
 

 

 

 

2020 年 8 月 12 日 

各位 

中部ニュービジネス協議会 

名 古 屋 商 工 会 議 所 

 

ＣＮＢベンチャー大賞 2020 の実施について 
 

中部地域におけるベンチャービジネスの中から、今後の発展が期待される事業を 

表彰するとともに、その活動の努力を称え、当地域における起業家精神の高揚を 

図ることを目的とする表彰事業（ＣＮＢベンチャー大賞）を実施します。 

 

■表 彰 最優秀賞（1 社）、中部経済産業局長賞（1 社）、名古屋商工会議所会頭賞（1 社）、優秀賞（2 社） 

 

■選考方法 (1)ＣＮＢベンチャー大賞選考委員会による一次選考（10 月 12 日） 

(2)一次選考を通過した 5 社は「優秀賞」とし、11 月 17 日に開催される 

「ニュービジネスフェア 2020」にて、プレゼンテーションを実施。 

選考委員と聴講者の投票により、最終選考を行う。 

 

■実施要領 次ページ以降の資料をご参照ください。 
 

 

 

問い合わせ先 中部ニュービジネス協議会 事務局 

名古屋商工会議所 産業振興部 モノづくり・イノベーションユニット 

村上・今村 ＴＥＬ：052-223-6750 E-mail: cnbc@cnb.gr.jp 



「CNB ベンチャー大賞 2020」表彰事業 実施要領 

 

１. 目的 

中部地域におけるニュービジネスの育成と振興を目的とし、革新的な新しい事業に挑戦しているベンチ

ャー企業及び既存企業によるニュービジネスを公募し、事業の成長性や社会への貢献度などを評価し

表彰することによって、ニュービジネス活動への取組みを称えるとともに、起業を目指す人にとって目標

となるモデルを示し、当地区における起業家精神の高揚を図る。 

 

２. 実施体制 

・主催：中部ニュービジネス協議会 

・共催：名古屋商工会議所 

・後援：中部経済産業局、愛知県、名古屋市、中小企業基盤整備機構 中部本部 

中部経済同友会、一般社団法人中部経済連合会、特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ 

 

３. 表彰 

・CNB ベンチャー大賞 最優秀賞 【１社】       表彰盾を贈呈 / 副賞を贈呈 

・中部経済産業局長賞 【１社】            表彰盾を贈呈  

・名古屋商工会議所会頭賞 【１社】         表彰盾を贈呈 

・優秀賞 【２社】                          表彰盾を贈呈  

・副賞（なごのキャンパス賞、ＮＩＣＴ賞） 

 

４. 選考委員（順不同・敬称略）  

委員長 永井  淳  中部ニュービジネス協議会 会長 

委員  岡本 正弘  中部経済産業局 産業部長 

委員  内田 吉彦  名古屋商工会議所 専務理事 

委員  山根 秀昭  東海東京証券株式会社 代表取締役会長 

委員  伊藤 正彦  株式会社デンソー エグゼクティブ・アドバイザー 

委員  五十嵐健二  名古屋中小企業投資育成株式会社 常務取締役 

委員  天城 宏紀  三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 常務執行役員 

委員  鬼頭 雅弘  名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 

知財・技術移転グループ グループリーダー、教授 

委員  佐藤 直樹  株式会社ジャフコ パートナー 

委員  大津留榮佐久 一般社団法人 ＯＳＴｉ代表理事 

 

 



５. 推薦・応募対象 

ニュービジネスにチャレンジしている下記の事業者 

① 中部地区（愛知県 ･ 岐阜県 ･ 三重県 ･ 富山県 ･ 石川県）に本社があること、または主たる事業

を営んでいること 

② 会社設立 10 年未満、または新規事業開始後 7 年未満であること 

③ 応募時点で事業としての活動実績があること 

④ 中部ニュービジネス協議会の表彰制度により既に表彰を受けている者及び事業を除く 

⑤ コンプライアンス等、企業倫理を遵守しており、暴力団など反社会的組織に所属もしくは関係してい

ないこと 

 

６. 選考基準及び選考方法 

① 選考基準 

Ⅰ.事業の革新性・新規性 

Ⅱ.事業の成長性・将来性 

Ⅲ.地域・社会への貢献度・波及効果 

Ⅳ.旺盛なチャレンジ精神 

 

② 選考方法 

・一次選考  応募企業のトップによるプレゼン（Web 形式）と書類審査 

  ※応募のあった事業の中から、上記選考委員が優秀賞５社を選出します。 

・最終選考  プレゼンテーション審査  

       ※一次選考を通過した優秀賞５社は、ニュービジネスフェア（11 月１７日開催）の中で事業内容 

についてのプレゼンテーションを行っていただき、選考委員及びフェア参加者による投票を 

実施して各賞を決定します。 

        

③ 選考日程 

・一次選考  2020 年 10 月 12 日（月）  

・最終選考  2020 年 11 月 17 日（火）  

 

④ 選考会場 

・一次選考  名古屋商工会議所 会議室 

・最終選考  ミッドランドホール（ミッドランドスクエア 5 階） 「ニュービジネスフェア 2020」会場 

 

 

 

 



 

７. 結果発表及び表彰式 

・一次選考の結果につきましては、2020 年 10 月下旬を目途に応募者にご通知いたします。 

・優秀賞 5 社には、2020 年 11 月 17 日に開催する「ニュービジネスフェア 2020」の中で事業内容のプレ

ゼンテーションを行っていただき、そこで選考委員及びフェア参加者の投票による各賞の最終選考なら

びに表彰式を開催いたします。 

 

８. 応募方法 

① 応募書類について 

・応募者は所定の「応募申込書」に必要事項を入力の上、メールでお申込み下さい。 

尚、下記添付資料につきましては、応募申込書のコピーとともに事務局宛にご郵送下さい。 

・自薦、他薦は問いません。 

・応募申込書については、協議会 HP（http://www.cnb.gr.jp/）よりダウンロードしてお使い下さい。 

 

② 添付資料について 

・PR 資料（会社案内、パンフレット、商品、写真等） 

・会社及び代表者に関する紹介記事（新聞や雑誌等の写し）等があれば添付資料としてご提出 

下さい。 

※1 次審査終了後に必要に応じて営業報告書または納税申告書の写しをご提出していただく 

場合がありますのでご了承下さい。 

※応募書類一式はご返却しませんのでご了承下さい。 

※応募申込書の記載内容については、申込者の断りなく外部ヘは一切公表いたしません。 

  ただし、各賞の受賞者につきましては、社名や事業内容等を報道機関に発表する場合が 

ありますので、あらかじめご了承願います。 

 

③ 応募期間 

2020 年 8 月 17 日（月）～9 月 18 日（金） 必着 

 

④ 応募書類受付及び問合せ先 

中部ニュービジネス協議会 事務局 担当：村上・今村 

〒460-8422 名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会議所内 

TEL：052-223-6750  URL：http://www.cnb.gr.jp/  E-mail：cnbc@cnb.gr.jp 

 

 

以 上 



「ＣＮＢベンチャー大賞」は、中部ニュービジネス協議会が中部地区においてニュービジネス
を実践している企業を公募し、事業の成長性や社会への貢献度などを評価し表彰すること
によってニュービジネス活動への取組みを称えるとともに、起業を目指す人にとって目標と
なるモデルを示し、当地区における起業家精神の高揚を図ることを目指す表彰事業です。

応募書類受付・
お問い合わせ先

〒460-8422 名古屋市中区栄二丁目10番19号 名古屋商工会議所内　TEL（052）223-6750　担当：村上
中部ニュービジネス協議会（略称：CNB）事務局
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応募受付
8/17（月）
スタート

●事業の優秀性評価：「事業の革新性・新規性」「事業の成長性・将来性」
●地域・社会への貢献度：「経済・雇用・技術への波及効果」
●旺盛なるチャレンジ精神

選考基準

●ＣＮＢベンチャー大賞選考委員会（委員長：中部ニュービジネス協議会永井会長）が選考を行います。
　選考委員会は、ＣＮＢ理事企業や大学の有識者により構成されます。

選考委員

2020年8月17日（月）～2020年9月18日（金）応募期間

■主催：中部ニュービジネス協議会　
■共催：名古屋商工会議所　
■後援：中部経済産業局、愛知県、名古屋市、中小企業基盤整備機構中部支部、
　（一社）中部経済連合会、中部経済同友会、（特非）インデペンデンツクラブ （予定）

●自薦、他薦は問わず、中部ニュービジネス協議会HPにある
　CNBベンチャー大賞2020募集要項に従い下記事務局へご提出ください。
●添付資料として以下のものを用意し提出してください
　・ＰＲ資料（会社案内、パンフレット、商品、写真　等）
　・会社及び代表者に関する新聞・雑誌などの紹介記事の写し

●応募書類は一切ご返却しませんのでご了承ください。

応募方法

●中部地区（愛知県･岐阜県･三重県･富山県･石川県）に本社があること、または主たる事業を営んでいること。
●会社設立１０年未満、または新規事業開始後７年未満であること。
●応募時点で事業としての活動実績があること。
●中部ニュービジネス協議会の表彰制度により既に表彰を受けている者及び事業を除く。
●コンプライアンス等、企業倫理を遵守しており、暴力団など反社会的組織に所属もしくは関係していないこと。

推薦・応募対象 ニュービジネスにチャレンジしている下記の事業者

①1次選考会　10月12日（月）
　応募企業のトップによるプレゼン（Web形式可）と書類審査で「優秀賞」5社を選出します。

②最終選考会・表彰式　11月17日（火）

選考・表彰

11月17日(火)開催の「ニュービジネスフェア2020」において
優秀賞5社が事業プレゼンテーションを行い
来場者全員の投票で各賞と最優秀賞の表彰を行います

応募書類ダウンロード▷ www.cnb.gr.jp/



中部ニュービジネス協議会（略称：CNB）

速報

ニュービジネスフェア
2020

［ 開 催 予 告 ］

■日時 2020年11月17日（火）
 13:00～18:00（予定）
■会場 ミッドランドスクエア ５Ｆ
 ミッドランドホール
■主催 中部ニュービジネス協議会
■共催 名古屋商工会議所

●著名講師による基調講演をはじめ、各種講演を計画中。
●CNBベンチャー大賞の優秀賞5社によるプレゼンテーションを
　行い、当日の投票により最優秀賞他を決定・表彰致します。 
　応募期間は 2 0 2 0年8月17日(月)～9月18日(金 )

［ 予 定 プ ログラム ］



CNB ベンチャー大賞これまでの受賞者一覧 

◆ＣＮＢベンチャー大賞 
 
2019 年 

CNB ベンチャー大賞（最優秀賞） （株）Sonoligo 

中部経済産業局長賞 （株）テクノスピーチ  

名古屋商工会議所会頭賞 ファーマバイオ（株）  

優秀賞 
（株）エクシィズ 

（株）FINE  

2018 年 

CNB ベンチャー大賞（最優秀賞） （株）U-MAP 

中部経済産業局長賞 グランドグリーン（株） 

名古屋商工会議所会頭賞 （株）オプティマインド 

優秀賞 
（株）テクムズ 

（株）三重ロボット外装技術研究所 

2017 年 

CNB ベンチャー大賞（最優秀賞） カーボンファイバーリサイクル工業（株）  

中部経済産業局長賞 （株）トライエッティング  

名古屋商工会議所会頭賞 NU Protein（株） 

優秀賞 
i Smart Technologies（株）  

セレンディップ・コンサルティング（株） 

2016 年 

CNB ベンチャー大賞（最優秀賞） （株）ヘルスケアシステムズ 

名古屋商工会議所会頭賞 （株）キュービクス 

優秀賞 

（株）エスティライフ 

（株）寿美家和久 

（株）トラムスコープ 

2015 年 

CNB ベンチャー大賞（最優秀賞） （株）ユニファ 

名古屋商工会議所会頭賞 （株）Photo electron Soul  

優秀賞 

（株）イセオリ 

（株）oh 庭 ya 

（株）サワヤ  

 
◆ニュービジネス大賞（2006 年までは隔年開催。2007 年～2014 年まで休止） 

 
2006 年 

中部ニュービジネス協議会 会長賞 （株）オートセンターモリ 

奨励賞 
ネットオフ（株） 

フジ BC 技研（株） 

2004 年 

中部ニュービジネス協議会 会長賞 （株）シーアイシー 

優秀賞 （株）ファースト 

 

（ご参考） 



2002 年 

名古屋商工会議所会 頭賞 （株）アルファテック  

中部ニュービジネス協議会 会長賞 

ジャパンベストレスキューシステム（株） 

（株）東洋発酵 

無限電光（株） 

優秀賞 

ディエスピーテクノロジ（株） 

トークエンジニアリング（株） 

（株）トピア 

森長電子（株） 

2000 年 

中部通商産業局賞 
【ニュービジネス大賞部門】 

（株）ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 

愛知県知事賞 

【ニュービジネス大賞部門】 

加藤電機（株） 

【アントレプレナー大賞部門】 

（株）欧倫ホーム 

名古屋市長賞 

【ニュービジネス大賞部門】 

（株）ブレーン・ファイブ 

【アントレプレナー大賞部門】 

（株）小島衣料 

名古屋商工会議所 会頭賞 
【ニュービジネス大賞部門】 

（株）コメットカトウ 

中部ニュービジネス協議会会長賞 
【アントレプレナー大賞部門】 

（株）中京スポーツ施設 

1998 年 

中部通商産業局賞 
【ニュービジネス大賞部門】 

（株）ハギワラシスコム 

愛知県知事賞 

【ニュービジネス大賞部門】 

（株）野田スクリーン 

【アントレプレナー大賞部門】 

（株）プロトコーポレーション 

名古屋市長賞 

【ニュービジネス大賞部門】 

技研商事インターナショナル（株） 

【アントレプレナー大賞部門】 

カトー特殊計紙（株） 

名古屋商工会議所 会頭賞 
【ニュービジネス大賞部門】 

オキツモ（株） 

中部ニュービジネス協議会会長賞 
【アントレプレナー大賞部門】 

エナテックス（株） 

優秀賞 

【ニュービジネス大賞部門】 
アクティブ・ティ（株） 
（株）フタバ化学 
（株）希望社 
【アントレプレナー大賞部門】 
（株）イマオコーポレーション 
森松工業（株） 
リーマン（株） 



1996 年 

中部通商産業局賞 
【ニュービジネス大賞部門】 

（株）医学生物研究所 

愛知県知事賞 

【ニュービジネス大賞部門】 

（株）ユー・エス・エス 

【アントレプレナー大賞部門】 

ウーマンスタッフ（株） 

名古屋市長賞 

【ニュービジネス大賞部門】 

（株）エーベック・インターナショナル 

【アントレプレナー大賞部門】 

シンポ（株） 

名古屋商工会議所 会頭賞 
【ニュービジネス大賞部門】 

日本レーザー電子（株） 

中部ニュービジネス協議会会長賞 
【アントレプレナー大賞部門】 

（株）アイワ 

優秀賞 

【ニュービジネス大賞部門】 

朝日インテック（株） 

（株）加藤機械製作所 

（株）小林輸送機器 

【アントレプレナー大賞部門】 

（株）国土開発センター 

テン（株） 

1994 年 

中部通商産業局賞 （株）ダイセキ  

愛知県知事賞 （株）アドマテックス  

名古屋市長賞 （株）エクシング  

名古屋商工会議所 会頭賞 佐藤食品工業（株） 

優秀賞 

（株）岩田レーベル 

（株）ティーアンドイーソフト 

名古屋製酪（株） 

 


