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日本起業家賞 2015 (TEAJ)
TEAJ 募集要項および応募用紙
__________
I. TEAJ 募集要項
各賞の内容：

► スウェーデン大使館賞
スウェーデン大使館賞はリスクに挑戦する旺盛な起業家精神を持った日本に拠点を置く起業家でスウェ
ーデンの革新的事業部門とのネットワーク構築の機会を通じて今後の企業活動へと繋げていける起業
家へ授与されます。受賞者は 2015 年内に開催されるスウェーデンへの視察ツアー、また 2015 年 4 月か
ら 2016 年 3 月までの一年間スウェーデン大使館主催による主要なビジネスイベントに招待されます。

► 在日スウェーデン商工会議所賞
インターナショナルなビジネスを展開している、あるいは目指す起業家へ授与されます。受賞者には
2015 年 4 月から 2016 年 3 月までの 1 年間の在日スウェーデン商工会議所のメンバーシップと在日スウ
ェーデン商工会議所が主催するビジネス関連イベントへ招待されます。

► グラウンドブレーカー賞
日本に拠点を置く将来有望な女性起業家へ授与されます。受賞者はベルリンで開催される「デル女性
起業家ネットワーク」(DWEN)、あるいはローマで開催される「ユナイテッドサクセスグローバルサミット」と
いったグローバルなイベントに招待されます。これらのイベントでは女性起業家の成功に注目し、参加
者同士が知り合う機会を提供することで、ベストプラクティスを共有、ビジネスチャンスの創出を助け、ビ
ジネスとテクノロジーの分野に女性特有の影響力を高める環境を作り出す事を目的としています。

► ベンチャージェネレーション賞（提供元：ジェイ・シード株式会社）
グローバルな大志を抱くスタートアップベンチャー起業家へ授与されます。国際的に活躍する起業家に
なるための各種メンタリングプログラムやビジネスサポートを受けられます。

► 米国ビジネス賞
在日米国商工会議所のインディペンデント・ビジネス委員会と米国大使館の連携、協働で・シリコンバレ
ーのリスク需要精神を最も象徴する日本国籍の起業家へ授与されます。受賞者は 2015 年 4 月から
2016 年 3 月までの期間中に在日米国商工会議所および米国大使館主催の厳選されたビジネスイベント
へ招待されます。

► クリエイティブビジネスカップ賞
すでにこの賞の募集は終了し審査段階です。現在選出されているファイナリストの中から 2015 年 11 月
にコペンハーゲンで開催されるグローバルクリエイティブビジネスカップ「チャレンジフォークリエイティブ
ビジネス」へ招待されます。
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応募条件：
下記の応募条件はすべての賞に適用されます。

►応募者は提案するベンチャー企業の創業者あるいは創業パートナー、もしくは 51％以上の株を
保有する株主で、日本に在住する方。

►応募者の企業あるいは非営利団体は日本で登記され、創設後 10 年未満であること。
►各企業・団体から 1 部門のみに応募可能。
►チームではなく個人のみが応募可能。
►応募書類は英語での作成・提出が必須であるが、英語の能力よりもその内容を重視する。
►バイリンガル能力が有利になる可能性もあるが、それは主な判断基準ではない。
►グローバルなビジネス展開への熱意とその将来性を重要視する。
過去の受賞者による応募は可能ですが同じ部門では表彰されない可能性がありますので、あらかじめご了
承ください。

今後の予定：
エレベーター・ピッチ：最終選考に進むファイナリストの発表は 4 月 23 日（木）を予定しています。ファイナリストに
選出された場合、自身の事業についての簡潔に説明する「エレベーター・ピッチ」プレゼンテーションを英語で行
っていただきます。「エレベーター・ピッチ」は授賞式に先がけて 2015 年 4 月 24 日（金）に開催いたします。このセ
ッションへの参加は選考上必須条件です。
授賞式：6 名の受賞者は東京のスウェーデン大使館にてマグヌス・ローバック駐日スウェーデン大使の主催する
日本起業家賞授賞式にて表彰されます。授賞式は 2015 年 4 月 27 日（月）に開催いたします。すべてのファイナ
リストに参加していただきたいと考えております。

選考基準および選考方法：
選考基準：選考委員会が求めているのは、不屈の信念を持ち、洞察力や企画力に優れ、マーケットリーダーにな
り得る高い潜在性を備えた起業家です。特にビジネスモデルを明確に発信する能力や事業計画を弁論する能力
といった点に注目しています。応募者にはこの機会を最大限に活かすためにメンターとして選任され得る実績の
ある起業家、一流の最高経営責任者、ベンチャー・キャピタルやプライベート·エクイティ投資家らと相乗効果が生
まれるような対話ができる程度のビジネスの洗練性といった必要な素質を備えていることが期待されます。
選考方法：選考委員会は審査員としてふさわしい起業家、投資家、実業家によって構成されています。第一次選
考は審査員によるすべての応募書類を確認し、各賞との適合性を検討します。最終的に選出されたファイナリス
トは 4 月 23 日（木）に発表する予定です。第二次選考では各ファイナリストの「エレベーター・ピッチ」プレゼンテー
ションを通じビジネスプラン等の内容を吟味し、各賞との適合性を検討します。プレゼンテーションは英語で行っ
ていただきますが、英語の語学力よりも応募書類やプレゼンの内容に重点を置いて審査いたします。受賞者は
東京のスウェーデン大使館にて開催される授賞式にて発表されます。すべての受賞者には実績のある起業家
がアントレプレナー・メンタリング・イニシアチブ（EMI）の活動の一環として 2015 年 4 月から 2016 年 3 月の期間中
メンターとして選任されます。

応募締切日および提出方法：
応募締切日： 2015 年 44 月 16
日（木）午後 5 時（日本時間）
18日(土)
Page 2 of 7

The Entrepreneur Awards Japan 2015 (TEAJ)

提出方法：

Created: Mar. 2015

応募書類は PDF ファイル化（A4 サイズ）し、E メールで添付ファイルとして
TEAJ.EMI.JAPAN@gmail.com まで提出してください。

►応募書類は英語のみで提出すること。
►次項以降の応募フォームを使用し、すべての質問に回答すること。
►記述式回答は、各 300 ワード以内で回答すること。
►応募締切日を過ぎた応募書類は一切受付いたしましません。
►提出書類に含まれる事業内容や財務情報は個人情報として極秘扱いとする。これらの情報は
TEAJ/EMI2015 の事務局の担当コーディネーターと選考委員会間のみで共有する。

補足情報：
EMI のホームページ（http://www.TEAJ-EMI.org）をご覧いただき、応募フォームの補足説明に目を通していただ
いたうえで、ご質問がございましたら TEAJ・EMI2015 事務局 TEAJ.EMI.JAPAN@gmail.com まで E メールにてお
問い合わせください。事務局より早急にお返事申し上げます。
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II. TEAJ Application Form
(Note: This form is only available in English, as all applications must be submitted in English)

Award Preferences
Every application submitted will be considered for all TEAJ awards, as applicable. The Embassy of
Sweden Award and the Swedish Chamber of Commerce Award will give priority to candidates who are
interested in and relevant for Swedish companies and innovations. The Groundbreakers Award is open to
women only. Therefore, please check the appropriate boxes below (double-click on the boxes to check):
►

Please indicate if you are a Japanese National:

Yes

No

►

Please indicate if you are a woman:

Yes

No

►

Please indicate any special business interest in Sweden:

Yes

No

Applicant Information
Name
Phone
Email
Title
Company Name
Company Address
Year company founded/registered
What percentage of the company do you presently own?
Are you a founder or founding partner?

Founder

Founding Partner (Co-founder)

If you are a co-founder of the company, please provide names, titles, contact information and percent
ownership of other founders

The application continues on the next two pages
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Company Information
Select industry:
Aerospace & Defense

Oil & Gas

Asset Management

Pharmaceutical

Automotive

Power & Utilities

Banking & Capital Markets

Professional Firms & Services

Biotechnology
Chemicals

Real

Estate

(includes

Construction,

Hospitality & Leisure)

Consumer Products

Retail & Wholesale

Diversified Industrial Products

Social Enterprise

Health Care

Technology

Insurance

Telecommunications

Media & Entertainment

Transportation

Mining & Metals

Tourism

Not for Profit

Other (please specify)______________

Financial data
Financial information is an important quantifiable indicator for success potential for the panel of judges.
How have you financed or plan to finance your business to date? (Please check all that apply)
Self

Family/friends

Bank financing

Private equity

Venture capital

Public markets

Other. Please indicate

Other relevant background
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Personal Statement
Please provide answers to all six items listed below. Maximum 300 words per item.
(Attach at end as seperate sheets)

1.

Please describe your company and its principle business activities.

2.

Please tell us the story behind your business and create a vivid picture of yourself and your
values, as an entrepreneur who intends to run a market-leading business.

3.

Describe your professional history prior to the creation of your company.

4.

What are the major obstacles you have had to overcome in starting and/or growing the
business? Share some of your personal and/or financial risks.

5.

What is your strategic vision for the future of your company? How do you see your business
evolving in the next year? Be specific in describing your goals and what it will take to achieve
them.

6.

Why should you be chosen to participate in this program? What makes you uniquely qualified
to capitalize upon this opportunity?

7. If you have indicated that you have a special business interest in Sweden, please explain.

Photograph
Please submit one headshot photograph of yourself. Specifics: a digital file, minimum 300 dpi in jpg
format, color preferred, hatless, head and shoulders only. Photo will be used for reference and
production purposes related to your progress, for purposes of selection and for publicity purposes if you
are selected.

How did you learn about TEAJ? (Choose all that apply
Embassy of Sweden

DWEN/Dell

SCCJ

University alumnae outreach (specify school)

SCCJ member

Print media

ACCJ

EMI – Entrepreneur Mentoring Initiative

ACCJ member

Broadcast Media

U.S. Embassy

Direct email solicitation

British Council

Global Entrepreneurship Week / Impact Japan

Other Embassy

WLN

WindS

Josei Shacho

J300

UnitedSuccess

Advisor (banker, attorney,
board member, PR or consulting firm)
Other, please indicate
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Reminders
Application Due Date:
Submission Process:

5:00 PM on Thursday,
April 18th,
16, 2015(JST)
Saturday, April
2015 (JTS)
Applications must be submitted in PDF format (A4 size) as an attachment
in an email to: TEAJ.EMI.JAPAN@gmail.com
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