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千葉県内の優れた中堅・中小企業経営者を顕彰する千葉県優秀企業経営者
表彰（第 回千葉県ベンチャー企業経営者表彰）の受賞者５人が決まった。
日、千葉市内のホテルで表彰式と受賞懇親会を開催する。受賞者には賞
状、受賞盾のほか副賞賞金が贈られる。受賞した経営者の年齢や、業種はさ
まざま。地域密着型サービスで業績を伸ばす経営者や、今後の発展、成長が
期待される分野に挑む経営者もいる。知恵と工夫によって企業を成長させて
いる受賞者に、起業のきっかけや事業戦略、今後の展開を聞いた。

受
賞
者
決
ま
る

）
（

【企画特集】

月曜日
２０１２年 平成２４年 ３月２６日

千葉県優秀企業経営者表彰 第回千葉県ベンチャー企業経営者表彰

