第 9 回 ASPIC クラウドアワード２０１５

プレスリリース
2015 年 10 月 6 日
特定非営利活動法人
ASP・ＳａａＳ・クラウド コンソーシアム（ASPIC）

『第 9 回 ASPIC クラウドアワード２０1５』
総務大臣賞及び各賞を発表

特定非営利活動法人ＡＳＰ・ＳａａＳ・クラウド コンソーシアム（略称：ＡＳＰＩＣ、東京都品川区西
五反田、会長：河合輝欣）は、総務省などのご後援により、日本国内で提供されているクラウドサービスとデ
ータセンター及びそれらを利用するユーザ企業の優秀なものを選定し、『第9 回ASPIC クラウドアワード２０１
５』として、総務大臣賞及び各賞を決定し、発表・授与いたしました。
今回も多数の応募があり、審査にあたっては各分野の有識者から構成された選考委員会により、
選定・評価し決定いたしました。
このアワードにより、国内のクラウド関連業界の活性化、市場創造、情報基盤の確立、中小企
業の生産性向上、さらに日本経済の発展に寄与するものと考えております。
この度、総務省をはじめとする後援団体、マスコミ、審査委員等のご臨席を賜り下記により表彰
式を開催いたしました。

＜

記

＞

１．表彰式
日時：２０１５年１０月６日(火) １５：００～１７：３０
会場： 経団連会館 国際会議場(ゴールデンホール)
千代田区大手町１－３－２
２．受賞企業
受賞企業とサービス名 (資料 1)
３．その他
(１)審査委員一覧 (資料 2)
(２)後援団体一覧 (資料 3)
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資料１

【受賞企業とサービス名 】

＜総務大臣賞＞
各賞名

会社名

サービス名

総務大臣賞

株式会社 NTT データ

全曲報告サービス

会社名

サービス名

＜ＡＳＰ・ＳａａＳ部門＞
賞 名
総合グランプリ

分
野
別
グ
ラ
ン
プ
リ

社会・業界特化系
グランプリ

基幹業務系
グランプリ

支援業務系
グランプリ

ベンチャー大賞

委員会特別賞

株式会社 NTT データ

全曲報告サービス

公益社団法人日本医師会治験促進
センター

治験業務支援システム
カット・ドゥ・スクエア

株式会社いい生活

ES いい物件 One

株式会社ネットラーニング

Ｍｕｌｔｉｖｅｒｓｅ®

ナレッジスイート株式会社

Knowledge Suite

株式会社ホットリンク

クチコミ＠係長

新日鉄住金ソリューションズ株式会社

ＣＯＮＴＲＡＣＴＨＵＢ＠absonne
電子契約サービス

株式会社スマイルワークス

ClearWorks

株式会社内田洋行

ウチダ公共クラウドサービス

メタウォーター株式会社

Water Business Cloud
(ウォータービジネスクラウド) : WBC

ＢｉｚＭｏｂｉｌｅ 株式会社

BizMobile GO！

株式会社インフォマート

ＢｔｏＢ電子請求書プラットフォーム

ニューロネット株式会社

対面応対型電子店舗システ
Moshi Moshi Interactive

株式会社インテック

同期型ファイル共有サービス「SO-SOLA」

株式会社サパナ

次世代メール配信システム
WiLL Mail

日本ユニシス 株式会社

SASTIK サービス

株式会社ソルクシーズ

Cloud Shared Office

富士ゼロックス株式会社

スキャン翻訳サービス

東日本電信電話株式会社

Biz ひかりクラウド
被災者生活再建支援システム

いきいきメディケアサポート株式会社

いきいきメディケアサポート

ベストイノベーション賞

先進技術賞

ベスト連携賞
ベスト海外展開賞

ベスト社会貢献賞
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ニュービジネスモデル賞

株式会社アール

Retail Winner Comp.

委員長特別賞

インフォコム株式会社

S-Proxy

株式会社システムディ

ク ラ ウ ド 型 校 務 支 援 サ ー ビ ス
「SchoolEngine」

株式会社ワイズマン

医療・介護連携サービス MeLL+ （メル
タス）

ＡＳＰＩＣ会長特別賞

富士インフォックス・ネット株式会社 就活皇

＜データセンター部門＞
賞名
地域貢献賞

会社名

データセンター名

ＡＧＳ株式会社

「さいたまｉＤＣ」さいたまセンター

＜ユーザ部門＞
賞名

会社名

サービス名

総合グランプリ

株式会社辻料理教育研究所

Academia Solution
～生徒募集管理～

ベストイノベーション賞

ジョンソンコントロールズ株式会社

伝票＠Tovas

地域貢献賞

横浜市金沢区役所

かなざわ育なび.ｎｅｔ

ＡＳＰＩＣ会長特別賞

公益社団法人日本医師会
治験促進センター

治験計画届作成システム

＜IaaS・PaaS 部門＞
賞名

会社名

サービス名

総合グランプリ

株式会社 IDC フロンティア

IDCF クラウド

準グランプリ

日本アイ・ビー・エム株式会社

IBM SoftLayer

IaaS 分野グランプリ

株式会社富士通マーケティング

FUJITSU Cloud
AZCLOUD IaaS Type-N

PaaS 分野グランプリ

ビープラッツ株式会社

Bplats® （ビープラッツ）

委員会特別賞

日本アイ・ビー・エム株式会社

IBM Cloud Managed Services (CMS)

ベストイノベーション賞

株式会社インテック

統合位置情報プラットフォーム i-LOP

ニューﾋﾞｼﾞﾈｽモデル賞

GMO クラウド株式会社

GMO クラウド ALTUS

委員長特別賞

SCSK 株式会社

PrimeCloud for Developers FastAPP パック
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＜運用部門＞
各賞名

会社名

サービス名

総合グランプリ

株式会社日立システムズ

クラウド向け統合運用サービス

準グランプリ

株式会社スカイアーチネットワークス

PROACTIVE マネジメント

委員会特別賞

株式会社 IDC フロンティア

IDC フロンティア
クラウド運用サービス

委員長特別賞

株式会社ワークスアプリケーションズ

CCMS （ COMPANY on Cloud
Service）

ＡＳＰＩＣ会長特別賞

AGS 株式会社

MSP サービス

Managed

資料２【審査委員一覧】
【ASP・SaaS 部門/ユーザ部門

選定委員】

氏名
委員長
副委員長

委員

（五十音順）

企業名・部署名

役職

中島 洋

国際大学（グローコム）

教授

島田 達巳

東京都立科学技術大学（現 首都大学東京）

名誉教授

井筒 郁夫

一般財団法人 マルチメディア振興センター

専務理事

太田 敏澄

一般社団法人 行政情報システム研究所

理事

木村 忠正

立教大学 社会学部メディア社会学科

教授

杉田 悟

株式会社インプレス

中村 太一

国立情報学研究所

特任教授

藤本 正代

情報セキュリティ大学院大学

客員教授

前川 徹

サイバー大学

教授

御宿 哲也

弁護士法人 御宿・長町法律事務所

弁護士

河合 輝欣

ＡＳＰ・ＳａａＳ・クラウド コンソーシアム

会長

ＩＴ総合学部
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【データセンター部門/IaaS・PaaS 部門/運用部門
氏名
委員長

委員

選定委員】

企業名・部署名

（五十音順）
役職

阪田 史郎

千葉大学 大学院 融合科学研究科

教授

板谷 敏正

プロパティデータバンク株式会社

代表取締役

岩本 幸男

アイビーシー株式会社 事業開発推進部

部長

後藤 厚宏

情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科長

教授

中村 太一

国立情報学研究所

特任教授

大和 敏彦

一般社団法人日本クラウドセキュリティアライアンス

副会長

吉本 明平

一般財団法人全国地域情報化推進協会 企画部

担当部長

河合 輝欣

ＡＳＰ・ＳａａＳ・クラウド コンソーシアム

会長

資料３【後援団体 一覧】 順不同
・総務省
・東京商工会議所
・地方公共団体情報システム機構（J-LIS）
・全国ソフトウェア協同組合連合会（JASPA）
・一般財団法人 マルチメディア振興センター（FMMC）
・一般財団法人 インターネット協会（Iajapan）
・一般財団法人 関西情報センター（KIIS）
・一般財団法人 全国情報化推進協会（APPLIC）
・一般財団法人 日本システム開発研究所（SR＆ＤＩ）
・一般社団法人 日本情報システム・ユーザ協会
・一般社団法人 日本クラウドセキュリティアライアンス（CSAJC）
・一般社団法人 千葉県商工会議所連合会
・一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会
・一般社団法人 日本ソフトウエア産業協会（NSA）
・一般社団法人 社会情報学会（SSI）
・一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）
・公益社団法人 千葉県情報サービス産業協会（CHISA）
・公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会
・公益財団法人 ダイヤ高齢社会研究財団
・日刊工業新聞社
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

特定非営利活動法人 ASP・ＳａａＳ・クラウド コンソーシアム（ＡＳＰＩＣ）
〒141-0031
東京都品川区西五反田７－３－１ たつみビル２Ｆ
ＴＥＬ：03－6662-6591 ・ ＦＡＸ：03－6662-6347
E-mail：office@aspicjapan.org ・ URL：http://www.aspicjapan.org
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