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 特定非営利活動法人ＡＳＰ・ＳａａＳ・IoT 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 ASP・SaaS／IaaS・

PaaS／IoT／AI／運用の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を選定し、『第 12 回 

ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 2018』において、総務大臣賞及び各部門のグランプリ等を表彰いたし

ました。 

 

本年から、募集部門に AI 部門を、募集分野にデータ活用系分野（ASP・SaaS 部門)を新設し、

審査にあたっては各分野の有識者から構成された審査委員会により審査を行い決定いたしまし

た。 

この IoT・AI・クラウドアワードにより、国内の IoT・AI・クラウド関連業界の活性化、市場創造、情

報基盤の確立、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 ： ２０１８年１１月６日(火) １４：００～１７：００ 

会場 ： 経団連会館 国際会議場          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) 審査員一覧 (資料 2) 

 

(２) 後援団体一覧 (資料 3)                                           

 

 
  

 

『第 12 回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 2018』 

総務大臣賞及び各賞を発表 
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資料１　【受賞企業とサービス名】

＜総務大臣賞＞
賞名 会社名 サービス名

総務大臣賞 株式会社ハレックス オリジナル気象システムHalexDream!

＜ASP・SaaS部門＞
賞名 会社名 サービス名

総合グランプリ 株式会社ハレックス オリジナル気象システムHalexDream!

＜ASP・SaaS部門 社会・業界特化系分野＞
賞名 会社名 サービス名

特別功労大賞 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

社会業界特化系分野
グランプリ

株式会社JEMS GENESYS-ECO complianceシステムサービス

社会業界特化系分野
準グランプリ

株式会社データホライゾン 『システム・ザ・ポーク』で勝ち残る養豚経営

ベストイノベーション賞
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケー
ションズ

セキュアカメラクラウドサービス「河川監視パッケージ」

先進技術賞 株式会社NOBORI NOBORI (のぼり)

先進技術賞 株式会社ダイアログ W3 SIRIUS（ダブルスリー シリウス）

先進技術賞 株式会社TOKAIコミュニケーションズ Smart Facility Manager

ベスト連携賞 株式会社エクサス
港湾物流事業者向け　eForwarder+NVOCCクラウドサー
ビス

ベスト社会貢献賞 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

ASPIC会長賞 株式会社ミラクルソリューション Cloud Staff

＜ASP・SaaS部門 基幹業務系分野＞
賞名 会社名 サービス名

基幹業務系分野
グランプリ

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 クラウド型ファイル管理・共有サービス　IMAGE WORKS

基幹業務系分野
準グランプリ

株式会社パイプドビッツ スパイラルマイナンバー管理サービス

委員会賞 株式会社NIコンサルティング 可視化経営システム

ベストイノベーション賞 株式会社カオナビ クラウド人材管理ツール『カオナビ』

先進技術賞 株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー WiMS/SaaS勤務管理システム

ベスト社会貢献賞 株式会社パイプドビッツ こころの健診センター®

ASPIC会長賞 ワンマーケティング株式会社 mabot（マボット）

ASPIC会長賞 株式会社HRBrain HRBrain

＜ASP・SaaS部門 支援業務系分野　1/2＞
賞名 会社名 サービス名

支援業務系分野
グランプリ

デジタルアーツ株式会社
渡したファイルが”あとから”消せる、世界ではじめての
IRM　『FinalCode』

支援業務系分野
準グランプリ

弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン

ベンチャー大賞 株式会社インプリム Pleasanter.net

ベストイノベーション賞 株式会社ネクスウェイ ＦＮＸ ｅ－受信ＦＡＸサービス

ベストイノベーション賞 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 Bizストレージ ファイルシェア

先進技術賞 株式会社インフォマート BtoBプラットフォーム契約書

先進技術賞 BizteX株式会社 BizteX cobit（ビズテックスコビット）
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＜ASP・SaaS部門 支援業務系分野　2/2＞
賞名 会社名 サービス名

ベスト連携賞 株式会社ダイレクトクラウド 法人向けオンラインストレージ「DirectCloud-BOX」

ベスト連携賞 株式会社ヤプリ Yappli

ニュービジネスモデル賞 株式会社サパナ WiLL Cloud

ASPIC会長賞 株式会社内田洋行 SmartRooms（スマートルームズ）

ASPIC会長賞 株式会社フューチャースピリッツ フォームメーラー

ASPIC会長賞 株式会社インターコム RemoteOperator Sales

＜ASP・SaaS部門 データ活用系分野＞
賞名 会社名 サービス名

データ活用系分野グランプ
リ

株式会社パスコ Mappin' Drop（マッピンドロップ）

ベストイノベーション賞 株式会社パブリカ 自治体広報紙データプラットフォーム 『マイ広報紙』

ニュービジネスモデル賞 株式会社Moly 見守り防犯サービスMoly

＜ユーザ部門＞
賞名 会社名 サービス名

総合グランプリ 青木酒造株式会社 清酒製造業IoT「スマート仕込蔵」

準グランプリ 丸千千代田水産株式会社 伝票@Tovas　（でんぴょう　あっと　とばす）

ベストイノベーション賞 株式会社ビューティーエクスペリエンス
立替経費精算連携ソリューション（「Accel-Mart」及び「MF
クラウド経費」）

＜ＩａａＳ・ＰａａＳ部門＞
賞名 会社名 サービス名

ベストイノベーション賞 東芝デジタルソリューションズ 株式会社 声の権利化・流通プラットフォーム　「コエステーション」

＜IoT部門＞
賞名 会社名 サービス名

委員会賞 BizMobile株式会社 ＩｏＴ連携サービス：IoT Exchange

ニュービジネスモデル賞
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケー
ションズ

みまもりがじゅ丸

ASPIC会長賞 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 IoT System for optimizing Buildings

＜AI部門＞
賞名 会社名 サービス名

総合グランプリ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 AI翻訳プラットフォームサービス　「COTOHA Translator」

準グランプリ 株式会社 日立製作所 ＩｏTデータモデリングサービス

ベストイノベーション賞 株式会社シーイーシー
ディープラーニング外観検査　WiseImaging（ワイズイメー
ジング）

ニュービジネスモデル賞 株式会社コデックス Quick AI

ASPIC会長賞 GMOクラウド株式会社 hakaru.ai byGMO （ハカルエーアイ）

＜データセンター部門＞
賞名 会社名 サービス名

総合グランプリ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 三鷹データセンターEAST

＜運用部門＞
賞名 会社名 サービス名

委員会賞 株式会社 日立製作所 IT運用最適化サービス

ベストイノベーション賞 株式会社 日立製作所 仮想ワークスペース トータルソリューション
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資料２  【審査員一覧】 
 

【ASP・SaaS 部門/ユーザ部門 審査員】                         （五十音順） 

 氏名 企業名・部署名 役職 

審査員長 島田 達巳 首都大学東京 名誉教授 

副審査員

長 
山本 隆一 一般財団法人 医療情報システム開発センター 理事長 

審査員 

紀伊 肇 一般財団法人マルチメディア振興センター 専務理事 

武藤 聖 一般財団法人マルチメディア振興センター 特別研究主幹 

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 

木村 忠正 立教大学 社会学部メディア社会学科 教授 

前川 徹 東京電気通信大学 情報マネジメント学部 学部長 教授 

河合 輝欣 ASP・SaaS・IoT クラウドコンソーシアム 会長 

 

 

 

【IaaS・PaaS 部門/IoT 部門/AI 部門/データセンター部門/運用部門 審査員】  （五十音順） 

 氏名 企業名・部署名 役職 

審査員長 阪田 史郎 千葉大学 教授 

副審査員

長 
稲田 修一 一般社団法人情報通信技術委員会 事務局長 

審査員 

井堀 幹夫 地方公共団体情報システム機構 理事 

中村 太一 国立情報学研究所 特任教授 

紀伊 肇 一般財団法人マルチメディア振興センター 専務理事 

武藤 聖 一般財団法人マルチメディア振興センター 特別研究主幹 

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 

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 

河合 輝欣 ASP・SaaS・IoT クラウドコンソーシアム 会長 
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資料３  【後援団体一覧】   （順不同） 
 

・ 総務省 

・ 一般財団法人 マルチメディア振興センター 

・ 東京商工会議所 

・ 一般社団法人 千葉県商工会議所連合会 

・ 全国ソフトウェア協同組合連合会 

・ 一般財団法人 インターネット協会 

・ 一般財団法人 日本システム開発研究所 

・ 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 保健医療福祉情報システム工業会 

・ 一般社団法人 社会情報学会 

・ 一般社団法人 東京都情報産業協会 

・ 一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会 

・ 公益社団法人 千葉県情報サービス産業協会 

・ 公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会 

・ 一般社団法人 日本テレワーク協会 

・ 一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会 

・ 一般社団法人 ICT CONNECT21 

・ 一般社団 クラウドセキュリティアライアンス 
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特定非営利活動法人 ASP・ＳａａＳ・IoT 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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