プレスリリース
2007 年 2 月 9 日
特 定 非 営 利 活 動 法 人
ＡＳＰインダストリ・コンソーシアム・ジャパン（ASPIC Japan）

ASP･IT アウトソーシングアワード２００６ −国内初の ASP 大賞−
２００６年度グランプリ、ユーザー活用賞などが決定
特定非営利活動法人 ＡＳＰインダストリ・コンソーシアム・ジャパン（略称：ASPIC Japan、
東京都港区港南、会長：河合輝欣）は、総務省・
（財）マルチメディア振興センター・
（財）イン
ターネット協会・日本社会情報学会・日本ソフトウエア産業協会などのご後援により、日本国内
で提供されているＡＳＰサービスの中から優秀なサービスを選定し、『ASP・IT アウトソーシン
グアワード２００６』として、グランプリやベストテクノロジー賞などの各賞を決定、授与いた
しました。
このアワードは、昨今、急激に拡大している ASP・IT アウトソーシング市場において、これ
らのビジネスモデルや技術が社会に貢献するものとするため、また各ベンダー経営者・営業・企
画・技術者の意欲向上を目的として開催致しました。選定にあたっては、応募のあった１２４の
サービスについて、各分野の有識者から構成された委員会を組織して、評価し決定しました。
このアワードにより、ASP・IT アウトソーシング関連業界の活性化、社会情報基盤の健全な
育成、さらには日本経済の発展に寄与するものと考えております。
なお、賞の授与は、２００７年２月９日〈於：虎ノ門パストラル〉において、総務省・中小企
業関連団体・マスコミ・委員・業界関連各社を招いた表彰式で実施いたしました。
また、アワードの開催にあたっては、総務省・（財）マルチメディア振興センターのご後援以
外に、マスコミ各社、各企業のご協賛をいただいております。（別紙に記載）
記

日時：２００７年２月９日(金) １３：００〜１７：００
場所：虎ノ門パストラル 「しらかばの間」
別紙１
別紙２
別紙３
別紙４

ＡＳＰ・ＩＴアウトソーシングアワード２００６受賞企業一覧
受賞企業のＡＳＰサービス概要
協賛・後援企業団体一覧
ＡＳＰ・ＩＴアウトソーシングアワード２００６委員会メンバー

（参考）
ＡＳＰは Application Service Provider（＝アプリケーション・サービス提供事業者）の略ですが、
ＡＳＰＩＣ ＪａｐａｎではＡＳＰの利活用実態に鑑み、「特定及び不特定ユーザーが必要とするシ
ステム機能を、ネットワークを通じて提供するサービス、あるいはそうしたサービスを提供するビジ
ネスモデル」と広く定義しています。
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別紙１ ＡＳＰ・ＩＴアウトソーシングアワード２００６受賞企業一覧
各賞名
グランプリ
ベストベンダー賞

会社名
株式会社セールスフォース・ドッ
Salesforce
トコム

サービス名

自動配車・配送計画最適化サービス／
e-SmarTrack

イー･トラック株式会社

ベストイノベーシ
株式会社インフォマート
ョン賞
ベストテクノロジ
株式会社ドリコム
ー賞

FOODS Info Mart
ドリコムブログオフィス

ASP 活用賞

ビジネスオンライン株式会社

ネット de 会計

委員会特別賞

リスクモンスター株式会社

与信管理 ASP サービス｢e-与信ナビ｣
｢e-管理ファイル｣

委員長特別賞

トライコーン株式会社

データベース連動型メール配信システ
ム ASP｢アウトバーン｣

アットマーク・ベンチャー株式会
オンデマンド ASP
社
株式会社ジェービーピー
J-MOTTO グループウェア
ノミネート賞

株式会社シナジー

バイトマスター

新日鉄ソリューションズ株式会社

nsxpres.com

株式会社デジジャパン

アット・ラベル（@LABEL）

ＴＤＣソフトウエアエンジニアリ
ハンディトラスト
ング株式会社
株式会社富士通ビジネスシステム WebOffice
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別紙２ 受賞企業のＡＳＰサービス概要
NO
1

会社名

サービス名

アットマーク・ベンチャー株式
オンデマンド ASP
会社

サービスの概要
既存アプリケーションの ASP プラットフ
ォームへの支援
物流、特にトラックを使用する輸配送に
おいて最適な配車計画を組む最適化アル
ゴリズムをコアにした業界唯一(日本初、
世界初）の ASP

2 イー･トラック株式会社

自動配車・配送計画
最適化サービス
／e-SmarTrack

3 株式会社インフォマート

FOODS Info Mart

食品食材市場の e マーケットプレイスと
受発注システム ASP

4 株式会社ジェービーピー

J-MOTTO グループウ
ェア

スケジュール、設備予約、回覧板等、情
報共有に必要なほとんどの機能を備えた
グループウェア ASP

5 株式会社シナジー

バイトマスター

スタッフ管理業務を支援する ASP

6

新日鉄ソリューションズ株式
会社

7

株式会社セールスフォース・ド
Salesforce
ットコム

8 株式会社デジジャパン
9

ＴＤＣソフトウェアエンジニ
アリング株式会社

nsxpres.com

アット・ラベル
（@LABEL）
ハンディトラスト

データの保管・管理を実現するドキュメ
ント管理 ASP
どのようなサイズの企業体にも世界水準
の高性能とスケーラビリティを提供する
ASP（営業支援、代理店管理、マーケティ
ング支援、サービス＆サポート、カスタ
マイズ、他システム連携等）
生鮮品食品等の表示ラベルを一元管理
し、メンテナンス作業の簡素化・迅速化
を実現する ASP
撮った写真を送信するだけで、写真付き
報告書がリアルタイムに作成できる ASP

10 トライコーン株式会社

データベース連動型
メール配信システム
ASP｢アウトバーン｣

データベース連動型電子メール配信 ASP

11 株式会社ドリコム

ドリコムブログオフ
ィス

社内イントラ内で社員一人ひとりがブロ
グを持って情報発信し、個人で持ってい
る有益な知恵や情報の共有できる ASP

12 ビジネスオンライン株式会社

ネット de 会計

中小企業会計の IT 化を支援する ASP

株式会社富士通ビジネスシス
13
テム

WebOffice

14 リスクモンスター株式会社

与信管理 ASP サービ
ス｢e-与信ナビ｣
｢e-管理ファイル｣
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製造・流通・サービス・公共・各種団体
など業種・業態を問わず、情報共有・コ
ミュニケーションができる ASP
企業間取引で発生する売上債権や貸付金
を確実に回収するために取引先の信用状
況を管理できる ASP

別紙３

協賛・後援団体、企業等一覧

【特別協賛企業】

株式会社ＮＴＴデータ
ビジネスオンライン株式会社
マイクロソフト株式会社
【協賛企業】
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社
シーネットネットワークスジャパン株式会社
株式会社セールスフォース・ドットコム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社
日本電気株式会社
富士通株式会社
株式会社リコー
【後援団体・企業名】
総務省
財団法人マルチメディア振興センター
財団法人インターネット協会
社団法人神奈川県情報サービス産業協会
社団法人千葉県情報サービス産業協会
日本社会情報学会
日本ソフトウェア産業協会
全国ソフトウェア協同組合連合会
Ｅビジネス研究所
日刊工業新聞社
月刊Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｗｏｒｌｄ
情報産業新聞
日経コンピュータ
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別紙４

ＡＳＰ・ＩＴアウトソーシングアワード２００６委員会メンバー

氏名
企業 所属部署名
委員長 中島 洋
株式会社ＭＭ総研
アレン マイナー 株式会社サンブリッジ

委員

役職名
代表取締役所長
代表取締役社長

大日

健

シーネットネットワークスジャパン株式会社

代表取締役社長

河合

輝欣

ＡＳＰインダストリ･コンソーシアム･ジャパン
ＴＤＣソフトウエアエンジニアリング株式会社

会長
代表取締役社長

河原

潤

株式会社ＩＤＧジャパン
月刊 Computerworld 編集部

編集長

桔梗原 富夫

日経ＢＰ社
日経コンピュータ編集部

編集長

木村

誠

Ｅビジネス研究所

代表理事

栗原

潔

株式会社テックバイザージェイピー（TVJP）

代表取締役

三本松 進

一橋大学商学部
独立行政法人中小企業基盤機構

客員教授
シニアリサーチャー

鈴木

章太郎

マイクロソフト株式会社
デベロッパー＆プラットフォーム統括本部
戦略企画本部 Web ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ推進グループ

エバンジェリスト

津田

邦和

ＡＳＰインダストリ･コンソーシアム･ジャパン

常務理事･技術部会長

原
前川

淳二郎
徹

慶應義塾大学
（元朝日新聞編集委員）
富士通総研
早稲田大学

特別招聘教授
主任研究員
客員教授

宮本 啓志

サヴィス・コミュニケーションズ株式会社

代表取締役

山田

株式会社野村総合研究所

執行役員 総合コンサ
ルティングセンター長

澤明
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（参考）
AＳＰＩＣ Ｊａｐａｎについて：
特定非営利活動法人 ASP インダストリ・コンソーシアム・ジャパン（略称：ASPIC Japan）
【沿革】
１９９９年１１月
２００１年 ８月
２００２年 ２月
２００２年 ４月
２００３年
２００４年
２００５年
２００６年
２００６年

４月
５月
９月
５月
７月

任意団体ＡＳＰインダストリ・コンソーシアム・ジャパン設立（創立メンバー85 社）
日本、韓国、シンガポールでアジア国際組織 ASP/IDC Alliance を結成
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）の認証取得
行政機関からの受託事業を開始。
以降、全国電子自治体、中小企業、地域コミュニティに受託事業の活動範囲を拡大
２００３年版ＡＳＰ白書（ＡＳＰ白書２００３）を作成
日本、韓国、シンガポールによる ASP/IDC Alliance 会合を東京で開催
ＡＳＰ白書２００５を作成・出版
ASP・IDC 活用による電子自治体アウトソーシング実践の手引きの作成・出版
ASP 総覧 2006/2007 の作成・出版

【事業内容】
(1) ＡＳＰ事業推進のため解決の必要な共通の問題点の検証と情報交換
 「公共ＩＴにおけるアウトソーシングに関するガイドライン」報告書の作成（2003 年 3 月 総務省）
 「ＡＳＰの今後の展望に関する実態調査」報告書の作成(2003 年 3 月 財団法人マルチメディア振興
センター)
(2) ＡＳＰ市場育成に必要なガイドラインの制定、標準化の検討
 「複数市町村による電子入札共同アウトソーシング調査」報告書の作成（2003 年 3 月 千葉県）
 「サーバルーム整備基本計画等作成業務委託事業」の策定（2004 年 4 月 宮崎県）
 「コンピュータルーム整備・移行に関する基本計画等作成業務」の策定（2005 年 1 月 延岡市）
(3) ＡＳＰインフラの構築のための活動
(4) ＡＳＰ市場の健全な育成、開発のためのプロモーション活動
 ＡＳＰ白書（２００３年版、２００５年版）の出版
 ＡＳＰ・ＩＤＣ活用による電子自治体アウトソーシング実践の手引きの出版（2006 年 5 月出版）
 ＡＳＰ総覧の出版
(5) ＡＳＰ事業展開に必要な技術開発の推進
(6) ＡＳＰ市場開発のためのパイロット事業の推進
(7) 諸外国のＡＳＰ活動の情報収集とＡＳＰ団体との連携活動

以上
お問い合わせ先
特定非営利活動法人 ASP ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ・ｺﾝｿｰｼｱﾑ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
〒108-0075 東京都港区港南 1−6−38 イズミヤビル３F
TEL：03−5796−9691
FAX：03−5460−0515
E-mail：office@aspicjapan.org
http://www.aspicjapan.org
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