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来たれ！ネクストクリエイター 国内最高峰のアプリクリエイター競技会 

SPAJAM2015東京 A、仙台予選を開催！ 

最優秀賞は「デジテニ東京」と「BAKAVIRUS」 

 

2015年5月11日 

スマートフォンアプリジャム2015実行委員会 

一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 

 

スマートフォンアプリジャム2015（以下SPAJAM2015）は、 「温泉でハッカソン」を合言葉に、こ

れからのモバイルコンテンツ業界にイノベーションを起こすことが期待されるネクストクリエイタ

ーを想定して、スキルを向上するための競技（ハッカソン形式）と交流の場を提供することで、新

たな才能の発掘と育成を目指す大会です。 

 

 

5月9日(土)から10日(日)にかけて、予選の第一弾となる東京Aと仙台の２つの予選が、専門学校

生、大学生、社会人等の多様な合計25チームが参加して開催されました。当日、母の日にちなん

で、「母親（父親）に感謝したくなる」というテーマが発表され、SPA（温泉地）で開催される本

選出場権を目指して熱い戦いが繰り広げられました。 

 

 オープン・イノベーションを実現する参加者全員のアイデアソンからはじまり、ハッカソンにお

いて開発されたゲームやユーティリティ、ツールなどの様々なアプリが、発表されました。審査は、

テーマ性、ユニークさ、実装力、プレゼン力の項目で行われ、最優秀賞として本選への出場権を得

たのは、以下のチームです。 

 

●最優秀賞（SPAJAM本選出場チーム） 

東京A会場 

チーム名: デジテニ東京 

アプリ名: 「かってに おやこうこう」＆「まごめくり」 

チームメンバー: 徳久 達彦、田中 正吾、小竹 智士、尾花 猛紀、荒木 波郎 

アプリの内容： 

【広報資料】 
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都心部で生活する子育て世代に向けた、孫の写真を撮影するためのカメラアプリと、地方で離

れて暮らす母親・父親世代に向けた、日めくりカレンダー形式の写真アルバムアプリを開発。カ

メラアプリ側で写真を撮ると、毎日１枚ずつ自動的にアルバムアプリに写真が更新され、写真の

アップロードの手間が省けると同時に、毎日閲覧する両親の安否確認も図れるという内容です。 

プレゼンテーションでは、テーマを元にペルソナ設定や市場調査を行った上、母親世代と子ど

も世代のそれぞれが使いやすいように工夫された設計が高く評価されました。 

 

他にも優秀賞として「がんばりMAX」（代表：石丸 泰大）、「毳人達（ケバニアンズ）」（代

表：新田 章太）、「ライナフ」（代表：滝沢 潔）の3チームが表彰されました。 

 

仙台会場 

チーム名：BAKAVIRUS 

アプリ名：hoo 

チームメンバー：浅井 渉、中園 良慶、河野 康隆、清水 俊之介、小野寺 博信 

アプリの内容： 

感謝とはその気持ちを言葉にして伝えるということで「感情をライトに、伝え方をアナログに」

をキーワードとして、音声メッセージを色んな人のもとへ届けるアプリを開発。音声を録音して

息を吹きかけるとメッセージが送信され、メッセージの内容を認識して喜怒哀楽等の感情の種類

で色分けされた風船が地図上を漂っていきます。風船は時間が経つとしぼんでしまいますが、他

の人からの共感の応援があれば、更に遠くに飛んでいくことができるという内容です。 

プレゼンテーションでは、感情を表現しやすい文化を作るというコンセプトの伝え方や発想力、

手入力をほとんど使用しないUI、位置情報等の機能と連携した実装力が評価されました。 

 

他にも優秀賞として「会津大学フォークダンス部」（代表：中山 裕介）、「PMB Creators」（代

表：荻野 彩樹）「秘密組織トリトリ団」（代表：砂金 善弘）の3チームが表彰されました。 

 

※最優秀賞に加えて、全国8カ所の予選で優秀賞となったチームから3チームが選出されて本戦出

場権を獲得します。 

 

【審査員】 

東京A会場 

川口 達也 氏 株式会社サイバード エグゼクティブオフィサー 

佐藤 進 氏 アンドロイダー株式会社 エヴァンジェリスト 

石井 洋平 氏 株式会社ドワンゴ モバイル事業本部長 

原 亮 氏 ファンドロイド・イースト・ジャパン 理事長 

 

仙台会場 

市川 大樹 氏 一般社団法人MAKOTO パートナー  
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 島村 友造 氏 株式会社サイバード ゲーム事業本部 プロデュース統括部 

           エグゼクティブプロデューサー／シニアエンジニア 

岸原 孝昌 氏 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 専務理事 

 

 今回のSPAJAM2015では、最優秀賞のシリコンバレースペシャルツアーをはじめ、ハッカソンの

世界大会であるグローバルハッカソンソウルへの招待（渡航費用等も提供）や SPAJAMだけのお金

で買えない忘れえぬ思い出となるような豪華賞品を提供させていただきます。 

 

 

 今後開催される全国6地域6会場（札幌、東京B、岐阜、大阪、北陸、福岡）の予選では、参加

チームを募集中です。世界への階段をのぼるネクストクリエイターの応募をお待ちしております。 

 

詳細は下記の公式サイトをご参照の上、ふるってご応募ください。 

 

SPAJAM2015 

http://www.spajam.jp/ 
 

 

記 

 

＜名称＞ 

スマートフォンアプリジャム2015 （略称：SPAJAM2015 ） 

 

＜表 彰＞ 

【最優秀賞】 

・シリコンバレースペシャルツアー ・グローバルハッカソンソウルへの招待 

・Adbe Creative Cloud コンプリートプラン個人版 1年分プレゼント 

・お楽しみ賞品各種 ・iTunesカード / Google playカード  ・グッズ満載お楽しみ袋 

【優秀賞】 

・グローバルハッカソンソウルへの招待 ・お楽しみ賞品各種 

・iTunesカード / Google playカード  ・グッズ満載お楽しみ袋 

【審査員特別賞】 

・お楽しみ賞品各種 ・iTunesカード / Google playカード ・グッズ満載お楽しみ袋 

【ファイナリスト賞】 

 ・Tunesカード / Google playカード ・グッズ満載お楽しみ袋 

※お楽しみ賞品とは 
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最優秀者、優秀者、審査員特別賞受賞者の希望に応じて、SPAJAMだけのお金で買えない忘れえぬ

思い出となるような賞品が選べます。まだまだ増えるかも・・・ 

・コロプラ馬場社長とのランチミーティングと社長室見学ツアー 

・ニコニコ生放送のバックステージツアー（アイドルに会えるかも） 

・横浜DeNAベイスターズのVIPルーム観戦（プロ野球選手OBの解説付き＋食事付き） 

等々、スポンサー各社から提供される予定です。 

 ※グローバルハッカソンソウルとは 

Global Hackathon Seoulが主催する、アメリカ、中国、欧州、オーストラリア等、世界のハッカ

ソン大会の優勝チームらを集めて開催されるイベントです。韓国国内と海外合わせて 2000人を

招待し、世界的なベンチャーキャピタルや有名企業との交流の場も設けられます。 

日程：2015年7月29日（水）～8月1日（土） 

公式サイト：https://seoul.globalhackathon.io/ 

詳細は以下の資料をご参照ください。 

https://www.mcf.or.jp/temp/spajam/ghs.pdf 

 

＜予選＞ 

【応募受付期間】 

受付開始：2015年3月30日（月）※ 締切は予選会場により異なります。 

予選応募者多数の場合、実行委員会による実績、チーム構成、将来の可能性等の観点での書類選

考によって予選出場者を決定しますので、あらかじめご了承ください。 

 

【札 幌】開催日程：6月6日(土)～7日(日) 

応募締切：5月25日(月) 

会場：ICC（インタークロス・クリエイティブ・センター） 

共催：北海道モバイルコンテンツビジネス協議会(HMCC)、ネオス株式会社 

協力：経済産業省 北海道経済産業局 

【仙 台】開催日程：5月9日(土)～10日(日) 

会場：東北大学・カタールサイエンスキャンパスホール 

共催：東北大学・カタールサイエンスキャンパス、みやぎモバイルビジネス研究会 

協力：Fandroid EAST JAPAN、Global Lab Sendai 

【東京A】開催日程：5月9日(土)～10日(日) 

会場：㈱ドワンゴ  

【東京B】開催日程：6月13日(土)～14日(日) 

応募締切：6月1日(月) 

会場：㈱コロプラ 

【北 陸】開催日程：5月30日(土)～31日(日) 

応募締切：5月18日(月) 

会場：めがねミュージアム（鯖江） 
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【岐 阜】開催日程：5月23日(土)～24日(日) 

応募締切：5月11日(月) 

会場：ソフトピアジャパン ドリームコア 

共催：岐阜県、財団法人ソフトピアジャパン 

【大 阪】開催日程：5月16日(土)～17日(日) 

応募締切：4月30日(木)  まだわずかに枠がございます 

会場：Yahoo!JAPAN大阪 

【福 岡】開催日程：6月13日(土)～14日(日) 

応募締切：6月1日(月) 

会場：福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター 

共催：福岡県、福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議 

 

【予選開催概要】 

予選当日に発表するテーマに基づいてスマートフォンのアプリケーションをチームによるハッカ

ソン形式で制作してもらい、最終成果物のプレゼンをもって最優秀賞及び優秀賞を決定します。 

全国7地区8会場で開催する予選において最優秀賞を受賞した各1チーム（合計8チーム）が本

選に出場する資格を得ます。加えて、優秀賞を受賞したチームの中から実行委員会によって選出

された最大3チームが本選に出場することができます。   

尚、予選参加に関する費用、機材は、各自でご負担ください。   

 

【応募方法】 

5人以内でチームを組んで応募してください。男女組んでの参加も可能です。 

公式ホームページの応募要項から応募ページにアクセスし、応募書類をダウンロードの上、応募

フォームの各項目に記入して応募書類を提出してください。 

 

【必要とされる能力】 

対象はAndroid OSおよび iOSとなります。当日発表のテーマに沿ったゲーム、ユーティリティ

系、ツールなどのアプリケーションを制作してください。 

チーム構成メンバーに求められる能力としては、プログラミング、企画・設計、デザイン等アプ

リケーションを開発するためのスキルが必要となります。また、成果物のプレゼンをしていただ

きますので、プレゼン能力も必要です。 

 

＜本選・表彰式・記念パーティ＞ 

【本選】 

 日 時：2015年7月4日（土）～ 5日（日） 

会 場：ホテルヘリテイジ 四季の湯温泉（埼玉県熊谷市）  

※関東最大級の混浴露天風呂を完備（http://www.hotel-heritage.co.jp/） 

本選参加に関わる宿泊、食事に関する費用は、主催者側で負担いたします。 



 

6 

会場までの交通費は主催者側の規定に従って補助いたします。 

※チーム内に女性の参加者がいる場合は、女性専用のお部屋をご用意いたします。 

 

【表彰式・記念パーティ】 

日 時：2015年7月6日（月）13時～16時30分 

会 場：KFC Hall 国際ファッションセンター（両国）（http://www.tokyo-kfc.co.jp/） 

 

＜審査委員会＞ 

【審査委員長】 

丸山 不二夫 氏 日本Androidの会 名誉会長 

 

【副委員長】 

 三淵 啓自 氏 デジタルハリウッド大学大学院 デジタルコンテンツ研究科 専任教授 

 

【審査委員】（2015年4月15日現在、五十音順） 

  川影 幸久 氏 ㈱ドワンゴ 取締役CMO 

岸原 孝昌 氏 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 専務理事 

木村 英彦 氏 ソーシャルゲームインフォ㈱ 編集部 編集長 

小林 奈巳 氏 ㈱都恋堂 「女子部JAPAN(・v・) 」プロデューサー 

佐藤 進 氏  アンドロイダー エヴァンジェリスト 

田中 聡 氏  ITmedia Mobile編集長 

原 亮 氏   Fandroid EAST JAPAN 理事長 

目黒 輔 氏  ㈱KADOKAWA・DWANGO ファミ通App 編集長 

森下 一喜 氏 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 代表取締役社長CEO 

山村 敬一 氏 ㈱富士通システムズ・イースト ITソリューション本部 執行役員 本部長 

湯野 康隆 氏 ケータイ Watch 編集長 

吉田 尚記 氏 ㈱ニッポン放送 編成局 制作部 アナウンサールーム  担当副部長 

 

＜協賛・協力企業＞ 

【協賛企業】 

ソフトバンクモバイル㈱、 

App Annie、ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱、㈱ドワンゴ、富士通㈱、 

㈱NTTドコモ、KLab㈱、㈱コロプラ、㈱サイバード、㈱第一興商、㈱ディー・エヌ・エー、 

㈱バンダイナムコエンターテインメント 

アドビ システムズ ㈱、㈱サミーネットワークス、㈱D2CR、㈱mediba、㈱ユニメディア、 

 IT media、アンドロイダー、ケータイWatch、ソーシャルゲームインフォ、 

ファミ通App、4Gamer.net 
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【協力企業】 

加賀エデュケーショナルマーケティング㈱、㈱デジタルハーツ、㈱ニッポン放送、 

ニフティクラウド、㈱モンテール、ユニティテクノロジーズジャパン合同会社 

 

＜実行委員会＞ 

 委員長 

  馬場 功淳 ㈱コロプラ 代表取締役社長 

副委員長 

  越智 政人 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 取締役 システム・CS本部長 

  川下 勝也 ㈱ドワンゴ モバイル統括業務本部 本部長 

委 員 

  佐藤 慎吾 ㈱ゲオホールディングス 社長室 顧問 

  鮫島 洋幸 ㈱サイバード 執行役員 

  大井 潤  ㈱ディー・エヌ・エー 渉外統括本部 渉外部 部長 

  岸原 孝昌 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 専務理事 

 

 

◆一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム（略称：MCF） 

モバイルコンテンツ環境の活性化のため、モバイルコンテンツ配信事業に関連する企業が参加する

業界団体です。モバイルコンテンツ関連産業の健全な発展のため、消費者や関係団体等と円滑な関

係を構築し社会との共存共栄を目指して、業界及び会員の活動をサポートしていくことをミッショ

ンとして活動しております。 

会員数はコンテンツプロバイダーを中心に141社（2015年3 月11日現在）。 

http://www.mcf.or.jp/ 

 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

■一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 

担当者：岸原 孝昌、前川 浩之 

東京都渋谷区東3-22-8サワダビル４Ｆ  〒150-0011 

Tel：03-5468-5091   Fax：03-5468-1237 

E-mail：info＠mcf.or.jp   URL：http://www.mcf.or.jp/ 

■電話での連絡可能時間帯 10:00～18:00 


