2012 年 3 月 26 日
報道関係者各位
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム

第一回東京スマートフォンＡＰＰアワード、受賞者決定！！
最優秀賞賞金 200 万円はエキサイト㈱へ

発展著しいスマートフォンにおいて、その上で動作するアプリケーション（以下アプリ）の役割が
益々重要となってきている。その中で、優れたアプリ開発のクリエーター、エンジニアへの支援を目
的として、コンテンツプロバイダー事業者を中心とした業界団体である一般社団法人モバイル・コン
テンツ・フォーラム（以下ＭＣＦ）は、第一回東京スマートフォンＡＰＰアワードを開催した。日本
を代表する企業から課題を出してもらい、それに沿ったアプリを開発して応募するというユニークな
募集方法や、最優秀賞 1 点には 200 万円、優秀賞 2 点にはそれぞれ 50 万円という、業界としては破
格の賞金を用意することで各界から注目を集めた。
記
第一回東京スマートフォンＡＰＰアワードの表彰式が 3 月 26 日に有楽町・ニッポン放送イマジン
スタジオで開催され、最優秀賞を初め各部門 14 の受賞者が発表された。
賞金 200 万円の最優秀賞は、東京スカイツリーの課題に応募された作品「ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＴＯ
ＫＹＯ」を制作したエキサイト㈱が受賞。木暮祐一審査委員長からトロフィー、寺山隆一実行委員長
から 200 万円がエキサイト㈱の小島靖彦氏に授与された。受賞した「ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＴＯＫＹＯ」
は夜空に輝くスカイツリーのライトアップをデザインして楽しむアプリで、完成したデザインは風景
と重ね合わせることができ、浅草・十間橋からと隅田川岸からの幻想的な夜景が楽しめるというもの。
優秀賞として賞金 50 万円を手にしたのは、ＡＮＡの課題に応募された「そらぺた」を制作した雑
魚雑魚と、ＷＷＦジャパンの課題に応募された「ＯＮＥ ＰＬＡＮＥＴ ＣＡＭＥＲＡ」を制作した
㈱インデックスの 2 組となった。
その他の各部門の受賞者にも、それぞれトロフィーと副賞が贈られた。
各部門の受賞者は以下の通り。

●「第 1 回東京スマートフォン APP アワード」受賞者リスト●
最優秀賞 （賞金 ２００万円 ）
最優秀賞

LIGHT UP TOKYO（エキサイト株式会社）

優秀賞 （賞金 ５０万円 ）
優秀賞

そらぺた（雑魚雑魚）

優秀賞 （賞金 ５０万円 ）
優秀賞

ONE PLANET CAMERA（株式会社インデックス）

テーマ出展企業賞 （ ５万円相当のスマートフォン、タブレット ）
イオン銀行賞

WAON おトクウィジェット（神庭 幸枝）

ANA 賞

そらのあるばむ（エキサイト株式会社）

サントリー賞

オールフリーアルバム（今地一輝）

資生堂賞

Bar（米倉宏治）

WWF ジャパン賞

ONE PLANET CAMERA（株式会社インデックス）

東京スカイツリー賞

スカイツリーコンパス（唐鎌千里）

日産自動車賞

SOUND DRIVE 〜ドライブにエキゾースト音楽を〜
（おもプリ部 feat. un-T）

日清食品賞

カップヌードルスケルトン AR（渡嘉敷 守）

ファミリーマート賞

AR ファミマおみくじ（株式会社あゆた）

Andorid 賞 （賞金 １０万円 ）
Andorid 賞

SkyWalker（(株)電算システム・Android 研修生）

HTML５賞 （賞金 １０万円 ）
HTML5 賞

Bar（米倉宏治）

＜＜第一回
主

東京スマートフォンＡＰＰアワード＞＞

催：一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 東京スマートフォンＡＰＰアワード
実行委員会

協

賛：株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、
株式会社シーエー･モバイル

後

援：日本アンドロイドの会、html5j.org、モバイル学会、日本知能情報ファジィ学会

テーマ出展協力：イオン銀行、ＡＮＡ、サントリー、資生堂、WWF ジャパン、東京スカイツリー、
日産自動車、日清食品、ファミリーマート
協

力：株式会社ニッポン放送、株式会社博報堂
＜テーマ出展協力企業及び出展テーマ＞

イオン銀行（株式会社イオン銀行）
「イオンにご来店および WAON をご利用いただくお客さまの生活に役立つ
サービスの提供とおトクな情報をお届けするアプリ」。
ＡＮＡ（全日本空輸株式会社）
「飛行機や空をテーマに、お子様や親子で遊んでいただけるアプリ」
サントリー（サントリー酒類株式会社、サントリービジネスエキスパート株式会社）
「ノンアルコールビールテイスト飲料 「オールフリー」のアプリ」
（詳しくは東京スマートフォン APP アワードホームページで確認ください）
資生堂（株式会社資生堂）
「ＵＮＯブランドの主力商品である「ＦＯＧ

ＢＡＲ」を活用した、遊び感覚で楽しめる

アイデアやかっこ良く決められるイメージがもてるアプリ」
ＷＷＦジャパン（公益財団法人世界自然保護基金ジャパン）
「WWF の推奨する“One Planet Lifestyle”を、より多くの方にご理解いただき、継続的に
実践してもらえるアプリ」
東京スカイツリー（東武タワー スカイツリー株式会社）
「2012 年 5 月 22 日の東京スカイツリー開業を、より多くの方にお祝いいただき、楽しみ、
訪れていただくためのアプリ」
日産自動車(日産自動車株式会社)
「カーライフをもっと楽しむアプリ」
日清食品（日清食品株式会社）
「カップ麺ができるまでの待ち時間を楽しめるアプリ」
ファミリーマート（株式会社ファミリーマート）
「コンビニのショッピングが楽しくてつい行きたくなるようなアプリ」
（五十音順）

東京スマートフォンＡＰＰアワード
＜実行委員会メンバー＞
委 員 長

寺山 隆一

MCF 代表理事、MCF スマートフォンタスクフォース座長、
株式会社シーエー・モバイル 取締役会長

副委員長

小川 善美

MCF 代表理事、株式会社インデックス 代表取締役社長

委

小林 宏

MCF 代表理事、株式会社ドワンゴ 代表取締役社長

佐藤 慎吾

MCF 常務理事、株式会社サミーネットワークス 取締役

岸原 孝昌

MCF 常務理事

踊 契三

MCF 常務理事、株式会社デジタルガレージ 取締役

和田 康孝

MCF 理事、株式会社第一興商 常務取締役

小林 秦

MCF 理事、株式会社ビットウェイ 代表取締役社長

村瀬 拓男

MCF 監事、用賀法律事務所 弁護士

員

＜審査委員会メンバー＞
審査委員長 木暮 祐一

武蔵野学院大学 国際コミュニケーション学部 准教授
モバイル学会副会長

委員 菅谷 実

慶應義塾大学教授、同メディアコミュニケーション研究所 副所長、
日本情報通信学会会長

阿佐美 弘恭 株式会社 NTT ドコモ 執行役員
スマートコミュニケ―ションサービス部長
鴨志田 博礼

KDDI 株式会社 新規ビジネス推進本部
オープンプラットフォームビジネス部 部長

蓮実 一隆

ソフトバンクモバイル株式会社
商品統括プロダクトマーケティング本部 副本部長

秋吉 正樹

株式会社シーエー･モバイル 取締役
コンテンツメディアディヴィジョン統括、
エンタテインメントディヴィジョン統括、SDD 管掌

米山 輝一

日本 Android の会 東京スマートフォン APP アワード WG 長

白石 俊平

html5j.org 管理人

吉田 尚記

株式会社ニッポン放送 アナウンサー

宮坂 淳

株式会社博報堂 第 3 クリエイティブ局 アートディレクター

荒井 良徳

東京工芸大学教授、日本知能情報ファジイ学会 副会長

小川 善美

MCF 代表理事、
東京スマートフォン APP アワード実行委員会副委員長、
株式会社インデックス 代表取締役社長

岸原 孝昌

MCF 常務理事、東京スマートフォン APP アワード実行委員会委員
以上

◆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。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お
り、最近はスマートフォンの普及やコンテンツのマルチスクリーン展開など時代に対応した活動とし
て、業界ガイドラインの作成や海外の団体とのアライアンスに積極的に取り組んでいる。
会員数はコンテンツプロバイダーを中心に 212 社（2011 年 3 月 19 日現在）
。
http://www.mcf.to/

＜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
東京スマートフォンＡＰＰアワード実行委員会 事務局

担当者：成田 智、松浦 賢
東京都渋谷区東 3-22-8 サワダビル４Ｆ
Tel:03-5468-5091

〒150-0011

Fax:03-5468-1237

E-mail：tspaa2011＠mcf.to

ＵＲＬ：http://www.tspaa.jp/

■電話での連絡可能時間帯 10:00～18:00

