温泉でハッカソン

SPAJAM2017 全国 9 会場で予選応募開始！
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の 6 地域 9 会場
2017 年 2 月 28 日
スマートフォンアプリジャム 2017 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

SPAJAM2017 メインビジュアル

2016 本選参加者の集合写真

今回で第 4 回目となるスマートフォンアプリジャム 2017（以下 SPAJAM2017）の予選応募を開始しました！
SPAJAM2017 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
の場を提供する国内最高峰の大会です。
予選は全国 6 地域 9 会場（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡）においてハッカソン 形式で
開催いたします。予選を勝ち抜いたチームが、温泉で開催する本選の参加資格を得ます。今年の本
選会場は箱根 仙石原となります！
仲間とともに SPAJAM 公式サイトからエントリーし、予選を勝ち抜き世界へとつながるステップ
へ踏み出してください。ネクストクリエイターへの道が今はじまります。

2017 本選会場（箱根 仙石原）
※建築中のためイメージになります。

【名古屋予選】名城大学 ｓhake

【大阪予選】関西大学 KANDAI MeRISE

【福岡予選】LINE fukuoka（株）

本選審査員は、審査員長兼実行委員長のヤフー CMO 村上 臣氏をはじめ Increments プロダクトマネー
ジャー 及川 卓也氏、デジタルハリウッド大学大学院 専任教授 三淵 啓自氏、トレタ CTO 増井 雄一郎
氏、等 トップクリエイターが務めます。（審査員に関しては、随時追加されていく予定です。）

ヤフー村上氏

Increments 及川氏

デジタルハリウッド三淵氏

トレタ増井氏

※ハッカソンとは
ハッキングとマラソンを掛け合わせた造語。SPAJAM ではスキルを競い合う競技として、テーマに沿ったアプリを決まった時間内で
企画、開発、発表して頂きます。

SPAJAM2017
http://spajam.jp/

記
＜名称＞
スマートフォンアプリジャム 2017 （略称：SPAJAM2017）
＜主催＞
スマートフォンアプリジャム 2017 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（MCF）
【表 彰】
・最優秀賞･･････････････････ シリコンバレースペシャルツアー
・優秀賞、審査員特別賞･･････ 各種賞品
＜予選＞
【応募受付期間】
受付開始：2016 年 2 月 28 日（火）
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。
※ 締切は予選会場により異なります。
※ 今回の東京予選は、4 会場一括応募となりますのでご注意ください。
【大 阪】 開催日程：4 月 22 日(土)～23 日(日)
応募締切：4 月 10 日(月)
会場：関西大学梅田キャンパス KANDAI MeRISE
共催：関西大学
【札 幌】 開催日程：5 月 13 日(土)～14 日(日)
応募締切：4 月 24 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：一般社団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会
ネオス株式会社
インタークロス・クリエイティブ・センター
【名古屋】開催日程：5 月 20 日(土)～21 日(日)
応募締切：5 月 8 日(月)
会場：名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス 社会連携ゾーン shake
共催：名城大学
【東京 A】開催日程：5 月 27 日(土)～28 日(日)
応募締切：5 月 15 日(月)
会場：(株)ドワンゴ
【東京 B】開催日程：6 月 3 日(土)～4 日(日)
応募締切：5 月 15 日(月)
会場：(株)コロプラ

【仙

台】開催日程：6 月 3 日(土)～4 日(日)
応募締切：5 月 22 日(月)
会場：NTT ドコモ東北支社
【東京 C】開催日程：6 月 10 日(土)～11 日(日)
応募締切：5 月 15 日(月)
会場： LODGE（ヤフー（株））
【東京 D】開催日程：6 月 17 日(土)～18 日(日)
応募締切：5 月 15 日(月)
会場：未定
【福

岡】開催日程：6 月 17 日(土)～18 日(日)
応募締切：6 月 5 日(月)
会場： LINE Fukuoka（株）

【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ハッカソン形式で制作してくださ
い。最終成果物のプレゼンをもって最優秀賞及び優秀賞のチームを決定します。
それぞれの予選で最優秀賞を受賞したチーム、および予選で優秀賞を受賞した全てのチームの中から実
行委員会によって選出された最大 3 チーム、に、SPAJAM2017 本選出場（表彰式・懇親パーティーへの参加
含む）の権利が与えられます。
・各予選で最優秀賞を受賞したチーム：9 チーム
・各予選で優秀賞を受賞したチームの中から実行委員会による選抜：最大 3 チーム
※予選参加についての交通・食事・宿泊等の費用は各チームでご負担ください。
【応募方法】
5 人以内でチームを組んで応募してください。
SPAJAM 公式サイトの予選概要から予選応募フォームにアクセスし、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。ハッカソン当日発表のテーマに沿って、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。
【審査項目】
審査のポイントについては、テーマ性、ユニークさ等のコンセプトと、コンセプトを実現する能力としての実装
力、これらの要素をアピールするプレゼン力も総合して審査を行います。
・テーマ性（テーマに沿った価値を提供できているかどうか）
・ユニークさ（アイデア）
・実装力（きちんと動作するか、UI/UX 及び技術的要素が高い水準にあるかどうか）
・プレゼン力（伝えられるか）

※実装力の審査に関しては、実機（iPhone、Android 端末いずれか）でのプレゼンを行っていただきます。ま
た使用している技術仕様について、規定の書式で提出していただきます。
＜本選・表彰式・記念パーティ＞
日 時：2017 年 7 月 8 日（土）～10 日（月）
会 場：箱根 仙石原
本選は名称のとおり SPA（温泉地）において 2 泊 3 日（開発時間は 24 時間）で開催します。今年の本選会場
は箱根 仙石原となります！！
本選では、チームでのガチンコ勝負 だけでなく主催者企画の楽しいオープニングパーティ・イベント、豪華
露天風呂も楽しんでいただけます。また本選期間中の宿泊、食事、イベント参加等の費用は主催者が負担
してご提供させていただきます。
◆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いる業界団体で
す。会員数はコンテンツプロバイダーを中心に 121 社（2017 年 1 月 27 日現在）
https://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
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：https://www.mcf.or.jp/

