
 

2007 年 1 月 23 日 

 
 

株式会社リクルート（本社：東京都中央区、代表取締役社長兼 CEO：柏木斉、以下リクルー

ト）とサン・マイクロシステムズ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：末次朝彦、

以下サン）は、リクルートおよび 17 の協力企業・団体が提供する Web API（Web サービス）・プ

ログラムコードと、サンが提供する開発ツールを活用して新たに制作された情報サービスを審

査の対象とした開発者向けコンテスト「Mash up Award 2nd」の応募受付を本日より開始しま

す。 

 

■コンテスト概要 

本コンテストでは、リクルートおよび 17 の協力企業・団体が提供する Web API（注１）と、サンが

提供する開発ツール（注２）を用いた作品を広く募集し、審査のうえ優秀と認められた応募作品に

は賞金および賞品が授与されます。 

なお、コンテストの詳細については下記 URL を併せてご参照ください。 

http://bic.recruit.co.jp/mashupaward 

http://jp.sun.com/mashupaward 

 

■コンテスト開催期間 

エントリー期間：2007 年 1 月 23 日（火）12:00～2007 年 3 月 12 日（月）17:59 

表彰式：2007 年 3 月 21 日（予定） 

 

■賞金・賞品 

最優秀賞 賞金 50 万円 

優秀賞 賞金 20 万円 

部門賞 賞金 5 万円 ※各社・各サービスごとの賞 

サン・マイクロシステムズ賞 サン製ワークステーション１台   他 

 

 

【本件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先】  

 ◎株式会社リクルート  FIT BI コラボレーション委員会 

mashup@r.recruit.co.jp

 ◎サン・マイクロシステムズ株式会社  Sun X RECRUIT Mash up award 事務局 

mashup-award-office@sun.com 

 

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】 

 https://www.recruit.jp/support/inquiry_press.html
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■コンテスト開催の目的 

日々進化する Web アプリケーションの世界。検索、地図、バンキング、オークションなど、既

に生活に欠かせないサービスとして活用されています。しかし、多くの既存サービスは１つ１

つ独立していて、複数のサービスを使って必要とする情報を取得するためには、まだまだ手

間がかかるのが現実です。これら独立したネットワーク上のサービスが有機的に結合して、

新しいサービスが生まれたらどんなに便利なことでしょう。 

Mash up はまさに、そんなネットワーク・サービスを生み出す新しいスタイルのアプリケーシ

ョン開発スタイルです。 

 

現在、さまざまなサービス・プロバイダが Web API（Web サービス）として、自らのサービスを

公開しており、他のサービスとの連携を模索しています。昨年開催した「Sun × RECRUIT 

Mash up Award」では、Mash up の可能性における試金石として、広くご周知いただける結果を

得ることができました。 

 

そして今回は、Mash up アプリケーションのさらなる発展と、新しいスタイルのサービス開発 

者への活躍の場を拡大させるという本コンテストの趣旨にご賛同頂いた企業・団体のご協力の

下、Mash up アプリケーションのさらなる発展と、新しいスタイルのサービス開発者への活躍

の場を拡大させるため、「Mash up Award 2nd」を開催することとなりました。 

今回は、よりオープン、かつより刺激的に、サン・リクルートおよび 17 の協力企業・団体から

ご提供頂くWebAPI、開発ノウハウを参加者の皆様にご提供し、自由で新しいアイデアを募集

いたします。 

 

※ Mash up（マッシュアップ）とは 

マッシュアップ（混ぜ合わせる）とは、本来ヒップホップという音楽のジャンルにおいて複数の曲を

「混ぜ合わせて」新しい曲を作り上げることを意味しています。IT の世界では、さまざまなネットワ

ーク上に存在するWebサービスを組み合わせて、新しいサービスを作り上げるという意味で広く使

われています。 

 
■注１） リクルートおよび協力企業・団体が提供する API は以下の通りです。これらの API

のうちいずれかを利用することが、コンテスト参加の必須条件となっています。 

 

企業・団体名 Web サービス（WebAPI）名 提供される機能・情報 

イースト辞書 Web サービス 英和・和英・wikipedia 辞書検索

RailGo 経路情報 

イースト株式会社 

ぽすたん 郵便番号から住所を取得 

株式会社 WEB2.0 PingKing WEB サービス 特定 URL・ワードに関連するク

チコミ情報や関連情報 

T-SELECT API T シャツ情報 

Movizo API 動画閲覧・投稿 

株式会社カヤック 

Phot.on API ファッションスナップ検索・表示 



 
       

株式会社きざしカンパニー kizapi（きざっぴ） 特定ワードに対する関連語、文

脈取得 

グリー株式会社 未定（近日公開） 未定（近日公開） 

株式会社Ｊストリーム 未定（近日公開） 未定（近日公開） 

シックス・アパート株式会社 TypePad：ウィジェット API、JSON

フィード等 

Vox： Atom/RSS フィードのタグ

に よ る 絞 込 み 、 Six Apart 

Update Stream 等 

ブログの記事配信・投稿、ウィ

ジェット組込み、認証、メタデー

タ取得等 

Skype ボタン IP 電話機能 Skype Technologies 

Skype Public API IP 電話クライアント制御 

株式会社セールスフォース・ドッ

トコム 

セールスフォース・ドットコム 

Apex API 8.0 

CRM サービスの拡張・連携 

PlaceEngine Project(株式会社ソ

ニーコンピュータサイエンス研究

所） 

PlaceEngine API Wi-Fi 電波を利用した現在位置

取得 

SAGOOL 検索 API 検索エンジンの検索結果を取

得 

SAGOOL 検索フレーズ API 検索エンジンでの検索動向をリ

アルタイムに取得 

チームラボ株式会社 

wacca API 音楽コミュニティに登録された

楽曲・アーティスト情報の取得 

株式会社テクノラティジャパン テクノラティブログ検索 API ブログ記事検索、特定 URL に

対するリンク元ブログ記事検索

株式会社ドリコムジェネレーティ

ッドメディア 

ドリコムブログ XML-RPC API ブログの投稿・管理 

FeedBurner デベロッパーAPI フィードのトラフィック情報測定 GMO アドネットワークス株式会

社 FeedBurner フィード管理 API フィード生成・加工 

富士ゼロックス株式会社 ネットプリント・サービス連携イン

ターフェイス 

インターネットとコピー機の連携

カーセンサー・ラボ Web サービ

ス 

中古車情報 

じゃらん Web サービス 国内の宿泊施設情報 

スマッチ Web サービス 不動産売買物件情報 

フロム・エー ナビお仕事検索

web サービス 

お仕事情報 

株式会社リクルート 

ホットペッパーWeb サービス 飲食店情報 

 

なお、下記の企業・団体からは、有益なサンプルプログラムをご提供頂きます。（これらのサ

ンプルプログラムの利用は必須ではありません） 



 

企業・団体名 プログラム名 提供される機能・情報 

株式会社 NTT データ ＦｒｏｍＡｎａｖｉカレンダー フロム・エー ナビのお仕事情報

と Google Calendar を連携 

有 限 責 任 中 間 法 人  Mozilla 

Japan 

未定 未定 

 

注２） サンは NetBeans(TM)、 Sun Java(TM) Studio 開発ツール群、 Sun Java System ミド

ルウェア群等を、本コンテストの開発・実行環境として推奨・提供しています。同ツール及びミ

ドルウェアを使用して制作された作品は、Award の選考・評価時に加点評価されます。 

 

Java 開発、実行環境 

Sun Studio 製品、Sun Java Creator、NetBeans 開発環境、Sun Java System 製品群 (Sun Java 

System Application Server 等)、Solaris(TM) 10, OpenSolaris(TM) 等 

 

■株式会社リクルートについて 

社   名： 株式会社リクルート 

代 表 者： 代表取締役社長 兼 CEO 柏木 斉 

本社所在地： 東京都中央区銀座八丁目 4 番 17 号 

設   立： 1963（昭和 38）年 8 月 26 日 

資 本 金： 30 億 264 万円 

売 上 高： 4,436 億 72 百万円（平成 18 年 3 月期） 

従 業 員 数 ： 6298 名（平成 18 年 10 月 1 日現在） 

事 業 内 容 ： 人材総合サービス事業、および情報誌・インターネット・携帯端末を 

活用した商品とユーザーとのマッチングサービス。  

 

■サン・マイクロシステムズについて 

サンは"The Network Is The Computer"という独自のビジョンに沿って、世界の主要市場を支

えるテクノロジー開発を進めています。イノベーションの共有とコミュニティの形成を理念に掲

げるサンは、次世代コンピューティングを特徴づける「参加の時代」をリードします。サンは世

界 100 カ国以上と Web（http://sun.com）上で事業を展開しています。 

 

※Sun 、Sun Microsystems 、サンのロゴマーク、NetBeans 、Java 、Solaris 、OpenSolaris 、The Network Is The 

Computer は、米国 Sun Microsystems,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

 

 

■「Mash up Award 2nd」に関するウェブサイト 

株式会社リクルート   http://bic.recruit.co.jp/mashupaward 

サン・マイクロシステムズ株式会社 http://jp.sun.com/mashupaward 
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