
 

2007年 6月 27日 

 

「Mash up Award 3rd」開催のお知らせ 
サン・リクルートおよび協力企業の合計２８社にて開催 

開発者支援サービスやリアルイベントとの連動も 

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、参加協力企業 26 社の賛同を得て、これらの協力企業が提供する Web API、プログラム

コード、開発ツール、ホスティングサービスなどを活用した新しい情報サービスのアイデア作品を

募る開発者向けコンテスト「Mash up Award 3rd」を本日より開催し、作品の募集を開始します。応

募期間は本日から 9 月 10 日までとなっており、審査の結果、優秀と認められた作品には賞金（最

優秀賞 100 万円ほか）および賞品が授与されます。 
第 3 回目となる今回のコンテストは、Mash up(注 1)ムーブメントの更なる発展に貢献すべく、本

コンテストの趣旨にご賛同いただいた 26 社の協力企業と共に、さらにスケールアップしたコンテス

トとなっています。また、リクルート提供のデベロッパー応援プロジェクト「つくるぶ」（注 2）や、サン

主催のリアルイベント「マッシュアップ・キャラバン（仮）」と連動した新たな試みも実施いたします。 
 

■Mash up Award 3rd実施要領 
本コンテストでは、リクルート、サンおよび 26 社の協力企業が提供するWeb API・プログラムコー

ド・開発ツール・ホスティングサービス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。 

 
応  募  条  件： 参加協力企業が提供する Web API を少なくとも 1 つ利用すること。 

(プログラムコード、開発ツール、ホスティングサービスの利用は必須条件で

はありません) なお、実施要領の詳細については、下記「Mash up Award 
3rd 公式ウェブページを併せてご参照ください。 

エントリー期間：  2007 年 6 月 27 日（水）18:00 ～ 2007 年 9 月 10 日（月）17:59 
表    彰    式： 2007 年 9 月 30 日（予定） 
賞          金： 最優秀賞・賞金 100 万円 

マッシュ賞・賞金 20 万円（アイデア性を重視した賞） 
アップ賞・賞金 20 万円（完成度を重視した賞） 
部門賞：賞金 5 万円（各社・各サービスごとの賞） 

 
 

 

 
【本件に関するお問い合わせ先】  

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 アプリケーションは、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それぞれが独立し

ており、複数のサービスを使って必要とする情報を取得するのは、まだ容易でないのが現状です。

こうした中、さまざまなサービス・プロバイダが自らのサービスを Web API として公開しており、他

のサービスとの連携を模索しています。 
 

Mash up は、独立したネットワーク上のサービスを有機的に結合させ、新しいネットワーク・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です。リクルートとサンでは、この Mash up 
ムーブメントのさらなる発展と開発者の活躍の場を拡大させるという趣旨のもと、2006 年より

「Mash up Award」を開催してきました。これまでのコンテストからは多くの有益な Mash up アプリ

ケーションが生まれ、Mash up という開発スタイルの認知度も確実に向上しています。 
 

コンテストの詳細については、下記ウェブページを併せてご覧下さい。 

Mash up Award 3rd 公式ウェブページ 

http://jp.sun.com/mashupaward

 

■協力企業様 26 社 一覧（順不同） 

アシアル株式会社    株式会社 EC ナビ 

イースト株式会社    ウノウ株式会社 

株式会社 NTT データ   株式会社カカクコム 

株式会社カヤック    株式会社きざしカンパニー 

株式会社ぐるなび    GMO アドネットワークス株式会社 

字幕 in 株式会社    Skype Technologies 

株式会社セールスフォース・ドットコム  株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 

チームラボ株式会社   株式会社テクノラティジャパン 

株式会社ドリコムジェネレーティッドメディア 日産自動車株式会社 

株式会社ベクター    フォートラベル株式会社 

富士ゼロックス株式会社   有限会社 Preferred Infrastructure 

株式会社 paperboy&co.   有限責任中間法人 Mozilla Japan 

楽天株式会社    株式会社レーベルゲート 

 

※参加協力企業の提供する Web API・プログラムコード・開発ツール・ホスティングサービスの一

覧は、Mash up Award 3rd 公式ウェブページに掲載します。 
 
注 1）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 API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。 

 

http://jp.sun.com/mashupaward


注２） デベロッパー応援プロジェクト「つくるぶ」概要 

リクルートは 2007 年 6 月 27 日よりデベロッパー応援プロジェクト「つくるぶ」をサービス開始致しま

す。その内容は以下の通りです。 

 

サービス内容： 

●情報交換・ディスカッション・チームビルディングを行う「コミュニケーション機能」 

●デベロッパーが運営するサービスを一般ユーザに届ける「ディストリビューション機能」（予定） 

●一般ユーザからの感謝・意見を開発者が受取る「フィードバック機能」（予定） など 

 

サービス対象：IT を駆使したサービスを「つくる」方々（開発者、プランナー、デザイナー等） 

詳細はこちらをご覧下さい。 デベロッパー応援プロジェクト「つくるぶ」 http://www.tkrb.jp/

 

■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： 4,875 億 68 百万円（平成 19 年 3 月期） 

従 業 員 数 ： 7,251 名（平成 19 年 4 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。  

 
       

http://www.tkrb.jp/


 
       

 

■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 、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。 

 

 


