
【参考資料】 
受賞作品一覧 

最優秀賞 

作品名 Chamap（チャマップ） 作者 Kentaro 

URL http://chamap.net/ 

評価コメント デザインから効果音まで、本当に使って楽しい完成度の高い地図上でのチャットサー

ビスです。最初の 1 クリック目からまるでゲームのようで、新たな日本発でグローバル

に通用するインタフェース・デザインの可能性を感じさせるとともに、Mashup 作品とし

ての完成度の高さに審査員を唸らせた作品です。 

 

優秀賞  / Technology 賞 ( Sun Microsystems 賞)  

作品名 Newsgraphy 作者 浜本 階生 

URL http://newsgraphy.com/ 

評価コメント 地図のようにニュースの分布を俯瞰し、詳細の内容をみるという、新しい情報の 

見方を教えてくれる開発者のセンスを感じさせる非常に興味深い作品です。 

 

優秀賞 /  Business 賞 ( RECRUIT 賞) 

作品名 モバロケ 作者 クリエイトシステム 

URL http://mloc.jp 

評価コメント シンプルな携帯向け Mashup 付きホームページ作成サービスですが、PC でなく、 

携帯からの Internet アクセスが急激に増加するなか、本サービスはとても実用的 

かつ有望なサービスと言えます。携帯ユーザが急増するなか、携帯だけで始められる

サービスという点が高く評価されました。 

 

優秀賞 

作品名 emo[エモ] 

 - ブログを書いたら自分がわかった！ 

作者 株式会社クロスワープ 

URL http://blog-emotion.com/emo/ 

評価コメント ブログの内容からブログの顔を生成する思わず使いたくなるサービスです。Gadget と

してだけでなく、レポート機能や、他のブログとの関連づけなど、今後の発展性を 

感じさせる本格的な付属機能を持った Mashup 作品です。 

 

優秀賞 

作品名 MASHUP×CROSSWORD 作者 チームオクヤマ（奥山晋・岩瀬

智子/株式会社ザクラ） 

URL http://xword.zakura.jp/ 

評価コメント 色々な情報をクロスワードパズルにしようという発想と、その完成度の高さに驚か 

された作品です。審査中に審査員が思わずクロスワードをし始めてしまいました。 



審査員特別賞 

秋元裕樹審査員特別賞 

作品名 mimi-kaki 作者 mimi-kaki プロジェクト 

URL http://vdsfree.vdsapi.ne.jp/mimi-kaki/index.html 

猪子寿之審査員特別賞 

作品名 みんなの電車ツアーズ 作者 たんきゅうドットコム 

URL http://www.tankyu.com/train/ 

轟啓介審査員特別賞 

作品名 Map Mole News Network 作者 MMNN 

URL http://mmnn.sakura.ne.jp/ 

百合本安彦審査員特別賞 

作品名 腰帯.com 作者 腰帯ドットコム 

URL http://koshiobi.com/ 

 

特別賞 

特別賞 (Any Device 賞) 
作品名 AIR SANPO 作者 uranodai 

URL http://www.vimeo.com/1742059 

特別賞 (U-23 賞) 
作品名 超店舗検索 作者 超店舗検索 

URL http://mada.am 

特別賞 (User Interface 賞)  
作品名 EdBrowser (エドブラウザ) 作者 しかじろう 

URL http://d.hatena.ne.jp/re_shikajiro/20080913/1221334928 

特別賞 (Business Idea 賞) 
作品名 RCMS プラットフォーム&mixGroup 作者 株式会社ディバータ 

URL http://mixgroup.jp/ 

 

部門賞 

アシアル賞 
作品名 kokkai.in 作者 ｋｓｋ 

URL http://kokkai.in/ 

アドビ システムズ 賞 /  Ext Japan, LLC 賞 /  ぐるなび賞 
作品名  BanquetBrowser 作者 西岡拓人 

URL http://b-browser.com/ 

EC ナビ賞 /  ユーザーローカル賞 
作品名 クリックしないはず、たぶん 作者 オンラインブックマークの様なもの 

URL http://maybe.no-click.in 



イースト賞 /  サントリー賞 /  じゃらん賞 
作品名 みんなの電車ツアーズ 作者 たんきゅうドットコム 

URL http://www.tankyu.com/train/ 

ウェブキャリア賞 
作品名 にもじ 作者 junya108 

URL http://junya108.sakura.ne.jp/nimoji 

ウノウ賞 /  富士フイルム TRIPIT 賞 /  リクルート進学ネット賞 
作品名 ロケーション・メッセージングサービス   

「ここらっと」 

作者 ここらっとプロジェクト 

URL http://cocorat.com 

NTT データ賞 
作品名 tunebuzz 作者 山本大策（フィードパス株式会社） 

URL http://neupunk.net/tunebuzz/ 

沖電気工業賞 /  日産自動車賞 
作品名 Golazo MA4 - ココで何する？ 作者 Golazo MA4 team 

URL http://golazo.offtheball.jp/ 

きざしカンパニー賞 
作品名 御当地 作者 イサタン 

URL http://gotouchi.s298.xrea.com/ 

クウジット賞 
作品名 FaLLen (ファレン) 作者 SRE 

URL http://kousei-inc.com/fallen 

グーグル賞 
作品名 Genome Projector 作者 ゲノムプロジェクター 

URL http://www.g-language.org/GenomeProjector/ 

http://www.g-language.org/g3/ 

ゴーガ賞 /  ヤフー賞 
作品名 Cycle-Ring - みんなの自転車記録 作者 的場 一峰 

URL http://www.cyclering.com/ 

サイバーエージェント賞 /  テクノラティジャパン賞 
作品名 EdBrowser(エドブラウザ) 作者 しかじろう 

URL http://d.hatena.ne.jp/re_shikajiro/20080913/1221334928 

Skype 賞 
作品名 元気が出る電話！！ 作者 BM11（ぶっこみいれぶん） 

URL http://genkidenwa.kayac.com/ 

セールスフォース・ドットコム賞 /  メタデータ賞 
作品名 Salestractr 作者 stomita 

URL http://code.google.com/p/sfdc-ubiquity/ 



チームラボ サグール賞 
作品名 Prism（プリズム） 作者 SHOGUN JPN 

URL http://prismsearch.jp/ 

チームラボ wacca 賞 
作品名 フォカッチャ 作者 フォカッチャプロジェクト 

URL http://dividia.sakura.ne.jp/mashup4th/ 

Tokyo Art Beat 賞 /  ホットペッパー賞 
作品名 Binbo Date 作者 Binbo Date By 

UltraSuperNew Inc. 

URL http://binbodate.com 

ネットキューブ賞 
作品名 Cerium 作者 Meisho Lab. 

URL http://meisho-lab.net/cerium/ 

フォートラベル賞 /  富士フイルム 顔ラボ賞  
作品名 行きたい旅行の記念写真 作者 株式会社ドゥアイネット 湯川

栄太 

URL 入り口：http://www.dinss.jp/travelmashup/start.html  

本体：http://www.dinss.jp/travelmashup/travelumap.html 

富士ゼロックス賞 
作品名 英単語一括検索ツール Eilis(エイリス) 作者 yuta_3 

URL http://www.eilis.jp/ 

プリファードインフラストラクチャー賞 
作品名 carrim 作者 so31 

URL http://www.nlp.ie.niigata-u.ac.jp/~hosoya/carrim/ 

マイクロソフト賞 
作品名 [駅周辺・口コミグルメマップ]たべ☆すた 作者 kinokorori 

URL http://hiyoshisv.blogdns.com/tabesta/ 

ライブドア賞 /  ドコイク？賞 
作品名 総合イベント情報サイト「ことさが」 作者 ブライトリンク株式会社 

URL http://cotosaga.com/ 

楽天賞 
作品名 オシャレマスター 作者 まねきねこプロジェクト 

URL http://24th.jp/fashion/index_low.php 

ワクワクプラン賞 
作品名 駅の掲示板 作者 keiso 

URL http://m.kei3.com/ekibbs/ 

 


