プレスリリース
2022 年 11 月 16 日
一般社団法人日本クラウド産業協会

『第 16 回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 2022』
総務大臣賞及び各賞を発表

一般社団法人日本クラウド産業協会（略称：ＡＳＰＩＣ、東京都品川区西五反田、会長：河合輝欣）
は、総務省などのご後援により、日本国内で提供されている ASP・SaaS／IaaS・PaaS／IoT／AI のサービスを選
定し、『第16 回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 2022』において、総務大臣賞及び各部門のグランプリ等
を表彰いたしました。
各賞の決定にあたっては各分野の有識者から構成された審査委員会により審査を行い決定し、
この度、総務省をはじめとする後援団体、審査員等のご臨席をいただき下記により表彰式を開催
いたしました。
この IoT・AI・クラウドアワードにより、国内の IoT・AI・クラウド関連業界の活性化、市場創造、情
報基盤の確立、企業の生産性向上、さらに日本経済の発展に寄与するものと考えております。

＜ 記 ＞
１．表彰式
日時 ： 2022 年 11 月 16 日(水) 14：40～16：30
会場 ： 経団連会館 国際会議場 （千代田区大手町１－３－２）
２．受賞企業
受賞企業とサービス名 (資料 1)
３．その他
(１) 審査員一覧 (資料 2)
(２) 後援団体一覧 (資料 3)
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資料１ 受賞企業とサービス名
＜総務大臣賞＞
賞名

総務大臣賞

会社名
日本ソフト開発株式会社

＜社会業界特化系ASP・SaaS部門＞
賞名

サービス名
クラウド型遠隔監視制御サービス
SOFINET CLOUD

会社名

サービス概要
水環境分野におけるクラウド型トータルマネジメントサービスとして、パートナーシップを図りながら、
社会が抱える課題に向き合い、真に有益な価値を創造し豊かな未来社会の実現に挑戦し続け
ている。

サービス名

サービス概要
「O-PLUX」は、データサイエンスを活用した独自の審査ロジックによりネット通販における不正注
文をリアルタイムに検知し、クレジットカード不正、悪質転売、後払い未払い等の被害防止及び審
査業務の自動化を実現します。

総合グランプリ

かっこ株式会社

不正注文検知サービス「O-PLUX」

準グランプリ

株式会社 日立製作所

地中可視化サービス

本サービスは、実際の地下埋設物の位置等を独自に収集、データベース化・三次元可視化し、
上下水道、ガス、電気、通信などの道路占用事業者、設計事業者、施工会社等に対して、統
合的な地下埋設物情報を提供します。

準グランプリ

エクシードシステム株式会社

SalonAnswer

「SalonAnswer」は美容サロン専用のクラウドPOSサービスです。サロン業務に必要な予約管
理、顧客管理、売上管理、各種分析機能など各種機能を備えており、
iPad１台あればご利用いただけます。

準グランプリ

株式会社かんざし

かんざしクラウド

ベンチャーグランプリ

EMC Healthcare株式会社

ベビモニ

審査委員会賞

株式会社グッドフェローズ

施設向けチケット流通プラットフォーム
通じたチケット世界流通が可能。Webketサービス利用で、施設HPにWebチケットストア開設、
「Webket & チケットHUB」
無人販売可能。

経営改革貢献賞

ビーウィズ株式会社

ドコビジタ -宅配/訪問ラストワンマイル
う情報をメールやSMSでお客様に通知をすることに特化したアプリ。
アプリ-

経営改革貢献賞

株式会社いえらぶGROUP

いえらぶサイン

不動産業界に特化した電子契約サービスです。紙とハンコで行われてきた契約業務をオンラインで
完結させます。

経営改革貢献賞

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム「カミナシ」

工場や店舗で働くノンデスクワーカー向けに、作業記録や報告書等の現場管理業務を効率化す
るクラウドサービス。紙やエクセルで行われていた業務をノーコードによって現場主導でデジタル化
し、現場DXを実現します。

経営改革貢献賞

株式会社ココペリ

中小企業向け経営支援プラットフォー
全国の金融機関が連携、都道府県や金融機関の垣根を超えたビジネスのつながりを構築するこ
ムBig Advance
とで様々な経営課題の解決をお手伝いします。

先進技術賞

株式会社コア・クリエイトシステム

電子カルテシステム カルテMan・Go! 能が豊富にあり、お客様の声を聴きながら成長し続けているシステムです。

旅館・ホテルが、27の宿泊予約サイト（じゃらん、楽天トラベルなど）へ宿泊プランを一括操作で
きる業務効率化B2Bツール。作業時間88%カットの実績。Gotoトラベル、県民割でも活躍。
ベビモニは、天井にAI搭載カメラを設置するだけで利用可能な非接触型の午睡チェックシステムで
す。うつ伏せ検知と午睡チェック表の自動記録によって子どもの安全性向上と保育士の業務軽減
を実現します。
観光施設と各種販売チャネル・セラーを結ぶチケット流通プラットフォームサービス。海外OTA等を

ドコビジタは出張買取、デリバリー、引越しなど訪問スタッフが「今どこにいて、何時頃到着する」とい

Big Advanceは、中小企業の成長を支援するプラットフォームです。

大規模病院から診療所まで、幅広く導入されている電子カルテシステム「カルテ Man・Go!」。機

保育業界では保護者との信頼関係を深めるため画像を使った「保育の見える化」とSNSによる情
報発信が重要度を増しています。しかし、それに伴い個人情報漏洩リスクも高まってしまいます。
キャラメルは、クラウドに写真をアップロードするだけで、意図せず写真に写ってしまった個人情報等
を自動消去します。保育士さんはカンタンに安全な写真を取得出来るシステムです。キャラメルは
保育業界の過重労働、人員不足、DX推進の遅れの解消に寄与します。

先進技術賞

株式会社ビッツ

子供たちの個人情報を守る 「キャラメ
ル」

先進ビジネスモデル賞

メディカル・データ・ビジョン株式会社

PHR（パーソナルヘルスレコード）
サービス「カルテコ」

患者が医療機関を受診した際の診療記録（傷病名、検査結果、診療中に使われた薬、処方さ
れた薬、処置・手術など）や検査画像、健診結果をWeb上に保管し、ネット環境があればいつ
でもどこでも閲覧することができます。

サービス連携賞

株式会社グッドツリー

ケアプランデータ連携システム「ケアぽ
す」

「ケアぽす」は全国約１８万の居宅介護事業所が使える公共的なシステムである。介護事業
所間で紙やFAXで受け渡しされている書類を、「ケアぽす」を使うことにより、データで受け渡すこと
ができる。全介護事業所が使うことで、年間５００億円以上の経費削減効果が見込まれる。
弊社が完全無料で提供し、介護業界の人材不足と社会保障費膨張の課題解決に貢献したい
と考えている。

社会貢献賞

株式会社アクシス

クラウド型電子薬歴『Medixs（メディ 始した日本初*のクラウド型電子薬歴です。調剤薬局の業務に細やかに対応し機能追加を実
施。導入店舗数は日本最大級*で、全国の調剤薬局で利用されています。
クス）』

社会貢献賞

株式会社ジーウェイブ

公共施設予約システム「Openreaf」 ディアルライセンスで提供しています。OSS版は機能を簡素化し、ボランティアベースでの提供で

社会貢献賞

株式会社九州ソフタス

aHMS

在宅介護のIT化と情報共有をサポートする在宅医療介護連携システム。
口頭や紙ベースでの情報共有が一般的な地域介護における各業種間の情報共有をITで一本
化するためのシステムです。

働き方改革賞

株式会社メンタルヘルステクノロジーズ

産業医クラウド

従来産業医が行っていた業務を産業医のみが実施できる業務と保健師等の産業医以外の専門
家により実施できる業務に整理し、クラウドも活用して効率化することで企業のメンタルヘルスケア
コストの最適化を図るサービス

働き方改革賞

株式会社フーバーブレイン

Eye"247" Work Smart Cloud

「働き方」「勤怠管理」「業務分析」「情報漏洩対策」など多方面から経営課題を効率的に解決
いたします。テレワークでも安心な業務時間・業務内容の可視化分析、業務改善やセキュリティ
対策も可能となります。

働き方改革賞

株式会社NTTPCコミュニケーションズ

みまもりがじゅ丸 オフィスプラスプラン
（心的ストレス可視化サービス）

バイタルセンサーを活用し、心の変化を見える化し、社員の自律性の支援、新入社員などのチー
ムへのオンボーディングへの支援、体調不調者の早期発見など社員が生き生きと働く職場の支援
を行うサービス

ASPIC会長賞

株式会社ＹＴＣ・ＰＬＵＳ

spotlog

訪問マッサージのレセプト作成をラクにし、クラウドでカルテの管理ができるソフトです。スマホのGPS
を用いて、信憑性の高い記録を残します。訪問履歴からレセプトを自動作成するので、業務量が
1/2になります。

『Medixs（メディクス）』は、現場で働く薬剤師の声を元に開発された、2014年にサービスを開

自治体向け公共施設予約システムです。GPL v.3準拠のオープンソース版と独自サービス版の
す。

ASPIC会長賞

株式会社ヒューマンソリューションズ

スマセルフドットコム

奨励賞

株式会社tacoms

Camel

飲食店での注文をスタッフを呼ばなくてもタッチパネルやお客様のスマホから直接注文できるシステ
ムです。タッチパネルを利用して安価で簡単にセルフオーダーを導入することが出来るクラウド型の
システムです。 現在レジと紙で注文をとっている方や、飲食店を開業される方も、タッチパネルの高
画質な画面でおいしいお料理をアピールできます。インバウンド対策にもなります。
Camelでは、連携する全てのデリバリー・テイクアウトからの注文を1枚のタブレットで一括受注で
き、店舗業務が簡潔化・新しいデリバリーに出店時も業務が煩雑化せず、管理コスト削減・売り
上げ最大化が実現。
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＜基幹業務系ASP・SaaS部門＞
賞名

会社名

サービス名

サービス概要
従業員エンゲージメントを向上する、HRTech領域のクラウドサービスです。国内最大級のデータ
ベースを活用し、簡単なアンケート調査に回答するだけで組織状態を可視化。組織変革を支援
します。

総合グランプリ

株式会社リンクアンドモチベーション

モチベーションクラウド

準グランプリ

テックタッチ株式会社

ノーコードのガイド・ナビゲーションツール テムでも、誰でも簡単に、システム操作方法を理解し、目的や意図通りに使用することが可能で
「テックタッチ」
す。

準グランプリ

oVice株式会社

ｏＶｉｃｅ

自分のアバターを自由に動かし、相手のアバターに近づけることで簡単に話しかけられる2次元の
バーチャル空間です。

審査委員会賞

NTTコミュニケーションズ株式会社

BConnectionデジタルトレード

請求書をはじめとする企業間取引と、企業間取引に関わる業務を含めたデジタルトランスフォー
メーション(DX)を実現するサービスです。

審査委員会賞

株式会社ソリューション・アンド・テクノロ
ジー

WiMS/SaaS請求入金管理システム テムです。請求書発行の依頼処理および入金消込の業務を分散化し、債権管理業務の効率

経営改革貢献賞

アスクル株式会社(ソロエル株式会社)

間接材購買プラットフォーム
「SOLOEL」

経営改革貢献賞

株式会社ラフール

「個人が変われば、 組織が変わる」 の取り組み）を可視化・改善を行い、個人の行動変容を促進する、人的資本/ウェルビーイング
組織改善サーベイ『ラフールサーベイ』 経営支援ツールです。

「テックタッチ」は、誰でもITを使える世界を実現する、ガイド・ナビゲーションツールです。どんなシス

WiMS／SaaS請求入金管理システムは現場を含めた請求入金管理に対応するクラウド型シス
化に貢献します。

間接材購買を一つのプラットフォームで一元管理し、可視化するサービス。間接材の購買コストや
システムの管理コストの削減、煩雑な購買業務の効率化、内部統制・コンプライアンスを強化する
等の課題解決が可能です。
『ラフールサーベイ』はメンタルヘルス×テクノロジーを用いて、組織の課題、非財務情報（ESGへ

1on1naviは、OKRと1on1を中軸とした「パフォーマンスマネジメント」を支援するサービスです。
個人と組織のパフォーマンスを向上させるために、これまでの目標管理や評価制度の固定観念に
とらわれない新しいパフォーマンスマネジメントを実現します。HRテクノロジーを最大限に活用し、高
い意欲と豊富な気づきに満ちた環境を創り出します。

経営改革貢献賞

株式会社アジャイルHR

1on1navi

経営改革貢献賞

京セラコミュニケーションシステム株式会
Amoeba Pro
社

先進技術賞

株式会社コンシェルジュ

KUZEN

先進技術賞

株式会社ソニックガーデン

仮想オフィスRemotty

先進技術賞

株式会社ZENKIGEN

採用DXサービス「harutaka（ハルタ 化を実現します。動画解析AI機能を用いて、応募者の印象情報の定量化及び面接体験の向
カ）」
上をサポートします。

先進技術賞

カコムス株式会社

VRmillion(ヴァーミリオン)

ブラウザのみでメタバースを実現できるプラットフォーム『VRmillion』はアバター操作でのウォークス
ルーで「偶然の出会い」・「ワクワク感」を体感、Live配信・音声通話・グループチャット等 新たな
顧客体験をご提供します。

先進ビジネスモデル賞

ビルコム株式会社

PR Analyzer

テレビ、新聞、雑誌、WebとSNSを網羅するクラウド型PR効果測定ツール。広告換算費、リーチ
数、論調など9つの指標で広報による露出効果を可視化。データドリブンな広報活動を実現しま
す。

先進ビジネスモデル賞

ガリレオスコープ株式会社

オンラインイベントシステム GALIMO

リアルイベントの開催ノウハウを詰め込んだオンラインイベントシステム。会場の大きさ、背景、通話
テーブル、資料などのすべてのデザインと機能をカスタマイズでき、幅広い種類のイベントを実現可
能。

先進ビジネスモデル賞

bravesoft株式会社

eventos

先進ビジネスモデル賞

オープンアソシエイツ株式会社

RoboRoboコンプライアンスチェック

RoboRoboコンプライアンスチェックは、取引先や個人が法令を遵守していないか、企業倫理や
社会規範に反するような活動がないかを調査する反社チェックを、自動で行うことのできるクラウド
サービスです。

先進ビジネスモデル賞

株式会社JOE

JOEシリーズ（就業・給与）

業種・業態を問わず快適にご利用いただける、オーダーメイド型勤務管理・給与計算システムで
す。お客様毎の勤務体系・給与規程に柔軟に対応することで、使いやすく正確に、業務効率化
を実現します。

先進ビジネスモデル賞

株式会社 Sprocket

Sprocket

先進ビジネスモデル賞

株式会社バリューデザイン

バリューカード ASP サービス

サービス連携賞

株式会社TRUSTDOCK

eKYC本人確認サービス
「TRUSTDOCK（トラストドック）」

環境貢献賞

日本テレネット株式会社

インターネットFAX MOVFAX

インターネット上で利用できるFAX送受信サービスです。ユーザーごとに個別のIP電話番号が利用
でき、紙を使うことがなくなるため、業務のペーパーレス化推進やテレワーク導入時の課題を解決し
ます。

社会貢献賞

株式会社マネーフォワード

マネーフォワード クラウド契約

紙と電子の契約書を一元管理できる電子契約サービス。複数の電子契約サービスで締結された
各契約書を自動取り込めることで紙と電子の契約書が混在するいまの時代でも効率的な契約管
理を実現します。

社会貢献賞

株式会社デイアライブ

Web・デジタルマーケティング支援サー
多岐にわたるWeb・デジタル施策自ら推進できるようになるためのWeb・デジタルマーケティング支
ビス「SURGE」
援サービスです。

社会貢献賞

株式会社ディーエスブランド

おりこうブログHR

おりこうブログHRは、健康経営支援機能で従業員の健康維持と企業の健康経営の推進、人材
定着に貢献し、それらをホームページを使って情報発信することで、企業価値向上と人材獲得に
繋げていくソリューションです。

働き方改革賞

株式会社ジーシー

CALLTREE（コールツリー）

10年以上コールセンター運営をしているプロ集団が開発したクラウド型の顧客管理・コールシステ
ム。インターネット、PC、ヘッドセットのみで、最短翌日、1席から導入可能。導入200社、
4,000ID突破。

働き方改革賞

CLINKS株式会社

ZaiTark（ザイターク）

「Zaitark」は、“オフィスと変わらない環境”を追及したテレワークツール。テレワークでもメンバーの
様子が一目瞭然。ワンクリックで通話ができ、画面共有や大人数での会議も可能。労務管理も
サポート。

Amoeba Proは「柔軟性の高いレポート」や「独自性の高い会議運営支援機能」を通して、ア
メーバ経営やお客様の管理会計の実現・運用を支え、人、組織、会社の成長発展に貢献するク
ラウド型ソリューションです。
高性能AIチャットボットをノーコードで構築できるSaaSプラットフォームです。問い合わせ対応や
LINEを活用した 1 to 1 マーケティングなど々な場面でご活用頂いています。
Remottyは在宅勤務で失われがちな「人がいる存在感」「雑談」「声かけ」「他の人の声」「相
談」等の、オフィスで働いていた時に自然と行っていたコミュニケーションを実現するための仮想オフィ
スです。
harutaka」は、エントリーから面接までオンラインでの選考を可能とし、採用活動の効率化・高度

ノーコードでイベント専用WEB＆アプリが作れるイベントプラットフォームとなります。イベントに必要
な機能は全て搭載されており、リアル＆オンラインイベントを支援します。

CRO（Conversion Rate Optimization）プラットフォーム「Sprocket」の開発・販売・運
用、および導入サイトに最適な企画・施策を実施するコンサルティングを提供。
独自ブランドのSaaS型電子マネー「バリューカード ASP サービス」。キャンペーン提案・店舗オペ
レーション支援・資金決済法の制度対応までトータルで運用をサポートし売上アップと業務効率
化に貢献します。
TRUSTDOCKは、日本で唯一のKYC・本人確認の専門会社であり、取引や手続きをデジタル
化する時の「オンラインでの顧客確認」の課題を解決します。マイナンバーカードの公的個人認証
をはじめ、あらゆる業法に対応するKYCのAPI基盤サービスを提供します。

SURGEは地域や企業がWebサイトの制作進行・運用、SNS活用、広告配信、データ分析など
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formrunは、「フォームにまつわる非効率をなくし、コアな仕事に集中できる世界へ。」をミッションに
掲げ、formrun1つでフォーム作成から一次対応までが対応可能なフォーム作成管理サービスで
す。

ASPIC会長賞

株式会社ベーシック

ferret One

ASPIC会長賞

株式会社インプレス

iFUSION

ASPIC会長賞

株式会社Scene Live

List Navigator.

奨励賞

株式会社ロフタル

PigeonCloud(ピジョンクラウド)

奨励賞

株式会社Scale Cloud

KPIマネジメントプラットフォーム
「Scale Cloud」

奨励賞

株式会社Faber Company

「MIERUCA（ミエルカ）」

奨励賞

株式会社エフ・ビー・エス

クラウド版貿易管理システム
ePORTNeT

貿易管理に特化した販売管理システムで、輸出・輸入・国内向け業務を管理します。SaaS型で
のサービス提供で、ソフトウェアのインストールを行うことなくブラウザ経由で場所を選ぶことなく利用
可能です。

奨励賞

アルプ株式会社

Scalebase（スケールベース）

Scalebaseは、サブスクリプションビジネスにおける複雑な商品設計・契約・請求・決済等を一元
管理。オペレーションコストを削減し、ビジネスの自由度を上げることで収益最大化を実現します。

奨励賞

マーカーネット株式会社

学会バンク

管理やメンテナンスに手がかかるExcelデータを収集しながらデータベース化することで集計作業を
自動化します。既存のExcelをそのまま利用しますので、導入負荷も低い製品です。
List Navigator.は、電話アポイントの効率に課題を感じる企業を支援するシステムです。電話の
発信効率はもちろん、あらゆる情報を見える化し、企業における営業活動の最大化を実現しま
す。

株式会社ソフトアイ

shinkin AIラ－ニング

奨励賞

バルテス株式会社

Qbookアカデミー

奨励賞

NTTコム オンライン・マーケティング・ソ
リューション株式会社

ナビエクスプレス／電子帳票ソリュー
ション

賞名

会社名

KPIを活用したPDCAで、10xな事業成長を支援するKPIプラットフォームです。PDCAがうまく回
らない課題を、KPIで解決し、KPIをインフラ化することで、組織横断的なコラボレーションを促進。
人工知能を活用し開発したSEOプラットフォーム。コンテンツ制作・分析に加え、競合サイトを含む
パフォーマンス計測が可能。また、自律的に学べる学習コンテンツや個別コンサルの三位一体でデ
ジタルマーケティングを支援。

学会バンクは、日本で唯一の医学・薬学・歯学の学会の会員管理クラウドシステムであり、主な
利用対象は学会の所属会員と学会運営事務局で、学会の所属会員は複数学会のログインや
登録情報を一元管理できる。

奨励賞

＜支援業務系ASP・SaaS部門＞

社内のあらゆる情報を管理するデータベースをノーコードで構築可能。データに基づくワークフロー
機能やチャート、カレンダー機能も兼ね備え、ブラウザ上で一元管理できるクラウドツールです。

資格取得のためのeラーニング市場は、既に飽和状態にあり、また、学習した知識をどう実務で活
かすかが重要であると考え、弊社は信用金庫業界の人材育成支援に特化したeラーニングサービ
スを提供している。汎用的なeラーニングではなく、個別信用金庫の育成方針を理解し、個別信
用金庫独自の育成カリキュラムが構築できるようカスタマイズにも柔軟に対応するサービスを標準
化している。
ソフトウェアテストを学ぶことができる無料のeラーニングサービス。品質保証のプロが監修したコンテ
ンツで、品質課題を解消するスキルが身に付きます。業務で使えるテンプレートも配布しています。

サービス名

郵送でやり取りしていた、明細書・請求書・発注書等の帳票をWebから簡単に配信します。帳票
発送にかかっていた稼働・郵送コストの大幅ダウンを実現します。

サービス概要
パスワードレスでファイルを暗号化し、渡した後も開封状況などを追跡。特許技術でファイル自体を

総合グランプリ

デジタルアーツ株式会社

渡したファイルが”あとから”消せる、世 遠隔で削除することもできるファイルセキュリティソリューションです。
界ではじめてのIRM 『FinalCode』

準グランプリ

セイ・テクノロジーズ株式会社

サーバー設定仕様書自動生成サービ
(パラメーターシート)を3ステップで誰でも簡単に最短10分で生成できます。
ス「SSD-assistance」

準グランプリ

株式会社メディア4u

メディアSMS

ベンチャーグランプリ

DXYZ株式会社

顔認証プラットフォーム「FreeiD(フリー
証・決済）を繋ぐ顔認証プラットフォーム。多様な顔認証エンジンと連携し、1度の顔登録で様々
ド)」
な顔認証サービスを提供する。

審査委員会賞

NTTコム オンライン・マーケティング・ソ
リューション株式会社

空電プッシュ

空電プッシュは、SMS（ショートメッセージ）を一斉/個別に送信する法人向けサービスです。簡
単・確実に顧客とのコンタクトを実現します。

先進技術賞

株式会社JIRAN JAPAN

法人向けエンドポイントセキュリティ
「EXOセキュリティ」

IT専門の担当者がいなくても負担なく社内セキュリティを守ることができる「EXOセキュリティ」。情
報システム管理者が不在の企業でも、合理的な価格で基本に忠実なセキュリティが実現できる
法人向けエンドポイントセキュリティです。

先進技術賞

NTTコム オンライン・マーケティング・ソ
リューション株式会社

ビデオトーク

企業がお客さまの携帯電話番号にSMS送信するだけでビデオ通話が始められるビデオ通話ツー
ル。スマートフォンを持つすべてのお客様に対して、アプリインストールやアカウント登録などの事前準
備不要でビデオコミュニケーションが可能。

先進技術賞

株式会社メディア4u

VIDEO CONNECT

サービス連携賞

株式会社ラクス

メールディーラー

「メールディーラー」は、共有メールアドレスや メーリングリスト宛の送受信メールをステータスごとに
自動でタブに振り分け、利用者全員で対応状況を共有・管理できるクラウド型のメール管理シス
テムです。

サービス連携賞

株式会社インテック

ＩＤ認証サービス（認人）

「ID認証サービス」はIDaaSとして、複数SaaSの多要素によるID統合と認証、その管理を実現
します。ID統合は、Active Directoryとの連携を標準装備します。またもう１つのケースとして、
会員向けサイト等の認証機能も提供します。

サービス連携賞

株式会社コラボスタイル

コラボフロー

Webが使えれば誰でも簡単に作れ、修正できる、直感的な操作性のワークフローシステムです。
スマホでも利用でき、自宅や出先でも申請・承認を行えます。少人数から数千名規模まで様々
な企業様に導入いただけます。

環境貢献賞

富士ソフト株式会社

ペーパーレス会議システム
「moreNOTE」

資料をサーバーで一元管理し、PCやタブレットで閲覧・共有できるシステムです。会議や営業活
動など様々なビジネスシーンで資料の電子化を実現し、現在4,500社を超える企業にご利用い
ただいています。

社会貢献賞

株式会社サイバーセキュリティクラウド

クラウド型WAF『攻撃遮断くん』

クラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、外部からのサイバー攻撃を遮断し、個人情報漏洩、Webサ
イトの改ざん、Webサービス停止などから守るクラウド型のWebセキュリティサービスです。

社会貢献賞

アララ株式会社

アララ メッセージ

アララ メッセージはメール配信遅延や不達を改善するメール配信サービスです。メールを速く確実
に届けるために必要な機能を搭載し、エンジニアやマーケティングご担当者様の工数削減に貢献し
ます。

海外展開賞

使えるねっと株式会社

使えるファイル箱

使えるファイル箱は、信頼性とコストパフォーマンスに優れたクラウド型ファイル共有サービスです。
ユーザー数無制限で何人でも料金一律。中小企業のファイルの保管・共有に特化し、使いやすさ
で好評を得ています。

働き方改革賞

日本インフォメーション株式会社

スマートセッション

タブレット端末を使ったペーパーレス会議システム。紙の削減はもちろん準備する作業コストも削
減。2画面表示や通話機能を有しながら通信経路や登録資料の暗号化を実現した高性能・高
セキュリティな会議システム。

ITシステムの構築、納品、運用、調査などのシーンで必要不可欠なサーバーやPCの設定仕様書

携帯電話番号が判れば、確実に届くショートメッセージ（SMS）。これを法人向けに提供する
SMS送信サービスが「メディアSMS」です。非常に高い到達率により、「認証」「重要通知・連絡」
「リマインド」「督促」等に利用されております。
FreeiDは鍵や財布・スマホを持つことなく、手ぶらでリアルな世界でのあらゆる行動（入退・認
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「VIDEO CONNECT（ビデオコネクト）」はスマホの標準ブラウザで本格的なビデオ通話が可能
なサービスです。アプリインストールやアカウント作成などの手間なく、ビデオ通話が始められます。

働き方改革賞

NTTコミュニケーションズ株式会社

オンラインワークスペース「NeWork」

リアルより気軽に話しかけられるオンラインワークスペース。チームの様子が一目で分かる声かけしや
すいデザインと機能で、話かけづらさや孤独を感じるリモートコミュニケーションの課題を解決する
サービスです。

ASPIC会長賞

株式会社ヌーラボ

Backlog

Backlogはシンプルな操作性で、チームのコラボレーションを加速させるプロジェクト・タスク管理
ツールです。エンジニアやデザイナーはもちろん、営業やバックオフィスの方まで幅広く使われていま
す。

ASPIC会長賞

株式会社エフ・ディー・シー

スキル管理・アサイン管理支援ツール アサイン管理支援ツールです。
fapi

ASPIC会長賞

株式会社サイバーセキュリティクラウド

脆弱性情報収集・管理ツール
『SIDfm』

奨励賞

株式会社Stock

チームの情報を最も簡単に残せるツー
有だと面倒」という問題を解決します。非IT企業向けであり、これ以上なくシンプルで誰でも簡単
ル「Stock」
に使えます。

奨励賞

GVA TECH株式会社

GVA 法人登記

企業がオフィス移転や企業名変更、役員変更などを行う際に法務局に申請することが法律で義
務付けられていますが、この変更登記手続きに必要な書類を、オンラインで安く早く簡単に作成す
ることができるサービスです。

奨励賞

株式会社ナニワ計算センター

FindManager for SaaS

拾得物・遺失物管理がワンストップで行えるWebアプリケーション。iPad、PCに対応、改正遺失
物法にも準拠、情報・画像登録、返還処理、警察届出が可能。2021年からはAWS環境での
サービス提供も開始。

奨励賞

株式会社ベーシック

formrun

formrunは、「フォームにまつわる非効率をなくし、コアな仕事に集中できる世界へ。」をミッションに
掲げ、formrun1つでフォーム作成から一次対応までが対応可能なフォーム作成管理サービスで
す。

奨励賞

株式会社インテック

家電手帳

家電の管理、スマート家電のリモコン操作(音声操作)、取扱説明書の閲覧ができる家電活用ア
プリです。リモコンや取扱説明書をひとつのアプリにまとめることで、探す手間や片付けなどの雑事か
ら利用者を解放します。

奨励賞

バルテス株式会社

ソフトウェアテスト技術者試験 完全
攻略「テス友」

テスト技術者資格認定の勉強用アプリです。JSTQB（FL）、JCSQE（初級）に対応。オリジ
ナルの模試問題を400題以上掲載しております。Web版と、アプリ版（iOS, Android）を用意
しています。

奨励賞

NTTコム オンライン・マーケティング・ソ
リューション株式会社

モバイルウェブ

コンタクトセンター向けソリューションサービスです。お問合せのお客様を適切なチャネルへ誘導し自
己解決へ導き応答率を向上させる「ビジュアルIVR」お客様からのフィードバックを簡単に実現する
「Webフォーム（アンケート）」。コンタクトセンター業務のデジタル化を支援しDX化を推進。

エンジニアのスキル管理やプロジェクトのアサイン検討・管理に必要な諸機能を搭載した、スキル・

＜データ活用系ASP・SaaS部門＞
賞名

審査委員会賞

＜AI部門＞

賞名

Stockはチームの情報を最も簡単に残せるツールです。「チャットだと情報が流れていき、ファイル共

会社名

株式会社ROI

脆弱性情報を自動で収集し、その中から必要な情報を特定、影響度を評価し、対処方法を提
供することで、脆弱性情報収集にかかる工数を大幅に削減するツール。

サービス名
ファンくる

会社名

サービス概要
累計3,000社以上にご利用いただいている国内最大級の顧客満足度向上プラットフォームで
す。全国120万人の会員様に実際に店舗やご自宅でモニターとなっていただき、その体験と声を収
集して精緻に分析し企業様にフィードバックすることで、よりお客様の声を反映したサービスを構築し
ていただけます。

サービス名
Smart Data Platform Node-AI
（ノードエーアイ）

サービス概要
ノ-コードで直観的に時系列データ分析AIモデルの開発を行うことができる。関係者間のコミュニ
ケーションを容易にする機能を活用することで、プロジェクト全体の効率化も同時に実現可能。

総合グランプリ

NTTコミュニケーションズ株式会社

準グランプリ

京セラコミュニケーションシステム株式会 AI蔵書管理サポートサービス
社
「SHELF EYE」

準グランプリ

Arithmer株式会社

浸水AI

独自の高度AI技術で浸水被害を家屋ごとにセンチ単位でかつ数時間で高速に予測する技術を
実現しました。これを用いて、水害の事前予測（防災）と発災後の保険金の迅速な支払い
（迅速な復興に貢献）を可能としています。

準グランプリ

コニカミノルタ株式会社

FORXAI Imaging AI

FORXAI Imaging AIは画像を中心とした高速・高精度なAI処理の技術群です。
人行動・先端医療・検査の3つのカテゴリーに特化し、エッジデバイス側に低消費電力で高速なAI
機能を実装できます。

審査委員会賞

株式会社プラグ

パッケージデザインAI

経営改革貢献賞

NTTコミュニケーションズ株式会社

COTOHA Meeting Assist

対面型の社内会議から顧客向けのウェビナーまで、あらゆるシーンの音声をAIがテキスト化。わか
りやすいデザインと優れたAIの力で、議事録の成形から共有までの手間を削減。ハイブリッドワーク
の時代に即した業務効率化を実現！

経営改革貢献賞

株式会社テクノア

AI類似図面検索

AI類似図面検索は、AIの画像認識技術を利用して類似した図面（平面図）を、検索・抽出
するソフトウェアです。AIで図面管理を効率化し、検索工数の削減や見積精度の向上など見積
業務のDX推進を推進します。

先進技術賞

株式会社サイバーセキュリティクラウド

パブリッククラウドWAFの自動運用
サービス『WafCharm』

先進技術賞

FRAIM株式会社

LAWGUE

過去文書をアップロードするだけで自社ノウハウをデータベース化。AIによる様々な検索機能や、
既存ツールにはないアシスト機能を持ったクラウド上での編集により、従来の文書業務における非
効率な作業をなくします。

先進ビジネスモデル賞

Arithmer株式会社

風力AI

風力発電のナセル内部の設備を常時遠隔監視し、独自のAI画像解析システムを用いて異常の
予兆を捉えることで、火災等の発生を防ぐとともに、設備故障に伴うダウンタイムを大幅に削減しま
す。

先進ビジネスモデル賞

株式会社NTTドコモ

電話で認知力チェックサービス

ご本人、同僚、ご家族もその兆候に気付くことが難しい認知機能の低下を、電話により測定。本
サービスは、スマートフォンや固定電話から電話をかけ、数問の質問に回答するだけで簡単に認知
機能をチェックが出来る。

先進ビジネスモデル賞

株式会社Mobility Technologies

DRIVE CHART

働き方改革賞

株式会社ユビテック

Work Mate

バイタル情報をAI・データ活用し、従業員の安全を見守り、労災予防となる「危険予知」や、ヒト
の「行動変容」を起こすサービス。蓄積データを基に指標を拡充し、安全・健康の分野の課題解
決を支援。

ASPIC会長賞

株式会社コアコンセプト・テクノロジー

Orizuru

製造業・建設業のＤＸ開発基盤であるOrizuruは3Dモデル描画、解析技術、IoT技術により
製造現場の様々な状態をデータ化・可視化し、AIを活用して課題解決し、生産性の向上・業務
効率化を実現します。

本の背表紙画像をAIで解析・特定することで蔵書管理を支援するサービス。カメラで撮影した本
棚画像を独自開発AIが解析し、背表紙ごとに1冊ずつ書籍を特定することで管理業務の効率化
やサービス展開を行う。

パッケージデザインAIは、AIが自動でデザインの生成と評価を繰り返し、1時間で1,000案のデザ
インを作り、「消費者に好まれるパッケージデザイン」を開発するサービス。

パブリッククラウドのWAF自動運用サービス『WafCharm』はAIにより「WAF」のルール（シグネ
チャ）を自動で適用・調整するサービスです。機械学習を用いて最適なWAFルールを自動運用
するAIエンジン「WRAO※」（特許取得済み）を搭載しています。

AIドラレコにより運転を分析し、交通事故に繋がるリスクを可視化することで、事故の未然防止を
実現する法人向けサービス。自動車保険料等のコスト削減、業務効率化を目的に、業種を問わ
ず導入が進んでいる。
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＜IoT部門＞

賞名

会社名

サービス名

サービス概要

富士通株式会社

ロケーションプラットフォーム
EXBOARD for Office

無線電波や人感センサーなどのIoTデバイスを活用し、人や物の動き、場所の利用状況を収集・
蓄積・可視化する事で、Hybrid Workの浸透に伴い課題を解決し、企業の新しい働き方への
進化に貢献します。

NTTコミュニケーションズ株式会社

SDPF Managed IoT

お客さまのDXへの貢献およびSmart Worldの実現に向けて、シームレスなIoT環境を提供しま
す。

ベンチャーグランプリ

株式会社アクセルラボ

SpaceCore（スペースコア）

新築・既設、戸建て・集合を問わず設置できるスマートホームサービス。「スマートホーム機能」、
管理会社と居住者がチャットで話せる「リレーション機能」、「生活サービス機能」をワンアプリで提
供。

先進技術賞

コニカミノルタ株式会社

FORXAI IoT Platform

コニカミノルタが保有する３つの技術（ImagingAI，Edge Device，IoT Platform）を軸
に、パートナー様との連携によって、多様なソリューション群を形成する画像IoTのプラットフォームで
す。

先進ビジネスモデル賞

株式会社アーベルソフト

地域情報写真配信サービス『ビュー
ちゃんねる』

地域の水害（冠水・溢水・越水など）の可能性がある地点の電柱に取り付けた定点カメラより情
報を取得。専用ホームページから画像情報を提供。車両や人物には必要に応じて、AIによるマス
キング加工も可能。

先進ビジネスモデル賞

株式会社KDDIウェブコミュニケーション
農業IoT『てるちゃん』
ズ

環境貢献賞

株式会社ACCESS

エネルギーマネジメントソリューション
POWERGs®（パワージーズ）

需要家向けエネルギーマネジメントソリューションで、設置した直後からLTE回線に接続できるの
で、煩わしいネットワークの構築は不要で、ゲートウェイから管理アプリケーションまで、ワンストップ
でご提供します。

社会貢献賞

株式会社アルコ・イーエックス

ペイシェントウォッチャープラス

ペイシェントウォッチャープラスは、介護施設等で使用される見守りシステムです。ご利用24時間
見守り、動きがあれば音とアイコンでお知らせします。インターネットを使用しいつでもどこからでも見
守りを行えます。

働き方改革賞

株式会社ACCESS・株式会社村田製
JIGlet（ジグレット）
作所

働き方改革賞

センスウェイ株式会社

総合グランプリ
準グランプリ

＜IaaS・PaaS部門＞
賞名

審査委員会賞

＜運用部門＞

賞名

ASPIC会長賞

会社名

Worker Connect（ワーカーコネク
ト）

サービス名

一般社団法人企業間情報連携推進
NEXCHAINプラットフォームサービス
コンソーシアム

会社名
株式会社キャリアヴェイル

サービス名
CustomerStare for M365
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圃場の状況を監視して、異常があれば携帯電話へ通知する、かんたん・低価格な農業IoTサー
ビス。無駄な移動を減らして農作業を効率化するとともに、離れた場所から圃場の状況を確認で
きる安心感をご提供します。

JIGlet®（ジグレット）は、村田製作所とACCESSが共同開発した「現場の見える化・業務改
善支援ツール」です。誰でも簡単に、どこでも、すぐに使えるのが特長です。
製造・建設などの現場作業員が装着する腕時計型デバイスで、心拍数、皮膚温度、転倒情報
などのデータを計測し、IoT通信網と専用アプリケーションによって収集・可視化することで、作業現
場の安全管理を実現する。

サービス概要
最先端の情報技術で異業種間のデータ連携を実現し、新たなサービスを社会に実装する。その
ためのデータ連携プラットフォームとさまざまな企業が対等な立場で議論を交わしアイデアを生み出
す枠組みを提供。

サービス概要
CustomerStare M365は、Microsoft 365のログを自動で取込み、整形、レポート、アラート
まで行う、Microsoft 365の利用状況を見える化するクラウドサービスです。

資料2 審査員一覧
【ASP・SaaS部門】

（敬称略、順不同）

委嘱内容

氏名

会社名

審査員長

島田 達巳

東京都立科学技術大学

名誉教授

副審査員長

中村 太一

東京工科大学

名誉教授

審査員

福島 佑里絵

総務省情報流通行政局参事官付

主査

審査員

二神 拓也

愛知学院大学 総合政策学部 総合政策学科

専任講師

審査員

井堀 幹夫

東京大学高齢社会総合研究機構

客員研究員

審査員

鈴木 康修

東京商工会議所

課長

審査員

永野 浩介

一般財団法人マルチメディア振興センター

専務理事

審査員

藤本 正代

情報セキュリティ大学院大学

教授

審査員

吉本 明平

一般財団法人全国地域情報化推進協会

企画部 担当部長

審査員

影井 良貴

中央大学

講師

審査員

河合 輝欣

一般社団法人日本クラウド産業協会

会長

【AI/IoT/IaaS・PaaS/運用部門】

役職

（敬称略、順不同）

委嘱内容

氏名

会社名

審査員長

阪田 史郎

千葉大学

名誉教授

副審査員長

稲田 修一

早稲田大学

教授

審査員

福島 佑里絵

総務省情報流通行政局参事官付

主査

審査員

片桐 雅二

iU 情報経営イノベーション専門職大学

教授

審査員

松崎

一般財団法人マルチメディア振興センター

担当部長

審査員

大和 敏彦

一般社団法人日本クラウドセキュリティアライアンス

副会長

審査員

影井 良貴

中央大学

講師

審査員

河合 輝欣

一般社団法人日本クラウド産業協会

会長

薫
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役職

資料3 【ASPIC IoT･AI･クラウドアワード2022後援団体一覧】 （順不同）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

総務省
東京商工会議所
一般財団法人 マルチメディア振興センター
一般社団法人 千葉県商工会議所連合会
全国ソフトウェア協同組合連合会
一般財団法人 インターネット協会
一般社団法人 日本情報システム・ユーザ協会
一般社団法人 東京都情報産業協会
一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会
公益社団法人 千葉県情報サービス産業協会
公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会
一般社団法人 日本テレワーク協会
一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会
一般社団法人 ICT CONNECT21
一般社団法人 日本クラウドセキュリティアライアンス
一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人 熊本県情報サービス産業協会

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

一般社団法人日本クラウド産業協会（ＡＳＰＩＣ）
〒141-0031
東京都品川区西五反田７－３－１ たつみビル２Ｆ
ＴＥＬ：03－6662-6591 ・ ＦＡＸ：03－6662-6347
E-mail：aspic_award2022@aspicjapan.org ・ URL：https://www.aspicjapan.org
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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