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第1回
6

AT TT ア ワー ド

ATTT アワード(自動車通信技術賞)
自動車業界と通信業界の融合によって開発され、提供された賞品やサービスの中で、特に社会的な意義の大
きさや利便の向上につながったものを最優秀賞として表彰しました。

最優秀賞

本田技研工業株式会社

「インターナビ」

先進安全・環境技術部門
情報通信技術を用いて、安全・環境分野において革新的な取り組みとなった製品/サービスに授与しました。

優秀賞
優秀賞
ー」

ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社
「シティ・セーフティ(低速用衝突回避・軽減オートブレーキシステム)」
本田技研工業株式会社 「インターナビ防災情報/インターナビ・エコロジ

ビジネスイノベーション部門
通信を用いたソリューションで、自動車および自動車関連ビジネスにおいて、革新的な製品・サービスに授
与しました。

優秀賞
優秀賞

トヨタ自動車株式会社 販売物流管理システム 「SLIM」
ロータス九州株式会社/株式会社エムログ 「LOSSO-9/Eagle Catch」

プラットフォーム部門
情報通信技術を用いて、ITS もしくはテレマティクスなどの発展や新ビジネス創出に貢献したサービスもし
くはビジネスのプラットフォームを対象に授与しました。

優秀賞
優秀賞

シャープ株式会社/パイオニア株式会社 「フォトリモ＠ナビ」
マイクロソフト株式会社 「Windows Automotive」

カーライフコンテンツ部門
クルマの利用環境において、「楽しさ」「便利さ」などの向上に寄与したモバイルコンテンツやモバイルサー
ビスを主な対象として授与しました。

優秀賞
優秀賞

株式会社ナビタイムジャパン 「NAVITIME(ドライブサポーター)」
株式会社ユビークリンク 「全力案内」
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第２回

6

6

AT TT ア ワー ド

ATTT アワード(自動車通信技術賞)
自動車業界と通信業界の融合によって開発され、提供された賞品やサービスの中で、特に社会的な意義の大
きさや利便の向上につながったものを最優秀賞として表彰します。

最優秀賞

本田技研工業株式会社

「リンクアップフリー」

ATTT 企画委員会特別賞
今回の ATTT アワードにおいて、最後まで最優秀賞と勝るとも劣らないサービスであると認識し、特別に
ATTTT 企画委員会特別賞として設定します。

特別賞

トヨタ自動車株式会社・株式会社ユビークリンク
「smart G-BOOK
G-BOOK 全力案内ナビ」

先進安全・環境技術部門
情報通信技術を用いて、安全・環境分野において革新的な取り組みとなった製品／サービスに授与します。

富士重工業株式会社

「Eye Sight」

ビジネスイノベーション部門
通信を用いたソリューションで、自動車および自動車関連ビジネスにおいて、革新的な製品・サービスに授
与します。

優秀賞

パーク 24 株式会社

「タイムズプラス」

UI & デザイン部門
自動車および自動車関連ビジネスにおいて情報通信技術を用いた UI または UI デザインなどの製品・サービ
スへ授与します。

日産自動車株式会社

「ECO ペダル」

ナビゲーション＆コンテンツ部門
クルマの利用環境において「楽しさ」
「便利さ」などの向上に寄与したナビゲーションもしくはコンテンツサ
ービスを対象に授与します。

株式会社ナビタイムジャパン

「CAR NAVITIME」
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第３回

6

6

AT TT ア ワー ド

ATTT アワード(自動車通信技術賞)
自動車業界と通信業界の融合によって開発され、提供された賞品やサービスの中で、特に社会的な意義の大
きさや利便の向上につながったものを最優秀賞として表彰します。

最優秀賞

トヨタ自動車株式会社

「H2VManager」

先進安全・環境技術部門
情報通信技術を用いて、安全・環境分野において革新的な取り組みとなった製品／サービスに授与します。

優秀賞

トヨタ自動車株式会社

「H2VManager」

ビジネスイノベーション部門
通信を用いたソリューションで、自動車および自動車関連ビジネスにおいて、革新的な製品・サービスに授
与します。

優秀賞
優秀賞

株式会社カーセブンディベロプメント 「インスマートシステム」
パーク 24 株式会社
「Times PLUS カーシェアリング用車載装置＆取り付けシステム」

UI デザイン部門
自動車および自動車関連ビジネスにおいて情報通信技術を用いた UI または UI デザインなどをサービス提供
している企業を対象に授与します。

優秀賞

パイオニア株式会社
「AR ナビゲーション サイバーナビ（AVIC-VHO9CS / AVIC-ZHO9CS）」

ナビゲーション＆コンテンツ部門
クルマの利用環境において、「楽しさ」「便利さ」などの向上に寄与したナビゲーションもしくはサービスを
対象に授与します。

優秀賞

キャンバスマップル

「ことりっぷ」
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東日本大震災復興支援特別賞

AT TT ア ワー ド

東日本大震災から 1 年の節目に、この 1 年で被災地への復旧、復興支援に貢献した製品、サービスを対象に
授与します。

東日本大震災復興支援特別賞

本田技研工業株式会社
「東日本大震災での取り組み「通行実績情報マップ」

モバイル IT アワード
Mobile IT Award で募集する 7 部門の中から最も優れた製品、あるいは先進的な技術、サービスを選出する
特別賞。今回は残念ながら該当者はなしという結果になりました。

ベストイノベーション賞

該当者なし

モバイル IT アワード

アプリ部門

多岐にわたる技術開発や製品販促が進むアプリ市場において、先端的かつ画期的なスマートフォン・タブレ
ット PC 向けアプリを選出し授与します。

優秀賞
優秀賞

ライフツービッツ株式会社 「On Say」
株式会社ビーワークス 「おさわり探偵なめこ栽培キット」

モバイル IT アワード

コンテンツ部門

スマートデバイス向けの音楽・映像配信、電子書籍など、
「ライフスタイル」の向上に寄与したコンテンツ・
サービスを対象に寄与します。

優秀賞

株式会社 radiko

モバイル IT アワード

「radiko.jp」

ハードウェア部門

スマートデバイスの進化を支えるデバイスや通信モジュールを内蔵した革新的なプロダクトを対象に授与し
ます。

優秀賞
特別賞

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 「PlayStation Vita」
日本通信株式会社 「SIM ビジネス」

モバイル IT アワード

プラットフォーム部門
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AT TT ア ワー ド

モバイルと連携したクラウドサービスやスマートデバイスのコンテンツ・アプリの流通を促進する販売店な
ど、モバイル IT 業界の発展に寄与した企業やサービスを対象に授与します。

優秀賞
特別賞

株式会社 NTT ドコモ 「d メニュー」
株式会社ユビキタスエンターテインメント 「enchant.js」

モバイル IT アワード

ビジネスソリューション部門

法人市場において、スマートデバイスを活用した革新的なサービスやソリューションを提供している企業お
よび部門を対象に授与します。

優秀賞

株式会社 NTT ドコモ
株式会社いろどり 「葉っぱビジネス」
優秀賞 Shamrock Records 株式会社 「Stagenote」

モバイル IT アワード

モバイル IT インフラ部門

震災向け移動基地局､基地局設備や非常用の設備機器、テクノロジー、サービスなどモバイル IT インフラを
支える技術やインフラ構築において革新的な取り組みやサービス、製品を提供している企業および部門を対
象に授与します。

優秀賞

日本電業工作株式会社 「景観アンテナ」

モバイル IT アワード

パブリック（公共福祉）部門

シルバー世代を支えるモバイル IT 技術をはじめとして、医療、介護や教育環境を含めた公共施設において、
スマートデバイスを活用した革新的な取り組みやサービスを提供している企業やこれらのサービスを導入し
ている企業・団体を対象に授与します。

優秀賞

千葉県立袖ヶ浦高等学校

モバイル IT アワード

＜特別部門＞キャリア特別賞

通信キャリアによる、本年度一押しと思われる製品、コンテンツなどを選出していただきます。

NTT ドコモ賞 株式会社エクシング 「タッチ！うごくうたえほん」
KDDI 賞 ゲームロフト株式会社 「レッツ！ゴルフ２ＨＤ」
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モバイル IT アワード

AT TT ア ワー ド

＜特別部門＞アプリソムリエ賞

アプリソムリエ３名より選出されたる特別賞。アプリソムリエ３名より、それぞれが実際に利用したアプリ、
コンテンツより選出します。

アプリソムリエ賞（石井 寛子）
VOGUE JAPAN（コンデナスト・パブリケーションズ・ジャパン）
「VOGUE Traveller KYOTO」
アプリソムリエ賞（TOMO） 株式会社ディーツー コミュニケーションズ 「関ヶ
原演義」
アプリソムリエ賞（長谷川 麻衣） 株式会社ユーマインド 「ヒトメボ」

モバイル IT アワード

＜特別部門＞東日本大震災復興支援特別賞

東日本大震災から１年の節目に、この１年で被災地への復旧、復興支援に貢献した製品、サービスを対象に
授与します。

東日本大震災復興支援特別賞 アンリツ株式会社
「MT9090A ファイバメンテナンステスタ」
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第４回

6

6

AT TT ア ワー ド

最優秀賞
自動車業界と通信業界の融合によって開発され、提供された賞品やサービスの中で、特に社会的な意義の大
きさや利便の向上につながったものを最優秀賞として表彰。

最優秀賞

日本交通株式会社 「日本交通タクシー配車アプリ」

先進安全・環境技術部門
情報通信技術を用いて、安全・環境分野において革新的な取り組みとなった製品／サービスに授与。

優秀賞
優秀賞

スズキ株式会社 「エネチャージ」
ダイハツ工業株式会社 「スマートアシスト」

ビジネスイノベーション部門
スマートイノ法人市場において、IT を活用した革新的サービスやソリューションを提供している企業および
部門を対象に授与。

優秀賞
ン」

株式会社ナビタイムジャパン 「ビジネスナビタイム動態管理ソリューショ

UI&UI デザイン部門
スマートイノベーション分野において、通信技術を用いた UI または UI デザインなどを提供している企業を
対象に授与。

優秀賞

株式会社 NTT ドコモ
「自動車向け音声意図解析技術 ドライブネット＋しゃべってコンシェル」

ナビゲーション＆クラウドサービス部門
クルマの利用環境、生活、ビジネスシーンにおいて、
「ワクワク」
「快適さ」
「便利さ」などの向上に寄与した
ナビゲーションやクラウドサービスを対象に授与。

優秀賞
優秀賞

本田技研工業株式会社
「ディスプレイオーディオ＋インターホンナビポケット」
インクリメント P 株式会社 「MapFan eye」
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コンテンツアプリ部門

6

AT TT ア ワー ド

多岐にわたる技術開発や製品販促が進アプリ市場において、先進的かつ画期的なスマートフォン・タブレッ
ト PC 向けアプリやコンテンツを対象に授与。

優秀賞
優秀賞

au 損害保険株式会社 「スマホ・タブレットから簡単入れる自動車保険」
マツダ株式会社 「CARPTURE FOR DRIVERS」

プロダクト＆ハードウェア部門
モバイルモビリティの進化を支えるデバイスや通信モジュールを内蔵した革新的なプロダクトを対象に授与。

優秀賞
優秀賞

KDDI 株式会社 「INFOBAR」
クラリオン株式会社 「01DRIVE」

防災ソリューション部門
防災や減災に対し、IT を活用したサービスや技術を提携している企業団体を対象に授与。

優秀賞
優秀賞

グーグル株式会社 「Google Crisis Response」
Twitter Japan 株式会社 「ライフラインアカウント検索」

特別賞（イノベートチャレンジ）
特別賞

トヨタ自動車株式会社 「Smart INSECT（スマート・インセクト）」

6

第５回

6

6

AT TT ア ワー ド

最優秀賞
自動車業界と通信業界の融合によって開発され、提供された賞品やサービスの中で、特に社会的な意義の大
きさや利便の向上につながったものを最優秀賞として表彰。

最優秀賞

本田技研工業株式会社 「SAFETY MAP」

先進安全・環境技術部門
情報通信技術を用いて、安全・環境分野において革新的な取り組みとなった製品／サービスに授与。

優秀賞

ボルボ・カー・ジャパン株式会社 「ボルボ V40 歩行者エアバッグ」

ビジネスソリューション部門
法人市場において、IT を活用した革新的サービスやソリューションを提供している企業および部門を対象に
授与。

優秀賞

トヨタ自動車株式会社 「次世代 e-CRB」

UI&UI デザイン部門
スマートイノベーション分野において、通信技術を用いた UI または UI デザインなどを提供している企業を
対象に授与。

優秀賞

該当なし

ナビゲーション＆クラウドサービス部門
クルマの利用環境、生活、ビジネスシーンにおいて、
「ワクワク」
「快適さ」
「便利さ」などの向上に寄与した
ナビゲーションやクラウドサービスを対象に授与。

優秀賞

スマートバリュー株式会社

「CiEMS Navi」
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AT TT ア ワー ド

コンテンツアプリ部門
多岐にわたる技術開発や製品販促が進アプリ市場において、先進的かつ画期的なスマートフォン・タブレッ
ト PC 向けアプリやコンテンツを対象に授与。

優秀賞
ブ」

株式会社ゼンリンデータコム／株式会社クロスフェーダー

「漫画ドライ

プロダクト＆ハードウェア部門
モバイル・モビリティの進化を支えるデバイスや通信モジュールを内蔵した革新的なプロダクトを対象に授
与。

優秀賞

ビー・エム・ダブリュー株式会社

「BMW コネクテッド・ドライブ」

防災ソリューション部門
防災や減災に対し、IT を活用したサービスや技術を提携している企業団体を対象に授与。

優秀賞

本田技研工業株式会社

「ホワイトアウト予測情報」
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第６回

6

6

AT TT ア ワー ド

最優秀賞
ATTT アワードの主旨を鑑み、本年度最も優れた商品・サービスに授与する。

最優秀賞

テスラモーターズ

「MODEL S」

特別功労賞
今年、新設した特別功労賞は、自動車の IT 化、テレマティクスの進展に貢献が大きかった個人に授与する。

特別功労賞

今井武

氏

先進安全・環境技術部門
情報通信技術を用いて、安全・環境分野において革新的な取り組みとなった製品／サービスに授与。今回２
社が受賞。

優秀賞
優秀賞

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 「スマイリングロード」
メルセデス・ベンツ日本株式会社 「Intelligent drive」

ナビゲーション部門
移動の快適性の向上に加え「楽しさ」や「便利さ」などの向上に寄与したナビゲーションを対象に授与する。

優秀賞

ヤフー株式会社

「Yahoo!カーナビ」

コンテンツ部門
交通関連のアプリ市場において、先進的かつ画期的なスマートフォン・タブレット向けアプリを対象に授与
する。

優秀賞

Uber Japan 株式会社

「Uber」

防災ソリューション部門
防災や減災に対し、IT を活用したサービスや技術を提携している企業団体を対象に授与。

優秀賞

逃げ地図プロジェクト

「逃げ地図」
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第７回
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6

AT TT ア ワー ド

最優秀賞
ATTT アワードの主旨を鑑み、本年度最も優れた商品・サービスに授与する。

メルセデス・ベンツ日本株式会社

「Intelligent Drive」

特別賞
特別賞は、自動車の IT 化、テレマティクスの進展に貢献が大きかった企業、団体に授与します。

株式会社ソラコム

「IoT 通信プラットフォーム」

先進安全・環境技術部門
情報通信技術を用いて、安全・環境分野において革新的な取り組みとなった製品／サービスに授与。

ボルボ・カー・ジャパン

「XC90」

自動運転/AI 部門
自動運転の実現に寄与する機能や技術をはじめ、自動車の高度な進化を推進させる AI 関連技術などを対象に
授与します。

NVIDIA

「DRIVE PX」

コンテンツ・サービス部門
交通関連のアプリ市場において、先進的かつ画期的なスマートフォン・タブレット PC 向けアプリを対象に
授与します。

株式会社ナビタイムジャパン

「カーナビタイム／ナビタイムマイレージ」

社会ソリューション部門
高齢化、過疎化などの社会的な課題に対し IT を活用したサービスや技術などのソリューションを提供してい
る企業、および団体を対象に授与します。

東日本旅客鉄道株式会社

「JR 東日本アプリ」

