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公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 
Web 広告研究会 

第２回 Web グランプリ開催！ 
 

“Web 社会”で、「目立った、役に立つ、新しい、楽しい、便利を創った」 ･･･  

そんな「サイト」と「人」を表彰します！ 

 
公益社団法人日本アドバタイザーズ協会Web広告研究会（所在地:東京都中央区銀座 代表幹事: 本

間 充（ほんま みつる））は、8月 4日(月)から第２回 Web グランプリ企業グランプリ部門（第 8回

企業ウェブ・グランプリ）の参加申込受付を開始しました。（http://award.wab.ne.jp/GP2014/） 

 
「Web グランプリ」とは、 

◆過去 10 回開催しこれまで多くの「Web 人」を輩出してきた Web クリエーション・アウォード 

◆過去 6 回開催し日本の企業ウェブサイトの発展に寄与してきた企業ウェブ・グランプリ 

この２つを統合し、デジタル社会の発展に貢献してきた「サイト」（企業グランプリ部門）と「人」

（Web 人部門）を表彰し、その労と研鑽を讃えるものです。 

 
インターネットがすみずみまで行き渡った現在、Web サイトは社会にとって欠かすことのでき

ないメディアになりました。特に、ソーシャルネットワークが大きな影響力を持つ昨今では、
さまざまな情報のソースとしても Web サイトの重要性がいっそう高まっており、多くの方々が
その運営に地道な努力を捧げています。 
この「Web グランプリ」は、Web サイトの健全な発展をめざすとともに、【Web 関係者の、Web

関係者による、Web 関係者のための賞】として優れた功績を残した企業および人物を顕彰し、そ
の労と成果を讃えることを趣旨としています。 
 
 

【企業グランプリ部門 開催概要】 
企業グランプリ部門は、日本の企業ウェブサイトの健全な発展をめざし、併せて企業ウェブに携わ
る関係者を顕彰し、その労と成果を讃える、Web 関係者の Web 関係者による Web 関係者のための賞で
す。 
 
（参加申込～選定） 

企業グランプリ部門は、企業の Web に携わる社員、関係者の投票によって決定します。 
したがって、応募申込みするだけでなく、応募各社にも審査委員となっていただきます。また、申
込み時に各サイトについて、「企業サイト賞」、「プロモーションサイト賞」、「スチューデント賞」い
ずれの応募か指定していただきます。「浅川賞」は応募全サイトが対象となりますので、指定する必
要はありません。 
 
ステップ 1 （お申込み） 

まずは「企業グランプリ部門の参加について」（http://award.wab.ne.jp/GP2014/）から「空メー
ル送信」ボタンを押し、自動返信メール記載の URL より参加登録フォームにアクセスしてください。 
参加登録フォームにて、必要事項を入力してください。その後、審査委員の登録をしていただきま
す。 
 
ステップ 2 （一次審査 審査・投票） 

参加申込み期間が終了すると、審査・投票が行われます。審査委員に登録されている方々は、参加
各サイトの詳細を閲覧しながら投票いただきます。 
※「浅川賞」、「スチューデント賞」の投票は行いません。 
 
ステップ 3 （二次審査 審査・投票） 



                    【Release】 
一次審査で得票の多かったサイトの中から上位 10 社程度を対象に二次審査を行います。 
 
ステップ 4 （結果発表） 

二次審査で得票の多かった Web サイト（各賞 2 サイト・計 4 サイト）と「浅川賞」、「スチューデン
ト賞」が発表されます。 
 
（参加費） 
1 社３サイトまで 50,000 円（1社あたり３サイトを超える応募はできません） 
 
（贈賞各賞） 
【企業サイト賞】自社の企業サイト、またはそれに付随するサイトを評価・表彰する賞です。 
 
【プロモーションサイト賞】自社の商品などを告知するブランドサイトや、キャンペーンプロモ

ーションなどで制作されたサイトを表彰する賞です。 
 
【浅川賞】浅川賞（アクセシビリティ賞）は IBM フェロー浅川智恵子氏にちなんで、第 4 回企業

ウェブ・グランプリ（2010 年）から新たに創設された賞です。 
 
【スチューデント賞】領域、分野を問わず企業が制作・運用しているサイトを、生まれた時から

インターネットやパソコンのある生活環境の中で育ってきた世代（学生）が評価・表彰する賞です。 
 
 

【Web 人部門 開催概要】 
Web 人部門の選考対象は「サイト」や「企業」ではなく、あくまでも「人」となります。Web 社会全
体への貢献に寄与した方、活躍した方を、その年の「Web 人（ウェブじん）」として称える賞です。 
 
（審査） 

下記の条件をひとつでも満たすサイトおよびプロジェクトに関わった人すべてが対象となります。 

①Web 社会で目立った人（話題性） 

②Web 社会で社会に役立った人（社会貢献性） 

③Web 社会で新しい事をした人（新規性・先進性） 

④Web 社会で楽しい事をした人（有用性・継続性） 

⑤Web 社会で便利な物を開発した人（利便性） 
上記の審査基準を基に、有識者、及び Web 広告研究会幹事会により審査を行い選出いたします。 
 
（贈賞各賞） 
【Web 人大賞】 
Web 社会で最も活躍された方に対して贈られる賞です。 
 
【Web 人賞】 
Web 社会に貢献した方に対して贈られる賞です。 
 
 

この件に関するお問合せ 
 

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 Web 広告研究会 
Web グランプリ事務局 受付時間：10：00～17：00＜平日のみ＞ 

TEL：03-6905-7013  e-mail：award-info@wab.ne.jp 
お問い合わせフォーム https://award.wab.ne.jp/inquiry.asp 

 
添付資料: 1.過去の受賞者・受賞サイト 2.Web 広告研究会について  
＊過去の受賞者の写真やロゴのデータをご用意しています。ご希望の方は事務局へお問合せください 

   ＊過去の受賞者への取材を希望される方は、事務局へお問合せください 
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【資料 1】 

 

第 1 回 Web グランプリ 受賞一覧  
 

 

Web 人部門 受賞者 

  氏名 内容 会社名 

Web 人大賞 森 勇一氏 
サッポロビール公式 

Facebook ページ 
サッポロビール株式会社 

Web 人貢献賞 鹿毛 康司氏 
エステー宣伝部ドットコム、

Twitter 
エステー株式会社 

Web 人賞 今田 素子氏 

ギズモード・ジャパン  

マイロハス、ライフハッカー日本

版、ルーミー 

株式会社メディアジーン 

Web 人賞 森田 雄氏 株式会社ツルカメ 株式会社ツルカメ 

Web 人賞 清水 誠氏 

「清水 誠」公式サイト 

サイトサーチアナリティクス、 

実 践 ★ SiteCatalyst 、 eVar7 -

SiteCatalyst ユーザー会 

アドビシステムズ株式会社

 

 

企業グランプリ部門 受賞サイト 
 
【企業サイト賞】 

  サイト名 会社名 

グランプリ 
中部国際空港セントレア 

http://www.centrair.jp/ 
中部国際空港株式会社 

優秀賞 
JAL Facebook ページ 

https://www.facebook.com/jal.japan 
日本航空株式会社 

優秀賞 
from 五大陸特別編「from 南極」 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/me/antarctica/ 
三菱電機株式会社 

 

【プロモーションサイト賞】 

  サイト 会社名 

グランプリ 
見上げるプロジェクト 

http://www.mitsubishi-motors.com/jp/events/star/ 
三菱自動車工業株式会社 

優秀賞 
トリスハニー 

http://honeymoment.jp/ 

サントリーホールディングス

株式会社 

優秀賞 
新抗体物語 

http://www.shin-koutai.jp/ 
協和発酵キリン株式会社 
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【浅川賞】 

 サイト 会社名 

グランプリ 
あしたの笑顔のために～防災・減災情報サイト～ 

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/protect/egao/index.html 

東京海上日動火災保険 

株式会社 

準 グ ラ ン プ リ 

料理がしたくな

るで賞 

エコうまレシピ 

http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/ecouma/ 
味の素株式会社 

準 グ ラ ン プ リ 

たどりつければ

楽トレしま賞 

ワコールボディブック 

http://www.bodybook.jp/ 
株式会社ワコール 

 

 

  【浅川賞優秀サイト】（50 音順） 

サイト 会社名 

エコうまレシピ 

http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/ecouma/ 
味の素株式会社 

キヤノンサポートサイト 修理のお問い合せ・お申込み 

http://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/index.cgi 

キヤノンマーケティング

ジャパン株式会社 

あしたの笑顔のために～防災・減災情報サイト～ 

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/protect/egao/index.html 

東京海上日動火災保険 

株式会社 

Windows for Students 

http://www.microsoft.com/ja-jp/student/Products/Windows/default.aspx 
日本マイクロソフト株式会社

富士ゼロックス公式サイト 

http://www.fujixerox.co.jp 
富士ゼロックス株式会社 

アウトランダー プレミアムツアラーズ 

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/outlander/special/premium-tourers/ 
三菱自動車工業株式会社 

三菱重工グラフ 

http://www.mhi.co.jp/discover/graph/index.html 
三菱重工業株式会社 

from 五大陸特別編「from 南極」 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/me/antarctica/ 
三菱電機株式会社 

歌で伝えよう、家族の絆『第 2回 家族の歌コンテスト』 

http://jp.yamaha.com/services/family-ensemble/event/family-song/ 
ヤマハ株式会社 

ワコールボディブック 

http://www.bodybook.jp/ 
株式会社ワコール 
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【スチューデント賞】 

 サイト 会社名 

グランプリ 
ＮＥＣキッズ・テクノロジー・ワールド 

http://jpn.nec.com/kids/index.html 
ＮＥＣ 

グランプリ 
マジョリカ・マジョルカ 

http://www.shiseido.co.jp/mj/index.html 
株式会社資生堂 

優秀賞 
JAL 企業サイト 

http://www.jal.com/ja/ 
日本航空株式会社 

 

【審査委員特別貢献賞】（社名 50 音順） 

 

◆瀧川 豊 氏 

三菱自動車工業株式会社 

 

◆手塚 久美子 氏 

日本マイクロソフト株式会社 

 

◆丸山 伸吾 氏 

富士フイルム株式会社 

 

 

Web クリエーション・アウォード受賞者一覧 

2012.9 

【第 10 回】  氏名 内容 会社名 

Web 人大賞 白井 明子氏 

ローソンクルー♪あきこち

ゃん、ローソン流、ソーシ

ャルメディアを集客、 販促

につなげる戦略とは 

株式会社ローソン 

Web 人 of the year 山崎 浩人氏 Drive Heart ネオ・アット・オグルヴィ株式会社 

Web 人貢献賞 加藤公一レオ氏 

売れるネット広告つくーる

ad:tech tokyo2011 特集 

“加藤公一レオ”の「広告

業界的ぶっちゃけ話」 

株式会社売れるネット広告社 

Web 人貢献賞 坂本龍一氏 SiteSakamoto.com Kab Inc. / Kab America Inc. 音楽家 

Web 人貢献賞 佐藤 俊介氏 
satisfaction 

guaranteed（Facebook）
SATISFACTION GUARANTEED PTE LTD CEO

気になる Web 人

で賞 

小野 亮（フロッグ

マン）氏 

菅井君と家族石 

鷹の爪.jp 
株式会社ディー・エル・イー 
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Web 人賞 
出口 治明氏/岩田 

慎一氏 

保有契約 10 万件記念サイ

ト、ライフネット生命×ウ

ェブクリエーター 

いのちのかぞえかた 

ライフネット生命保険株式会社 

Web 人賞 中村 大亮氏 

バスタイムキレイプロ

ジェクト（FB） 

バスタイムキレイプロ

ジェクト（mixi） 

RKK 女子駅伝 

ライオン株式会社 

Web 人賞 長谷川敦士氏 

特定非営利活動法人人

間中心設計推進機構 

情報アーキテクチャア

ソシエーション 

株式会社コンセント 

Web 人賞 舛田 淳氏 LINE NHN Japan 株式会社 

 

2011.9 

【第 9回】  氏名 内容 会社名 

Web 人大賞 山本 雅通氏 CLUB Panasonic パナソニック株式会社 

Web 人 of the year 平野 友康氏 

Twitter アカウント、

Facebook アカウント、

LiFECODE※ブログ 

株式会社デジタルステージ 

Web 人貢献賞 稲富 滋氏 企業 Web グランプリ 日本 IBM 株式会社 

Web 人貢献賞 小林 弘人氏 
小林様 Facebook アカウ

ント、 
株式会社インフォバーン 

Web 人賞 斉藤 徹氏 

In thelooop※ブログ、

Facebook ア カ ウ ン ト

Twitter アカウント 

株式会社ループス・コミュニケーション

ズ 

Web 人賞 中井 圭氏 
Wishry 

生シネスク 
NEC ビッグローブ株式会社 

Web 人賞 眞鍋 海里氏 今日の西郷どーん 株式会社 BBDO J WEST 

Web 人賞 村上 佳代氏 Web マーケッター瞳 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

 

2010.9 

【第 8回】  氏名 内容 会社名 

Web 人大賞 江端 浩人氏 コカ･コーラ パーク 日本コカ･コーラ株式会社 

Web 人 of the year 該当者なし   
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Web 人貢献賞 藤田 明久氏 
株式会社ディーツーコ

ミュニケーションズ 

株式会社ディーツーコミュニケーシ

ョンズ（2010 年 6 月当時）） 

Web 人貢献賞 安田 英久氏 Web 担当者 Forum 株式会社インプレスビジネスメディア 

気になる Web 人

で賞 
イカロス君 

イカロス君、イカロス専

門チャンネル 
宇宙航空研究開発機構 

Web 人賞 阿部 淳也氏 トラバター 株式会社ワンパク 

Web 人賞 鈴木 曜氏 マイミク GP、ラブドラ 富士重工業株式会社 

Web 人賞 藤川 真一氏 モバツイ 
マインドスコープ株式会社 

※旧 株式会社想創社 

 

2009.9 

【第 7回】  氏名 内容 会社名 

Web 人大賞 
石原洋子氏、 

小林恵氏 

サントリー公式ブログ

「サントリートピック

ス」 

サントリーホールディングス株式会

社 

Web 人 of the year 武富正人氏 東京 ad:tech2009 株式会社オリコム 

気になる Web 人で賞 林雄司氏 デイリーポータル Z ニフティ株式会社 

Web 人賞 赤星琢哉氏 読書メーター 株式会社トリスタ 

Web 人賞 石井ゆかり氏 筋トレ 個人 

Web 人賞 加藤隆志氏 ケータイ国盗り合戦 株式会社マピオン 

Web 人賞 長島純氏 Cam with me ソニーマーケティング株式会社 

Web 人賞 永田香澄氏 コマーシャライザー 
株式会社リクルート 

メディアテクノロジーラボ 

Web 人賞 林千晶氏 株式会社ロフトワーク 株式会社ロフトワーク 

Web 人賞 ヨシナガ氏 僕の見た秩序。 個人 

Web 人賞 米山徹幸氏 
2008 年インターネット

ＩＲ･ベスト企業賞 
株式会社大和総研 

 

2008.9 

【第 6回】  氏名 内容 会社名 

Web 人大賞 佐々木英彦氏 トヨタ自動車サイト他 株式会社トヨタ自動車 

Web 人大賞 坂和 敏氏 
Agile Media Network の

設立･運営 

アジャイルメディア･ネットワーク株

式会社 

Web 人 of the year 該当者なし   

Web 人賞 和田 一也氏 ニフティの戦略 ニフティ株式会社 

Web 人賞 皆川 卓也氏 顔ちぇき!の開発 ジェイマジック株式会社 

Web 人賞 篠原 稔和氏 
ユーザーインタフェー

ス関連活動 
ソシオメディア株式会社 
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Web 人賞 猪子 寿之氏 SAGOOL チームラボ株式会社 

Web 人賞 出馬 弘昭氏 ボブとアンジー 大阪ガス株式会社 

ユニット賞 
株式会社バスキュ

ールの皆様 

先進的 Web サイトの 

制作 
株式会社バスキュール 

 

2007.9 

【第 5回】  氏名 内容 会社名 

Web 人大賞 畑村匡章氏 モバゲータウン 株式会社ディー・エヌ・エー 

Web 人 of the year 上路健介氏 kikeru ツールバー 株式会社 IBC 岩手放送テレビ 

Web 人貢献賞 錦戸陽子氏 インターネット白書 株式会社インプレス R＆D 

Web 人賞 田中麻利夫氏 ラーメンデータベース スープレックス 

Web 人賞 和田亜希子氏 
アフィリエイト、ブログ

関連のコンサルティング
有限会社バードハウス 

Web 人賞 津田全泰氏 フォートラベル フォートラベル株式会社  

Web 人賞 赤松洋介氏 サイドフィード サイドフィード株式会社 

Web 人賞 大浜史太郎氏 girlswalker.com 株式会社ゼイヴェル  

Web 人賞 近藤弘忠氏 インターネット広告 ヤフー株式会社 

Web 人賞 家入一真氏 ロリポップ！ 株式会社 paperboy＆co. 

Web 人賞 藤崎実氏 極魔界村バイラル CM 株式会社読売広告社  

Web 人賞 土屋敏男氏 第 2日本テレビ 日本テレビ放送網株式会社 

ユニット賞 
The_Handshake 

Company 
The Handshake Company 

株式会社博報堂、株式会社東北新社、

イマジナティブ株式会社、マイクロソ

フト株式会社、株式会社博報堂 DY メ

ディアパートナーズ 

ユニット賞 ONEDARI BOYS ONEDARI BOYS  

 

2006.9 

【第４回】  氏名 内容 会社名 

Web 人大賞 大西啓介氏 NAVITIME 株式会社ナビタイムジャパン 

Web 人 of the year 阿部雅美氏 iza!（イザ！） 株式会社産経デジタル 

Web 人賞 清水孝治氏 Podcasting Juice ニフティ株式会社 

Web 人賞 松原淳氏 Brotherfood ブラザー工業株式会社 

Web 人賞 永沢和義氏 Blogpeople 
有限会社アイビィ・コミュニケーショ

ンズ 

Web 人賞 武井信也氏 MARSFLAG 株式会社マーズフラッグ 

Web 人賞 青野慶久氏 サイボウズ サイボウズ株式会社 
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Web 人賞 岡康之氏 
オキシライド有人飛行

プロジェクト 
松下電器産業株式会社 

Web 人賞 高橋 宏祐氏 富士通 Web アクセシビリティ 富士通株式会社 

Web 人賞 GR BLOG チーム GR BLOG 株式会社リコー 

 

2005.9 

【第３回】  氏名 内容 会社名 

Web 人大賞 近藤淳也氏 はてな 株式会社はてな 

Web 人 of the year 渡辺英輝氏 
P＆G アリエール「アイラブ困

ったさんコンテスト」など 

ビーコンコミュニケーションズ株式

会社 

Web 人賞 藤本恵理子氏 ウィルスの恐怖展 ニフティ株式会社 

Web 人賞 前田邦宏氏 関心空間 株式会社関心空間 

Web 人賞 芝田淳氏 探検キッズ 松下電器産業株式会社 

Web 人賞 太駄健司氏 インターネット広告のひみつ インターネット広告のひみつ管理者 

Web 人賞 浅川智恵子氏 
「aDesigner」等アクセ

シビリティ関連研究 
日本 IBM 株式会社 

Web 人賞 笠原健治氏 mixi 株式会社イーマーキュリー 

ユニット賞 
コーポレートブラ

ンド室メンバー 
暴君ハバネロ 株式会社東ハト 

学生賞 赤星琢哉氏 広告会議室  

 

2004.9 

【第２回】  氏名 内容 会社名 

Web 人大賞 高橋理氏 nike.jp 企画、運営 株式会社ナイキジャパン 

Web 人 of the year 平田大治氏 weblog の開発 シックス・アパート株式会社 

Web 人貢献賞 伊藤穣一氏 infoseek 株式会社ネオテニー 

Web 人貢献賞 深水英一郎氏 まぐまぐの創設 株式会社バーチャルクラスター 

Web 人特別賞 
ギョーム・ブラン

シャー氏 
wikipedia 日本語版 アークシステムワークス株式会社 

Web 人賞 木村剛氏 週間！木村剛 Kfi 株式会社 

Web 人賞 白澤勉氏 カップヌードルサイト 日清食品株式会社 

Web 人奨励賞 田中良和氏 GREE 開発・運営 GREE 開発運営者 

Web 人奨励賞 松原慈氏 HAPPY CITY assistant 代表 
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2003.9 

【第１回】  氏名 内容 会社名 

Web 人大賞 小川雅章氏 ネットで fire キリンビバレッジ株式会社 

Web 人貢献賞 井上雅博氏 Yahoo！Japan ヤフー株式会社 

Web 人創業賞 吉松徹郎氏 ＠cosme  株式会社アイスタイル 

Web 人特別賞 (故)山下憲治氏 INTERNET Watch 株式会社インプレス 

Web 人賞 杉原均氏 JAL e-style 日本航空株式会社 

Web 人賞 小川仁氏 ひかり壮 株式会社キャスティ 

Web 人賞 中村勇吾氏 MONO*crafts MONO*crafts 

Web 人賞 三牧義明氏 リクナビ 株式会社リクルート 

Web 人賞 瀧久雄氏 ぐるなび 株式会社ぐるなび 

Web 人奨励賞 小野裕子氏 GINZA STREET GINZA STREET 

Web 人奨励賞 宮谷大氏 brest.TV brest.TV 
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【資料 2】 

 

Ｗｅｂ広告研究会 について 

 

Web 広告研究会は、1999 年 4 月、（社）日本広告主協会ディジタルメディア委員会内の研究会を母体

として発足しました。 （注：日本広告主協会は現在、日本アドバタイザーズ協会に名称変更）業界

の枠を超えて Web 広告・マーケティングに取り組む全てのプレイヤーによる研究活動を行う場として、

インターネット上の広告展開における様々な課題について、広告主と関連企業・団体（広告会社、メ

ディアレップ、媒体社、調査会社、システム提供会社など）が共通の場で研究活動を行うことにより、

インターネット上の広告の健全な発展を促進することを目的としています。 

定期的なフォーラム・セミナーの開催のほか、各種広告手法の効果実証実験、企業サイトのプロデュ

ースの研究とその評価、個人情報保護問題への取り組み、ブロードバンド・モバイル環境の研究、 生

活者のメディア接触変化の研究などの幅広い活動を９の委員会と５つのプロジェクトで行っておりま

す。 

 

構成は以下のとおり 

＜委員会＞ 

・企業広報委員会 ・調査委員会 

・モバイル委員会 ・サイトマネジメント委員会 

・メディア委員会 ・West Web マーケティング委員会 

・ネット・プロモーション委員会 ・Big Data 研究委員会 

・ソーシャルメディア委員会  

 

＜プロジェクト＞ 

・Web グランプリプロジェクト ・東日本大震災・被災地支援プロジェクト 

・Web プロデューサー育成プロジェクト ・セミナープロジェクト 

・PR プロジェクト  

 

 

●会員社（2014 年 8 月 1日現在）377 社 

●代表幹事  本間 充（花王株式会社） 

●事務所 〒104-0061 東京都中央区銀座 3-10-7 銀座東和ビル８階 

●ホームページ http://www.wab.ne.jp/ 

 

 
 

 


