報道関係各位
２０１４－４－２１
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（ＭＣＰＣ）

「ＭＣＰＣ ａｗａｒｄ 2014」 総務大臣賞決定のお知らせ
モバイルコンピューティング導入で成果を上げている矢崎エナジーシステム(株)が
グランプリに決定し、総務大臣賞が授与されました。
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）では 2003 年以降毎年、「MCPC award」 を開催し、
モバイルシステムの導入により「業務効率化」、「業績向上」、「顧客満足度向上」、「社会貢献の推進」、「先進
的なモバイル活用」等の成果を上げた事例を顕彰し、モバイルシステムの更なる普及促進を図っています。
今年は１２回目の年となります。
グランプリ候補（4 事例）につき、4 月 18 日に開催された「MCPC award 2014」で説明が行われ最終審査の結
果、グランプリ、モバイルテクノロジー賞、モバイルビジネス賞、モバイルパブリック賞、モバイル中小企業賞が
決定いたしました。併せて特別賞および奨励賞の各賞も決定いたしましたのでお知らせいたします。
加えて、2008 年（5 回目）より創設された総務大臣賞は、グランプリ受賞者である矢崎エナジーシステム(株)
様に対し、総務省より授与されました。
なお、プロバイダー部門のグランプリ・最優秀プロダクト賞には(株)東芝様に決定いたしました。

【ＭＣＰＣ award 2014 選定結果】（敬称略）
【ユーザー部門】

●ＭＣＰＣ award 2014 総務大臣賞
●ＭＣＰＣ award 2014 グランプリならびにモバイルテクノロジー賞
・矢崎エナジーシステム(株) ［静岡県島田市］
「商用車クラウドサービス ＥＳＴＲＡ‐Ｗｅｂ」

●ＭＣＰＣ award 2014 モバイルビジネス賞
・(株)資生堂 ［東京都中央区］
「ビューティー・タブレット

Beauty Tablet」

●ＭＣＰＣ award 2014 モバイル中小企業賞
・東京都飲食業生活衛生同業組合 ［東京都中央区］
「iPad による鮮魚仕入システム」

●ＭＣＰＣ award 2014 モバイルパブリック賞
・芽室町農業協同組合（ＪＡめむろ） ［北海道河西郡］
「Good Timing 【農産物収穫適期支援システム】」

●特別賞 （5 事例） （50 音順）
＜モバイルクラウド特別賞＞
・山口道場門前商店街振興組合

［山口県山口市］

「山口アーケード商店街に驚きと感動を」
＜モバイル M2M 特別賞＞
・日本貨物鉄道(株)

［東京都渋谷区］

「IT-FRENS&TRACE システム」

・au 損害保険(株) ［東京都渋谷区］
「自転車の日」
・田実興産(株)

［東京都墨田区］

「スマート サービスステーション」
・日本医科大学千葉北総病院 救命救急センター

［千葉県印西市］

「救急現場活動モバイル動画伝送システム」

●奨励賞（8 事例） （50 音順）
・秋田市役所 ［秋田県秋田市］ 「秋田市道路除排雪車両運行管理システム」
・川崎市上下水道局 ［神奈川県川崎市］ 「スマートフォンを利用した 水道検針等業務シス
テム」
・埼玉県都市整備部 都市計画課 ［埼玉県さいたま市］ 「バス coi」
・(株)山陰合同銀行 ［島根県松江市］ 「地域電子マネー「ごうぎんデュプリ」」
・ (株)デンソー ［愛知県刈谷市］ 「MIKAWAP(みかわっぷ）」
・東信水産(株) ［東京都杉並区］ 「FishOrder」
・成田国際空港(株) ［千葉県成田市］ 「成田コンシェル NariCo powered by しゃべってコンシ
ェル」
・(株)みずほ銀行 ［東京都千代田区］ 「モバイルを活用したスマート受付システム」

【プロバイダー部門】
●グランプリ・最優秀プロダクト賞
・(株)東芝

［東京都港区］ 「TransferJet 対応 USB アダプタ」

●優秀プロダクト賞（13 プロダクト）（50 音順）

・(株)インタラクティブソリューションズ ［東京都文京区］
「Interactive-Pro（インタラクティブプロ）」

・エス・アンド・アイ(株) ［東京都中央区］
「uniConnect 3」
・(株)ＮＴＴドコモ・日本電気(株) ［東京都千代田区］
「ペットフィット」

・ＫＤＤＩ(株)・両備グループ((株)リオス）

［東京都千代田区］

「地域活性化のためのリアルタイム情報配信プラットホーム」
・スキルアップジャパン(株)

［東京都渋谷区］

「けあふる君」
・ＢｉｚＭｏｂｉｌｅ(株)

［東京都中央区］

「ＭＤＭクラウドサービス 『BizMobile』」
・富士通(株)

［東京都港区］

「ARROWS Tab Q704/H」
・(株)富士データシステム

［静岡県静岡市］

「高齢者介護施設向け記録管理システム「ちょうじゅ」」
・Ｍｏｂｉｌｅ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｃｏ.,Ｌｔｄ

［東京都千代田区］

「SMS 一斉連絡サービス Global SMS Broadcasting Service」
・リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ(株)
「SMART」
・レッドフォックス(株)

［東京都新宿区］

「GPS Punch!」
＜モバイルクラウド特別賞＞

・(株)イーエスケイ

［千葉県木更津市］

「畑らく日記」
＜モバイルセキュリティ特別賞＞
・ワンビ(株)

［東京都渋谷区］

「TRUST DELETE Biz（トラストデリート ビズ）」

［東京都港区］

最終審査 ４事例
（１）矢崎エナジーシステム(株) ［静岡県島田市］グランプリならびにモバイルテクノロジー賞
システム名称
主な用途
導入規模
システム概要

商用車クラウドサービス
ＥＳＴＲＡ－Ｗｅｂ（エストラ・ウェブ）
商用車の安全、省エネを軸とした予防安全やオンライン決済
61,000 台（2014 年 3 月現在）
1960 年 国内初のタコグラフを製造以来、半世紀にわたって、
トラック・バス・タクシーなど、商用車の安全と省エネの実現に
尽力。更に 1999 年に国内初のデジタルタコグラフを開発し、自ら
デジタル時代の扉を開き、現在 6 割のシェアを持つ。危険兆候や、
画像認識など独自のセンシング技術により様々な予防安全機能を
独自開発。モバイルとの連動により、他社にない究極の予防安全
システムを構築し、ドライブレコーダー等へ商品展開している。

（２）株式会社 資生堂 ［東京都中央区］ モバイルビジネス賞

システム名称

ビューティー タブレット Beauty Tablet

主な用途
導入規模
システム概要

業務支援・店頭活動強化
11,000 台
弊社では 2013 年 6 月より国内でお客さまと接するビューテ
ィーコンサルタント（BC）など約 11,000 人にタブレット型
情報端末「Beauty Tablet」を提供し、新コミュニケーション
基盤「Bureau」や各種の美容応対ソフトを導入しました。こ
の取り組みは、当社の強みである美容コンサルティング力の
さらなる強化、リアル店舗の現場力アップ、事業 TCO の削減
を実現し、さらなる中長期成長の礎となるものです。

（３）東京都飲食業生活衛生同業組合 ［東京都中央区］ モバイル中小企業賞
システム名称

iPad による鮮魚仕入システム

主な用途
導入規模
システム概要

iPad 活用しテレビ電話での鮮魚仕入
東京都飲食店 30 店舗～100 店舗
① 遠隔地の水揚げされたばかりの鮮魚を東京の飲食店が
iPad の代表的なアプリ「facetime」を使いテレビ電話上
で仕入、購入を行う。
② 鮮 魚 仕 入 を 行 う た め の 予 約 シ ス テ ム と し て 「 Google
Drive」を活用。

（４）芽室町農業協同組合（ＪＡめむろ） ［北海道河西郡］ モバイルパブリック賞
システム名称

Good Timing【農産物収穫適期支援システム】

主な用途
導入規模
システム概要

フィールド業務支援
９集団（約３３０名）
Good Timing 【農産物収穫適期支援システム】は、より良
い品質の小麦を消費者にお届けするため、小麦を最適な状態
で収穫することを支援するフィールド業務システムです。本
システムでは、現場で刈取り優先度を確認するため、リモー
トセンシングによる収穫適期の解析結果をタブレット上で確
認が可能になりました。また、コンバインの稼働率を上げる
ため、モバイルの GPS 位置情報を活用し、コンバインのリア
ルタイムな稼働状況や場所を「見える化」し、更に、入力が
困難なフィールド作業中のシーンにおいては、NFC を活用し
入力作業を簡易化し、またペーパレスにも貢献することがで
きました。現在の端末スペックや通信環境だからこそできた
内容であり、それをうまく利用するための発想の転換により、
稼働率 UP やコスト削減の結果が出たシステムです。ものづ
くり技術と情報通信技術双方の視点を持ち、更なる「おいし
い笑顔」が生まれるお手伝いをしていきたい。それが「わた
したち」のありたい姿です。

【MCPCについて】
MCPC（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム 会長：安田靖彦）は、業界の枠を越えてモバイルコンピュ
ーティングを普及促進することを目的とし、1997年に発足した任意団体です。端末インターフェースガイドラインおよ
び、Bluetoothなど多数の標準化作業をはじめ、「セキュリティ対策ガイド」発行、「MCPCモバイルソリューションフェ
ア」開催、「モバイルシステム技術検定」実施などを通して、モバイル市場の拡大に貢献しております。
MCPC加盟企業・団体 166社（2014年3月31日現在）

［本件に対する問合せ先］
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC） 事務局
所在地 ： 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-12長谷川ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ2Ｆ
T E L ： 03-5401-1935 FAX ： 03-5401-1937
E-mail ： office@mcpc-jp.org

