
 

 

 

 

Digital Contents of the Year ‘15 
 

 

The 21st AMD Award 

 

 

 

 

 

 

開催報告書 
 

 

 

14th March, 2016 

Association of Media in Digital 

 



 



 

 

Digital Contents of the Year ‘15／第 21 回 AMD Award 概要 

 
～一般社団法人デジタルメディア協会～ 

【活動概要】 

約 60 社の会員により、コンテンツ分野で活躍するプレーヤーの支援、コンテンツ分野におけるビジネス環境の整備、

新たな配信メディアの開拓等、コンテンツビジネスの発展に向けた多様な取組を進めています。AMD は、政府のＩＴ

戦略本部や知的財産戦略本部の取組とも歩調を合わせ、より多くの事業者や関係者と共に、一層のデジタル     

メディア・コンテンツ産業の振興に向けて活動を拡大してまいります。 

        ～デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'15／ 
               第 21 回 AMD アワード開催概要～ 

■名   称： デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'15／第 21 回 AMD アワード 

■主   催： 一般社団法人デジタルメディア協会（略称／AMD） 

■後   援： 総務省 

■協   賛： 株式会社 NTT ドコモ、株式会社 NTT ぷらら、カドカワ株式会社、株式会社コーエーテクモホール  

ディングス、株式会社スクウェア・エニックス、大和証券株式会社、株式会社東北新社、任天堂株式

会社、株式会社バンダイナムコホールディングス 

■推薦期間： ＜年間コンテンツ賞＞ 平成 27 年 12 月 11 日（金）～平成 28 年 1 月 8 日（金） 

■授 賞 式： 日 時／平成 28 年 3 月 14 日（月） 16：30～ 

  会 場／明治記念館 「富士の間」 

■趣   旨： コンテンツ制作者の立場からデジタルコンテンツ産業の発展のために、デジタルメディアの質的向上

ならびに人材育成を目的として、「AMD アワード」を制定致しております。 

■対象作品：＜年間コンテンツ賞＞ 

平成 27 年 1 月 1 日より 12 月 31 日の間に日本国内において発売・発表(当該期間内に新たに普及・

注目されたものを含む)されたデジタルメディアにて表現されるコンテンツ及び最新のデジタル技術を

駆使して制作された国内（海外展開含む）の作品(デジタルコンテンツ及びサービス)。 

■審査方法： 「年間コンテンツ賞」については、実行委員会の指名する第 21 回 AMD アワードサポーターおよび 

一般推薦者により、AMD ホームページから推薦された作品を別に組織する審査会《審査員長：   

夏野剛（慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特別招聘教授）》にて審議し、各賞を決定し

ています。 

■賞の内容：＜年間コンテンツ賞＞ 

1）大賞／総務大臣賞（該当 1 作品の制作者） 

◆Digital Contents of The Year'15 The AMD Grand Prize ～総務大臣賞～ 

2) AMD 理事長賞（該当 1 作品の制作者） 

3）優秀賞（該当 8 作品の制作者） 

※1）、2）は、「優秀賞」授賞作品の中から選出されます。 

※1）、2）は、授賞式当日の発表となります。 

4）先端科学技術賞 

ロボットやＡＩなどの先端科学技術をエンタテインメント分野に違和感なく生かした作品に与えられます。 

5）功労賞 

業界への長年の献身・功績のあった人物に対し与えられます。 

6）江並直美賞（新人賞）  

対象業績が業界における第一線へのデビューを飾るものであることを前提に業界の発展に寄与したと認め  

られる人物に対し与えられます。 

7）リージョナル賞（該当 1 作品の企画団体） 

地域に根ざしたデジタルコンテンツやサービスの中で、最も優れた功績を挙げた個人・団体に与えられます。 



 

 

Digital Contents of the Year ‘15／第 21 回 AMD Award 受賞者 

 

◆ 大賞／総務大臣賞（優秀賞授賞 8 作品から選出） 

   ユニバーサル・クールジャパン  ／ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 

 

◆ 理事長賞（優秀賞授賞 8 作品から選出） 

    Splatoon（スプラトゥーン） ／  「Splatoon（スプラトゥーン）」開発チーム 

◆ 優秀賞 Digital Contents of the Year’15 The AMD Award 

作品名(50 音順) 受賞者 

ULTRA JAPAN 2015 ULTRA JAPAN 2015 実行委員会 

au 三太郎シリーズ au 三太郎シリーズ スタッフ一同 

スーパー歌舞伎Ⅱ(ｾｶﾝﾄﾞ)『ワンピース』 
松竹株式会社、 

スーパー歌舞伎Ⅱ(ｾｶﾝﾄﾞ) 『ワンピース』パートナーズ 

Pepper ソフトバンクロボティクス株式会社 

Minecraft Mojang AB 

民放公式テレビポータル TVer 

チーム TVer 

  日本テレビ放送網株式会社、 

  株式会社テレビ朝日 

  株式会社 TBS テレビ 

  株式会社テレビ東京 

  株式会社フジテレビジョン 

 

◆ 先端科学技術賞 Digital Contents of the Year’15 /21st Advanced Science and Technology Award 

「マツコロイド」 

日本テレビ放送網株式会社、 マツコロイド製作委員会 

 

◆ 功労賞 Digital Contents of the Year’15 /21st The Life Achievement Award 

    久夛良木 健 

 

◆ 江並直美賞（新人賞）Digital Contents of the Year’15/ 21st The Naomi Enami Award 

本多 達也 

 

◆ リージョナル賞 Digital Contents of the Year’15/21st The Regional Achievement Award 

「宮崎県小林市移住促進ＰＲムービー『ンダモシタン小林』」 

宮崎県小林市 市長 肥後 正弘  



 
 

 
先端科学技術賞 Digital Contents of the Year’15 / 21st Advanced Science and Technology Award 

作品 ： マツコロイド 

制作・関連会社 ： 日本テレビ放送網株式会社、 マツコロイド製作委員会  

  （株式会社ナチュラルエイト、株式会社エーラボ、株式会社電通、株式会社電通テック） 

 

©マツコロイド 

受賞者 ：                                                         

日本テレビ放送網株式会社                   

日 本 テレビ放 送 網 株 式 会 社  「マツコとマツコ」                                       

チーフプロデューサー：田中 宏史（ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ）                                 

プ ロ デ ュ ー サ ー ： 吉 無 田  剛 （ ﾖ ｼ ﾑ ﾀ  ﾂ ﾖ ｼ ）                                   

企画・演出：橋本 和明(ﾊｼﾓﾄ  ｶｽﾞｱｷ) ※世界初のアンドロイドバラエティー「マツコとマツコ」を制作  

マツコロイド製作委員会                                                   

株式会社エーラボ 代表取締役 三田 武志（ﾐﾀ ﾀｹｼ） ※マツコロイドの製作を担当            

株式会社ナチュラルエイト 代表取締役 大橋由佳(ｵｵﾊｼ ﾕｶ)                          

株式会社電通・株式会社電通テック 

受賞コメント ： 

この度は栄えある賞を頂き、有難うございます。「アンドロイドがいる時代の世界がどうなるのか？」を   

テーマにスタッフが一丸となって取り組んだこの作品が多くの反響を頂き、こうして賞をいただけたことに、

関係者一同本当に喜んでおります。また、この作品に携わった全ての方々に感謝しております。 

作品紹介文 ： 

日本が世界に誇る技術を駆使したヒューマノイド。大阪大学・石黒教授監修のもと、マツコ・デラックスを 

３Ｄスキャニング、人工皮膚、人工筋肉などで忠実に再現。動作は、これまでの本人の膨大な動画情報を

収集・分析し、再現した。世界初のアンドロイドバラエティー「マツコとマツコ」では、様々なシチュエー  

ションでアンドロイドの可能性を検証。人間とアンドロイドとの新たな関係を考察した。 

取材対応 ： 

株式会社電通テック ※幹事社 Web・システムマネジメント部 渡邉 秀康（わたなべ ひでやす） 

〒100-8508  千代田区内幸町 1-5-3 新幸橋ビル 

Tel : 090-2662-9472 E-mail : watanabe-hideyasu@dentsutec.co.jp 

授賞理由： 

マツコロイドは、大阪大学石黒浩教授の提唱する

「ヒューマノイド型ロボットと人間のインタラク

ション」を、極めて個性的で極めて存在感があり、

国民的に人気のあるマツコ氏のテレビ番組に

登場させることで、一般国民に非常に分かり

やすい形で提示したことに大きな意義がある。

ロボット技術、人工知能といった日本の最先端

科学は日本の将来をさせる重要な技術であり、

世界でも大いに注目されている分野であるが、

この分野に一般国民の興味を大いに沸かせた

ことは今後の本分野における技術の発展に

ポジティブな影響を与えることは間違いなく、

ＡＭＤの先端科学技術賞に値する。 



 
 

功労賞 Digital Contents of the Year’15 / The Life Achievement Award 

 

受賞者 ：久夛良木 健 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

受賞者プロフィール ：サイバーアイ・エンタテインメント株式会社 代表取締役社長 CEO 久夛良木健         

1950 年東京都江東区深川生まれ。 

元株式会社ソニー･コンピュータエンタテインメント（SCEI）名誉会長。 

サイバーアイ･エンタテインメント株式会社代表取締役社長。 

世界中のコンピュータ・エンタテインメントを愛する人から「The Father of the PlayStation」と称えられている。 

1975 年にソニー株式会社に入社し、フラットテレビ、世界最初の電子カメラシステム、ＬＳＩ開発、デジタル信号

処理等の研究を手がけ、1993 年株式会社ソニー･コンピュータエンタテインメント設立と同時に同社取締役 

開発部長に就任し、以降「プレイステーション」ビジネス展開に尽力。1999 年に SCEI 代表取締役社長、2006

年には代表取締役会長兼グループ CEO に就任。また、2003 年にはソニー株式会社取締役 副社長兼 COO

就任。2007 年に SCEI 名誉会長。 

現在は、サイバーアイ･エンタテインメント株式会社を設立し、リアルタイム情報処理システム、機械学習、ＡＩ 

研究などに取り組む。 

 

受賞コメント ： 

思いがけずも、栄えある第 2１回 AMD Award 功労賞を受賞するという望外の栄誉にあずかり、感激もひとし

おです。ソニー・コンピュータエンタテインメントを代表して審査委員の皆様、そして一般社団法人デジタル   

メディア協会の会員各位の皆様に、厚く御礼を申し述べます。皆様の継続的かつ強力なお力添えにより、  

プレイステーションを通じてコンピュータ・エンタテインメントという新たなコンテンツ産業の創出、そして業界の

さらなる発展に寄与貢献できたとすれば、何よりの幸せです。心から御礼を述べさせて頂きます。 

 

 

 

問い合わせ先  ： 

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 広報部 亀井 壮介（かめい そうすけ） 

〒108－0075 東京都港区港南１丁目７番１号 ソニーシティ 

Tel : 03-6748-6344 Fax：03-6748-6381 E-mail : Sosuke_kamei@hq.scei.sony.co.jp 

授賞理由： 

いわずとしれた"プレイステーションの父"。

リアルタイムでの家庭用コンピュータエンタ

テインメントという、当時としてはまったく新しい

ジャンル創出を夢見て、社内ベンチャーだった

ソニー・コンピュータエンタテインメント設立から

PlayStation®3 まで、一貫して最先端を追求

する独創的な着想でゲームクリエイターの

想像力／創造力を膨らませ、国内はもとより

全世界のゲームユーザーを熱狂させた。業績

は自らのＰＳプラットフォームの成功だけには

止まらず、ゲームとＷｅｂが出会った黎明期の

時点で将来的には両者が融合して新しい形の

エンタテインメントになるという指針を示し、

まさにいま全世界的にその言葉通りの状況が

現れ、大きな実を結ぼうとしている。その偉大な

る功績を称える。 



 
 

江並直美賞(新人賞) Digital Contents of the Year’15 / The Naomi Enami Award 

 

受賞者 ：本多 達也 

 

 

 

   
©ONTENNA 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者プロフィール ：富士通株式会社 グローバルマーケティング本部                            

      総合デザインセンター 本多 達也 

UI デザイナー  

1990 年 香川県生まれ。大学 1 年生の時にろう者を助けたことがきっかけで手話の勉強を始める。手話通訳の

ボランティアや手話サークルの立ち上げ、NPO の設立などを経験。人間の身体や感覚の拡張をテーマに、 

ろう者と協働して新しい音知覚装置の研究を行う。2014 年度未踏スーパークリエータ。 

 

受賞コメント ： 

ろう者の方々と一緒に取り組んできた活動を、このような素晴らしい形で評価いただきありがとうございました。

支えてくださった方々に改めて感謝するとともに、これからも当事者と一緒になって新しい価値を生み出せる

デザイナーとなれるよう日々精進していきたいと思います。 

 

作品紹介文 ：髪の毛で音を感じる新しいユーザインタフェース装置「ONTENNA」 

ONTENNA（オンテナ）は、ヘアピンのように髪の毛に装着し、振動と光によって音の特徴をユーザに伝える 

新しいユーザインタフェース装置。「まるで、ねこのヒゲが空気の流れを感じるように、髪の毛で音を感じること

のできる装置」をコンセプトに、ろう者と協働して新しいユーザインタフェースの開発を試みた。 

 

 

 

 

取材対応 ： 

富士通株式会社 広報 IR 室 松本 千尋（まつもと ちひろ） 

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター 6F 

Tel : 03-6252-2175  E-mail : c.matsumoto@jp.fujitsu.com 

授賞理由： 

本多氏は、髪の毛が新たなインターフェース

として利用できるのではないか？という発想

から、音を振動と光の強さに変換させて髪の毛

で感じさせるヘアピン型の装置という前代未聞

の装置を開発した。音のアンテナという意味から

「ONTENNA（オンテナ）」と名付けられたこの

製品は、音の大きさに合わせて強さの違う振動

を髪の毛に伝えることで、間接的に音を感じ

させる。この製品は、全世界のろうあ者に新しい

希望を与える製品であり、今後量産化を計画中

である。全世界をターゲットに斬新な発想とＩＴ

技術で新しい付加価値を提供しようとする本多

氏は新人賞にふさわしいと考える。 



 
 

 
リージョナル賞 Digital Contents of the Year’15 / 21st Regional Achievement Award 

作品 ： 宮崎県小林市移住促進ＰＲムービー「ンダモシタン小林」 

制作・関連会社 ： 宮崎県小林市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： 宮崎県小林市 市長  肥後 正弘                                    

宮崎県小林市は、南九州の中央部に位置する、人口約 46,000 人の風景明媚なまちです。霧島山を源 

とした豊富で清らかな水資源と肥沃な大地を活かした農畜産業が盛んで、特に畜産に関しては全国和牛

オリンピックで「宮崎牛」２連覇に大きく貢献しています。初夏には自然のホタルが乱舞する環境も残り、

星空は「星のふるさと日本一」に５回選ばれた人と豊かな自然が共生するまちです。  

受賞コメント ： 

この度は、栄えある賞を賜り、誠に光栄に存じます。これも一重に株式会社 電通様をはじめとする制作

に関わっていただいた皆様のご協力があってのものだと感謝の念に堪えません。このアワードを通して

「宮崎県小林市」を広める素晴らしいきっかけを与えていただきました。市民、出身者、関係者の皆様と 

ともに、更なる地域活性化に努めて参ります。 

作品紹介文 ： 

本作品は、長いこと小林市に住んでいるという設定のフランス人が、上質なシネマ風の映像美の中で、 

市内を巡りながら豊かな自然、水、星、食や人の温かさ などを紹介。外国人ならではの独自の切り口で、

ちょっぴり不思議に見えてくる小林市の「あるある」をユニークに語っていきます。都会の移住を希望する

方のみではなく小林市の方も楽しんでいただけることをテーマとして制作されております。一般的に   

自治体のプロモーションムービーというと、美しい風景中心のカタいものが多い中、この動画にはちょっと

した遊び心があります。小林市ならではの ギミックで、見ている人みんなが「そうきたか！」と膝を打つ、

二度見たくなる仕掛けが隠されています。 

 

取材対応 ： 

小林市役所 企画政策課 柚木脇 大輔（ゆきわき だいすけ） 

〒886-8501 宮崎県小林市細野 300 番地 

Tel : 0984-23-0456  Fax : 0984-25-1037  E-mail : k_sousei04@city.kobayashi.lg.jp 

授賞理由： 

この１年の間に、盛り上がりつつある地域 PR

動画。美しい映像を見せるか、面白さや

斬新さを狙うか、そのどちらかで勝負する

ところが多いが、「ンダモシタン小林」はその

両面を絶妙なバランスで取り込んでいる。

ネタバレしない意味と発音の絶妙な距離感

で構成した西諸弁のナレーション、美しい

自然、そしてラストの裏切り…、小林市を

知らない人にも存分に楽しめるコンテンツ

と し て 仕 上 げ 、 二 度 見 す る 人 が 続 出 。

メディアでも数多く取り上げられ、2015 年

8 月 26 日に公開後、約 180 万アクセスを

記録している（2016 年 1 月時点）。西諸弁の

言葉選びから、撮影、収録まで、市役所職

員と制作スタッフによるチームワークの結晶

といえるだろう。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’15 / The AMD Award 

作品 ： ULTRA JAPAN 2015 

制作・関連会社 ： ULTRA JAPAN 2015 実行委員会 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

受賞者 ： ULTRA JAPAN 2015 実行委員会 

ULTRA JAPAN の初開催は、2014 年に東京・お台場で行われ、2 日間で 42,000 人を動員。音楽や       

ファッション業界など、様々な分野のプロフェッショナルから、「2014 年の音楽シーンにおける最大の衝撃」と 

注目を浴び、そのチケットは一般販売直後数秒で完売してしまうほどの超プレミアチケットとなった。 

2015 年は 3 日間開催となり、90,000 人を動員。「過去最大と謳われた前年を上回る衝撃」と評され、その    

インパクトは過去のどの国内フェスをも上回るものとなった。 

 

 

受賞コメント ： 

世界的にシーンが拡大しているダンスミュージックですが、日本で流行するのは難しいと言われていました。 

そこで我々は SNS による人々や文化の繋がりに着目し、デジタルチームを発足して日本にダンスミュージック

の楽しみ方を広め、世界と繋がるきっかけになるよう取り組んできました。その結果、このような賞を頂く事が 

できチーム一同とても喜んでおります。 

今後も音楽や文化を通じて世界が繋がりより良い未来を創造できるよう願っております。 

作品紹介 ： 

ライフスタイルと密着したフェス 

ULTRA JAPAN は様々なデジタルツールで積極的に情報を発信しています。フェスの情報のみならず、  

“こんな楽しみ方があるよ”と写真、映像、言葉を使い、ワクワク感を 1 年かけて投げかけることで“ライフ    

スタイルに密着したフェス”を目指しています。 

また、スマホ時代にフィットしたフェスを１つのテーマに、ULTRA JAPAN へ“何着て行 こう”“誰と行こう”“誰に

シェアしよう”という様々な楽しみ方を提案し、世界 と繋がるきっかけとなるような体験を提供していきたいと思

います。 

 

取材対応 ： 

エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社  

チケット事業本部 メディアプロモーション課  稲葉 総一郎（いなば そういちろう） 

〒106-6036 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー 30階 

Tel : 03-5545-9284   E-mail : inaba-soichiro@av.avex.co.jp 

授賞理由： 

世界的なダンスミュージックの祭典の日本上陸

版。2015 年 9 月に東京・お台場で開催し、   

約 9 万人を集めた。世界から集めた有名ＤＪが

生み出す音楽と映像、照明が一体化した  

ショウは音楽の楽しみ方を変えた。ファッション

分野への影響も大きく、オシャレをしてフェス

に参加することは若者の流行になった。また、

海外への情報発信やライブの無料配信、写真

撮影の許可など、インターネットでつながること

を前提とした、従来の枠にとらわれないコミュニ

ケーションを展開している。米国生まれであり

ながら日本の独自性を数多く取り入れ、日本

的な新しい都市型のフェスを作り上げた。    

こうした先進性と創造性を高く評価。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’15 / The AMD Award 

作品 ： au 三太郎シリーズ 

制作・関連会社 ： KDDI 株式会社、株式会社電通、株式会社 AOI Pro. 

 

 

 

 

   

   

 

 

受賞者 ： au 三太郎シリーズ スタッフ一同 

■KDDI 株式会社 

KDDI は移動通信・固定通信の両方を併せ持つ総合通信事業者として、時代の変革をリードする企業を目指

しています。お客様の日常をもっと便利で楽しく豊かにする「生活革命」を目指し、スマートフォンをはじめとす

るモバイル通信に加え、さまざまなサービスを展開しています。 

■株式会社 電通 

電通グループでは、経営・事業・マーケティングなどクライアントが抱えるさまざまな課題に応えるソリューショ

ン・パートナーのポジションにふさわしい、多様なサービスを提供しています。その領域は、社会、環境、生活

者の変化に伴ない、ソーシャル課題へのソリューションにも広がっています。 

■株式会社 AOI Pro. 

テレビ CM と Web の企画・制作を中心とした総合コンテンツ制作会社。外国人スタッフをダイレクトに起用でき

るネットワークを持ち、国境を越えたグローバルな制作にも数多くの実績がある。作品のクオリティは創業以来

高い評価を得ており、テレビ CM だけではなくドラマ、映画、Web、モバイルコンテンツなども制作しています。 

受賞コメント ： 

この度は、AMD アワード優秀賞を頂きまして、誠にありがとうございます。「三太郎」シリーズは、TVCM だけに

とどまらず、スタンプなどのデジタルコンテンツや、「海の声」の楽曲配信など、幅広く展開をしてきたことが、支

持されたのだと思います。今後も皆さまに三太郎を愛していただけるよう、チーム一同がんばってまいります。 

作品紹介 ： 

「三太郎」は、au のブランドスローガンである「あたらしい自由。」から生まれました。「あたらしい自由。」とは、既

成概念を打ち破り、まったく新しいサービスやアイデアを生み出し、それを世の中に提供するというものです。 

日本人なら誰もが知っている物語に、あたらしい見解、あたらしい設定を与えることで、常識を超えていくことを

わかりやすく、そして、ちょっとユーモラスに伝えていきます。「桃太郎、浦島太郎、金太郎。３人は、本当はトモ

ダチだった。」そんなあたらしい設定の中で、言葉も現代の若者言葉をしゃべり、みんなが知っている物語とは

少し違う、あたらしいストーリーを展開していきます。TVCM にとどまらず、「海の声」などの音楽配信、web コン

テンツ、リアルイベントなど様々な方面で三太郎は展開していきます。 

取材対応 ： 

KDDI 株式会社 渉外・広報本部 広報部 報道Ｇ  平岡 直樹（ひらおか なおき） 

〒102-8460 東京都千代田区飯田橋 3-10-10 ガーデンエアタワー 

Tel : 03-6678-0690   Fax : 03-6678-0306 E-mail : n-hiraoka@kddi.com 

授賞理由： 

「CM 好感度調査」において、2015 年度は KDDI

が 1 位に躍進。2015 年の CM の顔となった。日本

昔話の主人公 3 人（桃太郎、浦島太郎、金太郎

の「三太郎」）が友達という設定がユニークで、

かぐや姫、乙姫、鬼たちも CM の世界観を広げて

いる。「学割」「au スマートバリュー」「スーパー

カケホ」などの au サービスと連動した、くすっと

笑えるシーンがちりばめられており、視聴者を飽

きさせない工夫を感じる。「au の CM といえばア

レ」といったイメージを見事に醸成させ、au のブラ

ンド力向上にも貢献したのではないか。特に 1～3

月の春商戦は「学割」のシーズンでもあり、旬な俳

優を起用したことで若者にも訴求できたと感じる。



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’15 / The AMD Award 

作品 ： スーパー歌舞伎Ⅱ(ｾｶﾝﾄﾞ) 『ワンピース』 

制作・関連会社 ： 松竹株式会社 

 

   
  ©松竹株式会社／スーパー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』パートナーズ 

 

 

受賞者 ： 松竹株式会社、スーパー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』パートナーズ 

■松竹株式会社 

1895 年の創業以来、歌舞伎を中心とした演劇作品の製作・興行と、映画事業を二つの柱とした総合エン

ターテインメント企業。一私企業でありながら、日本を代表する伝統芸能としての歌舞伎を 120 年にわたり

支え続けてきた。 

■スーパー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』パートナーズ 

松竹株式会社、株式会社集英社、株式会社フジテレビジョン、株式会社アサツー・ディ・ケイ、東映アニメ

ーション株式会社の五社によって構成された、スーパー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』公演及びその関連事業を

行う共同事業体。 

 

 

受賞コメント ：  

「ONE PIECE」という素晴らしい原作を、市川猿之助丈を中心にエンターテインメント性を追求して舞台化

した結果が、デジタル・コンテンツとしてこのような評価をいただいたことは大変に光栄です。新しい表現

への挑戦は歌舞伎の原点でもあり、その意味でも大きな喜びです。 

 

 

作品紹介 ： 

週刊少年ジャンプに 1997 年に連載開始以来、単行本の発行部数が累計 3 億 2 千万部を超え、世界で

も多く発行された単一作家によるコミックシリーズである尾田栄一郎氏の「ONE PIECE」を原作に、横内

謙介脚本・演出、市川猿之助演出、市川猿翁スーパーバイザーによって上演された、市川猿之助主演の

舞台。10，11 月の東京・新橋演舞場公演の観客は 10 万人を超え、上演中の 2016 年 3 月大阪松竹座、

4 月福岡・博多座の観客数も 10 万人に迫る。 

 

取材対応 ： 

松竹株式会社 演劇開発企画部演劇ライツ室 小山宜康（こやす よしやす） 

〒104-8422 東京都中央区築地 4 丁目 1 番 1 号 東劇ビル 

Tel : 03-5550-1721   Fax : 03-5550-2028 E-mail : ykoyama@shochiku.co.jp 

授賞理由： 

海外でも大人気の長編冒険マンガを、歌舞伎という

伝統的な様式美の世界に再現させた。コンピュータ

グラフィックスやプロジェクションマッピングという

新技術を大胆に取り入れる一方、早替わりや

宙乗りなどの歌舞伎の技法を融合させた演出は

観客のみならず関係者の度肝を抜いた。また、

歌舞伎とはまったく縁のなかった若者や外国人を

集めることに成功し、彼らがインターネットで発信

したことで、さらに多くの人たちにもその魅力を

伝えることになった。キャラクターのコスプレをして

来場するファンも多く、新しい歌舞伎の楽しみ方を

生むことにも貢献している。その独創性とチャレンジ

精神を高く評価したい。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’15 / The AMD Award 

作品 ： Splatoon（スプラトゥーン） 

制作・関連会社 ： 任天堂株式会社 

 

 

   

  ©2015 Nintendo 

 

 

 

 

受賞者 ： 「Splatoon（スプラトゥーン）」開発チーム 

受賞コメント ： 

この度は栄誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。「Splatoon（スプラトゥーン）」は、ゲームファンは   

もちろん、幅広い世代の方々にお楽しみいただけているようで本当に感謝しております。ゲーム内容だけでは

なく、グラフィックやサウンドなどにも皆様の熱いご支持をいただいており、開発者冥利に尽きます。今後も  

ゲーム内外のイベントを通じて、コンテンツを盛り立てていきたいと存じます。 

作品紹介 ： 

ヒトに変身できるイカ「インクリング」を操作し、地面に塗ったインクの面積を競い合うアクションシューティング 

ゲームです。インターネットにつないだ 8 人（4 対 4）でナワバリを競い合い、積極的に突き進む、インクに隠れ

てやり過ごすなど、人それぞれの戦い方で初心者から熟練者まで楽しむことができる。発売から半年以上継続

的なアップデートを実施し、ブキやステージの追加を行った。 

 

 

 

 

 

 

取材対応 ： 

任天堂株式会社 広報室広報グループ 

〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町 11 番地 1 

Tel : 075-662-9600   Fax : 075－662－9540   

授賞理由： 

オンラインマルチプレイがメインのアクションシュー

ティングゲームでありながら、任天堂らしい「間口

が広くて奥が深い」ゲーム性が多くのゲーム

プレイヤーの心をつかみ、新規ＩＰとしては近年に

なかった国内 100 万本以上のセールスを記録。

追加マップ、追加武器、フェスといった運営面の

仕掛けも絶妙で、昼夜を問わずいまもオンライン

プレイが高い熱量で盛り上がっている。全国規模

のゲーム大会「スプラトゥーン甲子園」の開催、

各種グッズ販売などゲームを起点とした展開が

ムーブメントとなり、一般メディアでも多数取り上げ

られる等、まさに 2015 年を代表するゲームソフトに

な っ た 。 そ の 多 大 な 成 果 と 、 そ し て な に よ り

チャレンジ精神を称えたい。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’15 / The AMD Award 

作品 ： Pepper 

制作・関連会社 ： ソフトバンクロボティクス株式会社 

 

     
© SoftBank 

 

 

 

受賞者 ： ソフトバンクロボティクス株式会社 

ソフトバンクロボティクス株式会社はロボット製品およびサービスを提供する会社として、人型ロボット「Pepper」

を 2014 年 6 月に発表し、ソフトバンクショップへの設置を開始しました。その後、2015 年 6 月より一般販売を

開始し、7 カ月連続で毎月 1,000 台が完売しました。また、企業やビジネスシーンでの利用を目的とした

「Pepper for Biz」を 2015 年 10 月から展開しており、家電量販店や金融機関、自動車販売店など幅広い分野

で活用されており、既に 500 社以上（2016 年 1 月時点）が導入を進めています。 

受賞コメント ： 

この度は、AMD アワード優秀賞を頂き、ありがとうございます。Pepper は私たちだけでなく、アプリ開発を   

いただく「ロボアプリパートナー」の皆さまがいらっしゃってこそ、今があると考えています。幅広い分野で活用

を推進しながら、「人々に幸せをもたらす」プラットフォームとしていち早く成長させていきたいと考えています。 

 

 

 

取材対応 ： 

ソフトバンクグループ 広報室   

〒105-7317 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング 

Tel : 03-6889-2300   Fax : 03-6215-5011 E-mail : sbpr@softbank.co.jp 

授賞理由： 

「Pepper」は、世界初となる自分の感情を

持ったパーソナルロボット。ロボット自らの感情

を擬似的に生成する機能を利用することで、

そ の 時 の 感 情 に よ り 、 喜 ん だ り 、 不 安 に

なったり、声のトーンが上がったり、ため息を

ついたりするなど言葉や行動が変化し、

まさに人型ロボットとして進化する。また、その

愛くるしい表情や動きは、子供から大人まで

年代を問わず慕われ、接する人を虜にする

ほどの人気となっている。2015 年 6 月の販売

開始より、毎月即完売 するなど世 間から

大きな注目を集め、一般家庭での利用だけで

はなく、金融・小売・受付・医療・教育など

様々なビジネスシーンにおいても未来の可能

性を 感じることができる点を評価。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’15 / The AMD Award 

作品 ： Minecraft 

制作・関連会社 ： Mojang AB 

 

   
Mojang © 2009-2015. "Minecraft" is a trademark of Mojang AB. 

 

 

 

受賞者 ： Mojang AB 

受賞コメント ： 

Minecraft が優秀賞を頂けたことを大変光栄に思います。Minecraft のキモカワいい部分を気に入って     

いただいたり、新しい楽しみ方を見つけてくださり有難うございます。 

作品紹介 ： 

『Minecraft』は、ブロックを配置し破壊して、自由な発想で「物」を作っていくゲームです。もともとは構造物を 

作ることは夜に現れるモンスターから身を守るためでしたが、ゲームが進化するとともにプレイヤー同士の協力

で美しく想像力豊かな構造物を作ることができるようになりました。対応プラットフォームは Windows、Windows 

10、Mac、Windows Phone、iOS、Android、Xbox 360、Xbox One、PlayStation 3、PlayStation 4、PlayStation 

Vita です。バージョンごとにわずかな違いがあるものの、どれもクリエイティブとサバイバルの 2 種類のゲーム

モードがあります。また、すべてのバージョンがマルチプレイに対応しています。友だちと協力してものすごい

建物を作ったり、一緒にドキドキの冒険を楽しむことができます。 

 

 

 

取材対応 ： 

日本マイクロソフト株式会社 コンシューマー＆パートナーグループ 

                 Xbox カテゴリーマーケティング戦略本部  南雲聡（なぐも さとし） 

〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー 

Tel : 03-4535-2926  E-mail : satoshn@microsoft.com 

 

授賞理由： 

いわゆるサンドボックス型のゲームで、ブロック

を配置し、ユーザーが作りたいものを自由に

作っていくことができる。ゲームとしての純粋な

完成度、面白さもさることながら、“何でも

できる”自由度の高さから、想像力や管理

能力、戦略的思考の向上といった、知育の

面でも注目されている点を評価した。パソコン

や、据え置き型・携帯型のゲームなどさまざま

なプラットフォームで遊ぶことができ、日本でも

多くのユーザーがプレイしている。また、全国

各地でイベントが開催され、たくさんの子ども

たちを集めているのも、注目度の高さを反映

しているといえる。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’15 / The AMD Award 

作品 ： 民放公式テレビポータル TVer 

制作・関連会社 ： 日本テレビ放送網株式会社、株式会社テレビ朝日、株式会社 TBS テレビ、          

             株式会社テレビ東京、株式会社フジテレビジョン 

 

 

   

©NTV  © tv asahi  ©TBS テレビ ©TV TOKYO  ©フジテレビ 

 

 

 

 

受賞者 ： チーム TVer（ 日本テレビ放送網株式会社、株式会社テレビ朝日、株式会社 TBS テレビ、 

     株式会社テレビ東京、株式会社フジテレビジョン） 

在京民放 5 社のチームは、テレビ番組を簡単・便利に無料でご覧いただける公式の番組配信サービス「TVer」

を、2015 年 10 月 26 日から開始致しました。 

民放テレビは 60 年以上の長い間、視聴者の皆様に優しく厳しく育てられながら成長して参りました。近年の 

情報通信技術の発展と共に、さらに大きく進化して行きたいと思っております。チーム「TVer」の新しい挑戦に

ご期待ください。 

受賞コメント ： 

このたびは AMD 優秀賞という権威ある賞を受賞することができ、スタッフ一同大変光栄に感じております。

TVer は、様々なライフスタイルに合わせてテレビが楽しめる民放公式のエンターティンメントアプリです。今後

も多くの方に喜んでお使い戴けるよう、精進してまいります。 

 

作品紹介 ： 

TVer（ティーバー）は、普段ご覧頂いているドラマやバラエティなど、人気の番組動画を、パソコンでもスマート

フォンでもタブレットで、いつでもどこでも、好きなときに自由に楽しめるサービスです。しかも、動画視聴は 

“完全無料”！さあ、あなたも自分に合った新しいスタイルで、テレビを楽しもう！ 

 

 

取材対応 ： 

株式会社 TBS テレビ コンテンツ戦略部  龍宝 正峰（りゅうほう まさみね） 

〒107-8006 港区赤坂 5-3-6 

Tel : 03-5571-2825   Fax : 03-5571-2007 E-mail : ryu@best.tbs.co.jp 

授賞理由： 

TVer は在京民放 5 社が連携し、2015 年

10 月 26 日にスタートした無料のテレビ番組

見逃し配信サービスである。 

放 送 後 約 １ 週 間 、 ス マ ー ト フ ォ ン 、

タブレット、ＰＣで、好きなときに好きな場所

で楽しむ事が出来る。最新のドラマや人気

のバラエティ番組が視聴できる事もあり、

Android および iOS 用の視聴アプリは既に

200 万ダウンロードを突破した。 

これまで日本では実現していなかった、

テレビ放送とインターネットの垣根を突破

した功績は大きく、今後のコンテンツ流通の

可能性も広げるものとして賞する。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’15 / The AMD Award 

作品 ： ユニバーサル・クールジャパン 

制作・関連会社 ： 株式会社ユー・エス・ジェイ 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

受賞者 ： ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは「世界最高をお届けしたい。」のブランド・メッセージのもと、小さなお子様

から大人まであらゆる世代が楽しめる世界最高のエンターテイメントを提供しています。2014 年 7 月の     

オープン以降今もなお人気の高い『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』をはじめ、ファミリー 

から絶大な支持を受けている『ユニバーサル・ワンダーランド』、シーズンごとに展開するイベントなど世界最高

クオリティに徹底的にこだわり、感動的で魅力的なエンターテイメントを次々にお届けしています。2016 年 3 月

には、開業 15 周年を迎え、「Re-Boooooooorn!（リ・ボーン !）さあ、やりすぎよう、生き返ろう」をテーマに、やり

すぎエンターテイメントを続々と提供して参ります。 

受賞コメント ： 

この度は栄誉ある賞をいただき誠に有難うございます。日本の素晴らしいエンターテイメントを国内のみならず、

世界に向けて発信するため、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではのクリエイティブアイデアと技術力を 

駆使し実現させた「ユニバーサル・クールジャパン」で、日本の優れたコンテンツ産業を讃える賞をいただけた

ことを大変光栄に思います。 

作品紹介 ： 

日本が生み出した世界的に高評価を受けているマンガ、アニメ、ゲーム、音楽やファッションといった幅広い 

エンターテイメント・ブランドを、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではのクリエイティブアイデアと、技術力、

再現力の高さによって、未だかつてどこにもないアトラクションとして実現。2015 年に初開催した『ユニバー  

サル・クールジャパン』では、国内外から絶大な好評をいただきましたが、「ユニバーサル・クールジャパン

2016」は、その 2015 年開催のイベントを大きく進化してお届けいたします。 

圧倒的なスケールとクオリティで各ブランドの世界観をリアルに再現したこの『ユニバーサル・クールジャパン』

を通じて、ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、日本の魅力を国内のみならず、世界へ向けて発信してまいり

ます。 

取材対応 ： 

株式会社ユー・エス・ジェイ マーケティング部 広報室  高橋丈太（たかはし じょうた） 

〒554-0031 大阪府大阪市此花区桜島 2-1-33 

Tel : 06-6465-3030  E-mail : johta_takahashi@usjc.co.jp 

授賞理由： 

「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・

ポッター」エリアを導入し、大きく業績を伸ばし

ながら 2015 年年頭より「ユニバーサル・クール

ジャパン」を展開。「モンスターハンター」や

「進撃の巨人」、「バイオハザード」、「エヴァン

ゲリオン」といった日本が世界に誇るエンター

テイメントを積極的に取り入れ、当該年度に

おいて約 1270 万人というパーク開設以来年間

最高入場者数を記録した。その後も「妖怪

ウォッチ」のイベントなどにも取り組み、本年度

はさらに現在開催中の「ユニバーサル・クール

ジャパン 2016」に「きゃりーぱみゅぱみゅ XR

ライド」も加えインバウンド客も含め、さらに

大きく業績を伸ばしている。顧客満足に取り

組むチャレンジ精神と意外性を許容する企業

文化、成果を称える。 



 

◆年間コンテンツ賞「優秀賞」推薦作品一覧◆ 
 

ジャンル 作品名 制作関連会社等 

ネットワークコンテンツ GRID VRICK、すごいドア ネクスト 

 comico NHN comico(株) 

The planet of HAKONIWA/ Ⅱ：LazyArms デイジー 

デジタルおしゃぶり 東京大学／慶応義塾大学 

なりきろいど ヤフー(株) 

HADO meleap 

PashaLoVR アニメキャラに会える VR (株)シーエスレポーターズ 

FOVE - 視線追跡型仮想現実 HMD (株)FOVE 

「未来に残す、戦争の記憶〜100 年後に伝える、あな

たの思い〜」特集ページ 

ヤフー(株) 

らくがき動物園 ココノヱ 

ネットワークサービス Amazon プライム アマゾンジャパン(株) 

Apple Music Apple 

音楽ストリーミング LINE、エイベックスほか 

楽曲メタデータ グレースノート 

Google Play Music Google 

mineo ケイ・オプティコム 

LINE＠ LINE 

LINE MUSIC LINE 

LINE LIVE LINE 

放送コンテンツ・サービス 多言語情報配信チャネル「TOKYO FM WORLD」 エフエム東京 

 

  

    

   

デート～恋とはどんなものかしら～ フジテレビ 

8K の衛星放送実験 NHK 

初の 4K 商用放送 スカパー 

民王 テレビ朝日 

音楽 私以外私じゃないの ゲスの極み乙女 

  アイドルマスター (株)ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ 

映画 心が叫びたがってるんだ 「心が叫びたがってるんだ。」製作委員会

 「バクマン」 2015「バクマン」製作委員会 

花とアリス殺人事件 花とアリス殺人事件製作委員会 

アニメ 赤塚不二夫生誕 80 周年企画「おそ松さん」 監督: 藤田 陽一 

ご注文はうさぎですか？？ ご注文は製作委員会ですか？？ 

終物語（物語シリーズ） 
西尾維新／講談社・アニプレックス・シャ

フト 

ジョジョの奇妙な冒険 

LUCKYLANDCOMMUNICATIONS/ 集

英社・ジョジョの奇妙な冒険 DU 製作委員

会 

ゲームソフト あんさんぶるスターズ！ Happy Elements 

Ｑ (株)リイカ 

グランブルーファンタジー Cygame 

城とドラゴン アソビズム 

刀剣乱舞 (株)DMM.com 



 

ジャンル 作品名 制作関連会社等 

ゲームソフト メタルギアソリッド V ファントムペイン (株)コナミデジタルエンタテインメント 

モンスターハンタークロス (株)カプコン 

モンスターストライク (株)ミクシィ 

その他 ABBALab (株)ABBALab 小笠原 治 

（新技術・イベント） Apple Watch Apple 

 Android for Work Google 

音商標、動き商標 特許庁 

ウィンドウズ１０ 日本マイクロソフト(株) 

LTE-Advanced (株)NTT ドコモ 

Chromebook Google 

軍艦島デジタルミュージアム Zero-Ten 

劇場版 PSYCHO-PASS 

サイコパスの「新宿メトロプロムナードで行ったシビュラ

システムの体験型デジタル広告」 

サイコパス製作委員会 

サイバーセキュリティ基本法 内閣府 

ドローン  

VAIO S11 VAIO 

ファスト・エンタテイメント事業 (株)ディー・エル・イー 椎木 隆太 

正しい数の数え方 岸野雄一 

すみだ川アートプロジェクト 

7 万円の高級ウォークマン「ZX100」 ソニー(株) 

ネットバンキングウイルス無力化作戦 警視庁 



 

 

Digital Contents of the Year ‘15 第 21 回 AMD Award 審査員 

 

◆ 年間コンテンツ賞 審査員 8 名 

＜ 審査員長 ＞ 

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特別招聘教授 夏野 剛  

＜ 審査員 ＞ 

アイティメディア株式会社 ITmedia Mobile 編集部 編集長 田中 聡 

株式会社インプレス INTERENET Watch／ 

 クラウド Watch 編集長 石井 一志 

カドカワ株式会社 「週刊ファミ通」編集人 坂本 武郎 

カドカワ株式会社 週刊アスキー編集長 宮野 友彦 

株式会社宣伝会議 月刊「ブレーン」編集長 篠崎 日向子 

株式会社 TBS テレビ メディアビジネス局  

 スマートイノベーション推進部 部長 谷 英之 

株式会社日経 BP 社 日経エンタテインメント！編集委員 品田 英雄 

 

 

一般社団法人デジタルメディア協会(略称：AMD)について 

 
 
【設立】 平成 6 年 11 月 25 日 
【所管】 総務省情報流通行政局 情報流通振興課 
【活動概要】 

約 60 社の会員により、コンテンツ分野で活躍するプレーヤーの支援、コンテンツ分野におけるビジネス 

環境の整備、新たな配信メディアの開拓など、コンテンツビジネスの発展に向けた多様な取組を進めてい

ます。ＡＭＤは、政府の知的財産戦略本部の取組とも歩調を合わせ、より多くの事業者や関係者と共に、

一層のデジタルメディア・コンテンツ産業の振興に向けて活動を拡大してまいります。 

【取組事例】 
- AMD Award ほか奨励事業 

毎年の優れた制作活動を行った個人やグループを表彰する「AMD Award」を開催。また、eAT 金沢、東京国際 

映画祭、アニメーション神戸、ワイヤレスジャパンなど多くのイベントへの特別協力・後援。 

- 新たなメディアにおけるコンテンツビジネスの模索 

「著作権委員会」「デジタル・コンテンツ利用促進委員会」「デジタルメディア普及委員会」「ネットワーク・モバイル 

委員会」等ＡＭＤの各委員会活動を通じてのコンテンツビジネスの健全かつ効率的な育成・発展への寄与。 

～ＡＭＤの沿革～ 

当協会は、平成 6 年（1994 年）11 月 25 日に、総務省（当時 郵政省）所管の社団法人として設立されました。当初

は団体名「（社）マルチメディア・タイトル制作者連盟」として、CD-ROM などにおけるコンテンツ制作事業者を中心  

として発足し、主にデジタルコンテンツの制作分野における共通課題への対応を目的として活動を進めていました。 

その後、インターネットやモバイルの爆発的な普及、急速な技術革新やライフスタイルの変化により、デジタル   

コンテンツは、ネットワークを活動領域とする時代に遷移してきました。こうした新たな事業環境に対応すべく、    

平成 11 年 8 月 5 日、団体名称・定款を変更し、ネットワーク・コンテンツや新たなメディアを視野に入れた「デジタル

メディア協会」（Association of Media in Digital）として一新。 

さらに、平成 19 年 11 月 30 日には、「制作」面が中心だった団体の活動目的から、トータルに「コンテンツ及び   

サービスの用途拡大、質的向上、量的拡充及び多様性の確保」を主軸に据える定款変更を行い、新生ＡＭＤとして

広範な活動を展開しています。 

なお、公益法人改革により平成 24 年４月１日付けで一般社団法人（移行法人）に移行しています。 



 

【役員名簿】 

理 事 長    

株式会社コーエーテクモホールディングス 代表取締役会長 襟川 惠子 非常勤 

副 理 事 長    

カドカワ株式会社 代表取締役会長 佐藤 辰男 非常勤 

日本エンタープライズ株式会社  代表取締役社長  植田 勝典  非常勤 

名誉顧問    

株式会社 KADOKAWA  取締役会長 角川 歴彦  非常勤 

専 務 理 事    

一般社団法人デジタルメディア協会 専務理事 村上 敬一 常勤 

理 事    

アスパイアビジョン株式会社 取締役副社長  布施 利之  非常勤 

株式会社インフォシティ 代表取締役  岩浪 剛太  非常勤 

株式会社インプレスホールディングス 執行役員 CPO 丸山 信人 非常勤 

株式会社 NHK エンタープライズ  上席執行役員  兄部 純一 非常勤 

株式会社角川アスキー総合研究所 代表取締役専務 福田  正  非常勤 

グーグル株式会社 
プロダクトパートナーシッップ本部  

出版コンテンツ アジア太平洋統括部長 
佐藤 陽一 非常勤 

株式会社講談社 ライツ事業局 局長 鈴木 伸育 非常勤 

株式会社スクウェア・エニックス・ 

                ホールディングス 
執行役員 西角 浩一  非常勤 

株式会社 TBS テレビ  執行役員 井川 泉 非常勤 

株式会社東北新社 取締役 岡本 光正 非常勤 

株式会社バンダイナムコホールディングス  取締役 大津 修二 非常勤 

株式会社ボイジャー  取締役  萩野 正昭  非常勤 

株式会社マーベラス 代表取締役会長 中山 晴喜  

特定会員  浜村 弘一  非常勤 

監 事           

トキワユナイテッドパートナーズ LLP  代表パートナー・税理士  鈴木 広典  非常勤 

森本紘章法律事務所  弁護士  森本 紘章  非常勤 

 
【会員数】 

正会員 49 社 
賛助会員 8 社 
合   計 57 社 
（平成 28 年 3 月 14 日現在） 
 

 

■ 本資料に関するお問い合わせ先 
一般社団法人デジタルメディア協会 
〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-9-4 五反田宏陽ビル 2F 
Tel: 03-5798-7101 Fax: 03-6277-3116 
E-mail: amd-award@amd.or.jp 
URL: http://www.amd.or.jp
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任天堂株式会社 株式会社バンダイナムコホールディングス 

カドカワ株式会社 株式会社コーエーテクモホールディングス 

株式会社スクウェア・エニックス 

株式会社東北新社 

株式会社ＮＴＴドコモ 

大和証券株式会社 

株式会社ＮＴＴぷらら 




