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************************************************************************************* 
 
アイティメディアとzoome、iPhone 3G用のアプリケーションを動画で紹介する新企画をスタート

～「iPhone アプリ動画アワード」を開催。12 月 12 日（金）より募集開始～ 
 
************************************************************************************* 
 
アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大槻利樹、東証マザーズ、

証券コード：2148）と、zoome（ズーミー）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社

長：工藤純平）は、12 月 1 日、アップル社の「iPhone™ 3G」用のアプリケーションを動画で

紹介する企画をスタートします。 
 
本企画は、アイティメディアが投稿型動画コミュニティ「zoome（ http://www.zoome.jp/ ）」と

共同で、編集者によるレビュー記事と一般ユーザーから投稿された動画によって iPhone 用のア

プリケーションを紹介するものです。その第一弾として、「iPhone アプリ動画アワード」を開催

し、12 月 12 日（金）より募集を開始します。 
 

 
「iPhone アプリ動画アワード」概要ページ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
「iPhone アプリ動画アワード」では、iPhone 用のアプリケーションを使用したオリジナルの動

画作品を一般の方から募集します。応募者は、公開されている iPhone 用のアプリケーションか

ら好みのアプリケーションを選び、紹介レビューとして自身で撮影した動画を「zoome」に投稿

します。投稿された動画はアワードへの応募作品としてエントリーされ、優秀作品には豪華な賞

品を用意しています。 
 
さらに、アイティメディアの運営する「ITmedia ＋D（プラスディ）Mobile」内に「ITmedia App 
Town（アップタウン、http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/apptown ）」、同時に「zoome」内には

「zoome App Town（http://www.zoome.jp/apptown）」を開設。アワードの募集が始まる 12 月

12 日からは両サイトが連動し、iPhone用アプリケーションの情報ポータルとなります。



 

iPhoneは、iTunes Store®（*1）内の「App Store」を通じて有償・無償のアプリケーションを

購入・ダウンロードする仕組みによって、日本では 9,480 本のソフトウェアが取りそろえられ

ています（2008 年 11 月 30 日現在）。しかしながら一般のユーザーにとっては、多数のアプリ

ケーションのうちどれが自分の希望に沿ったものなのか判断しづらい状況にあります。 
 
そこで、アイティメディアと zoome は、iPhone 用のアプリケーションに関する情報をわかりや

すく提供したいと考え、アイティメディアの編集者によるレビュー記事と「zoome」のコミュニ

ティ機能を生かした一般ユーザーからの動画投稿を連動させた本企画の開始に至りました。なお、

多くのアプリケーションは iPod® touch でも利用可能です（一部利用できないものも含む）。 
 
 

「iPhone の大きな魅力の一つは 1 万本近くにおよぶアプリケーションの世界です。しかし市場

黎明期の今、アプリに関する情報はほとんどありません。当社は本企画を通じて iPhone アプリ

の素晴らしい世界を、iPhone 利用者のみならず購入を検討している多くの人々に伝えていきた

いと考えています」（代表取締役社長 大槻利樹） 
 

アイティメディアと zoome は、今後も次世代モバイルプラットフォームのための情報提供を積

極的に推進します。 
 
 

 

【「iPhone アプリ動画アワード」概要】 

 

■名 称 「iPhone アプリ動画アワード」 
■主 催 「ITmedia App Town」（アイティメディア株式会社） 
■内 容 iPhone 3G 用のアプリケーションを使用したオリジナル動画作品を募集し、優秀作品を 
  選出。入賞者には賞品を提供します。 
■期 間 2008 年 12 月 12 日（金）～2009 年 2 月。※応募締め切りは、2009 年 1 月 20 日（火）

 
■募集要項 詳細は「アワード概要（ http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/apptown/award.html ）」参照 

 

♦ 募集内容： iPhone 3G 用のアプリケーションを使用したオリジナル動画作品 
  （他のサイトからの転載は禁止。1 コンテンツの容量は 200MB 以内） 
 
♦ 応募資格： プロ、アマ、年齢、性別、国籍など一切不問 
 
♦ 応募方法： 以下の手順で応募してください。 
    （1）レビューしたい iPhone 3G 用のアプリケーションを選ぶ  
    （2）レビューしているところを動画で撮影  
    （3）撮影した動画を「zoome（ http://www.zoome.jp/ ）」に投稿 
    「zoome」に動画が投稿されたことをもって、本アワードへのエントリーとなります。 
 
♦ 応募作品規約：応募者自身が撮影・創作した、オリジナルで未発表の作品であること 
   肖像権その他諸権利を侵害していない作品であること。 
 

※エントリー作品は、「ITmedia」サイトの編集記事として取り上げさせていただく場合があります。

※その他の規約は、http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/apptown/award.html をご参照ください。 



 

♦ 審査基準： iPhone 3G とアプリケーションの魅力を引き出している作品であること 
 
♦ 応募期間： 2008 年 12 月 12 日（金）～2009 年 1 月 20 日（火） 

 
♦ 結果発表： 2009 年 2 月（予定）。「ITmedia ＋D Mobile」にて紹介します 

 
♦ 賞 品：  ・最優秀賞： 賞金 10 万円 ＋ Apple「13 インチ MacBook」1 名様 

   ・優秀賞： 賞金 5 万円 2 名様 
   ・特別賞： SANYO フルハイビジョンデジタルムービーカメラ「Xacti」1 名様 
   ・特別賞： Apple「Final Cut Express」2 名様 
   ・特別賞： iPhone 対応のヘッドセット 6 名様（協力：株式会社オーディオテクニカ）  
   ・特別賞： iTunes ギフトカード 1,000 円分×200 名様  

 
♦ 審査員：  松尾公也（「ITmedia」編集部）、園部 修（「ITmedia ＋D Mobile」編集長）、 

 斎藤健二（「ITmedia Biz.ID」編集長）、 
 松村太郎氏（ジャーナル・コラムニスト）、林 信行氏（IT ジャーナリスト）ほか 
 

♦ 応募に関する問い合わせ： 
「iPhone アプリ動画アワード」事務局 Email: apptown-award@ml.itmedia.co.jp 

 

 

*1 iTunes Store® 
アップルが提供する無償の PC 用ソフトウェア「iTunes」と連携したオンラインショップ。音楽、動画、ゲームなどの

コンテンツを扱う。iPhone と iPod touch 用のアプリケーションを iTunes Store 内の App Store から購入しダウンロー

ドできる。無償のアプリも多数用意されている。 
 

※iPhone は Apple Inc.の商標、iTunes Store、iPod は Apple Inc.の登録商標です。  

以上 
 
■アイティメディア株式会社について http://corp.itmedia.co.jp/ 
IT関連分野を中心とした情報やサービスを提供する、インターネット専業のメディア企業。月間約 1,000
万人のユニークユーザーを擁し、IT総合情報ポータル「ITmedia（ http://www.itmedia.co.jp/ ）」、ITエキ

スパートのための問題解決メディア「＠IT（アットマーク・アイティ、http://www.atmarkit.co.jp/ ）」を

はじめ、ターゲット別に数多くのウェブサイトを運営。ITとその隣接領域を中心に、各分野の専門的なコ

ンテンツをいち早く提供します。[東証マザーズ、証券コード：2148] 
 
■zoome 株式会社について http://www.zoome.co.jp/ 
投稿型の動画コミュニティ「zoome（ http://www.zoome.jp/ ）」を運営。「zoome」ではユーザーが自分だ

けの「公式サイト」を持って作品を発表できるほかソーシャルネットワーク機能でユーザー同士で交流を

図れる機能が充実しているのが特色。「zoome」へのすべての投稿は、H.264/HE-AAC 方式で自動変換し、

高音質・高画質で動画をネットに公開することが可能です。さらに、画面上にフキダシや字幕を入れるこ

とのできるテロップ機能、コミュニティで動画を共有したりコンテストを開催できるサークル機能などを

備え、順調にアクセスを伸ばしています。 
 
＜本件に関するお問い合わせ＞ 
アイティメディア株式会社 広報担当 
電話：03-4500-4360 Email：pr@sml.itmedia.co.jp 

http://www.itmedia.co.jp/
http://www.atmarkit.co.jp/

