ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー表彰実績一覧
２００３年 【第１５回表彰】
＜システム分野＞
〔ＡＤ−ＰＯＷＥＲｓシリーズ〕
大日本印刷（株）
＜ビジネス・アプリケーション分野＞
〔サイボウズ ガルーン〕
サイボウズ（株）
＜エンジニアリング部門＞
〔高速・高安定型連立一次方程式計算ソルバ
（株）ヴァイナス
SuperMatrixSolver〕
＜ソーシャル／ライフ部門＞
〔Ｕ携帯型会話補助装置 トークアシスト
明電ソフトウェア（株）
２００１年 【第１３回表彰】
＜システム分野＞
〔ＰＣＧＡＴＥ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｖｅｒ．１．０〕
日本電気（株）
＜ビジネス・アプリケーション分野＞
〔Kacis Publisher／Kacis〕
（株）カシス､（株）メディアヴィジョン
〔３ＤオフィスデザイナーＰＲＯ〕
メガソフト（株）
＜エンジニアリング部門＞
〔ＦＪＶＰＳ（バーチャルプロダクトシミュレータ）
富士通（株）
＜ソーシャル／ライフ部門＞
ジャストシステム(株)
〔一太郎スマイルシリーズ〕
〔江戸東京重ね地図〕 (株) エーピーピーカンパニー
１９９９年 【第１１回表彰】
＜システム分野＞
（株）東芝
〔Ｎｅｔｗｏｒｋ ＣｒｙｐｔｏＧａｔｅ〕

２００２年 【第１４回表彰】
＜システム分野＞
〔ＤａｔａＳｐｉｄｅｒシリーズ〕
（株）アプレッソ
＜ビジネス・アプリケーション分野＞
〔多次元高速集計レポーティングツール Ｄｒ．Ｓｕｍ〕
翼システム（株）
＜エンジニアリング部門＞
（株）トヨタケーラム
〔Ｃａｅｌｕｍ ＸＸｅｎ〕
＜ソーシャル／ライフ部門＞
(株) フォーラムエイ
〔ＵＣ−ｗｉｎ／Ｒｏａｄ〕
ト
(株) アニモ
〔ＦｉｎｅＳｐｅｅｃｈ〕
〔ＬｉｖｅＣｒｅａｔｏｒ Ｖｅｒ．３〕
(株) レイル
２０００年 【第１２回表彰】
＜システム分野＞
富士通（株）
〔IntelligentSearch〕

＜ビジネス・アプリケーション分野＞
サイボウズ（株）
〔サイボウズ Office〕
＜エンジニアリング部門＞
〔生産ライン構築ソフトウェア「ＡＳＴＭＡＣ」〕
横河電機（株）
＜ソーシャル／ライフ部門＞
〔歌で覚えるはじめての手話シリーズ〕
東京システムハウス
(株)
三洋電機(株)
〔Panorama Boutique〕
１９９８年 【第１０回表彰】
＜システム分野＞
〔情報検索システム「Justsystem ConceptBase Search20/1000」〕
（株）ジャストシステム
＜ビジネス・アプリケーション分野＞
〔ＶｉａＶｏｉｃｅ ９８ 日本語版〕
日本アイ・ビー・エム（株）
〔ＳＣＭ(ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ管理)実行システム ＳＣＭＪ〕
＜ビジネス・アプリケーション分野＞
日立エンジニアリング（株）
〔ＤｏｃｕＷｏｒｋｓ Ｖｅｒ．３．０〕
富士ゼロックス（株）
＜エンジニアリング部門＞
〔簡単マルチメディア・オーサリング・ツール「コンダク太４」〕
アスプローバ（株）
〔ＡＳＰＲＯＶＡ〕
日本システムウェア（株）
＜ソーシャル／ライフ部門＞
＜エンジニアリング部門＞
〔3DCG統合ソフト「Ｓｈａｄｅ(ｼｪｰﾄﾞ)Ｒ３」ｼﾘｰｽﾞ〕
〔ＣＡＤＣＥＵＳ〕
日本ユニシス（株）
エクス・ツールス
＜ソーシャル／ライフ部門＞
(株)
〔両眼視機能検査ｿﾌﾄｳｪｱ３ＤﾏﾙﾁﾋﾞｼﾞｮﾝﾃｽﾀｰＭＶＴ−２００〕
三洋電機（株）
〔ＸＧｗｏｒｋｓ Ｖ２．０〕〕
ヤマハ（株）
〔Ｎａｔｉｖｅ Ｗｏｒｌｄ〕
(株)沖北陸システム開
発
１９９７年 【第９回表彰】
１９９６年 【第８回表彰】
＜システム分野＞
＜システム分野＞
〔ＱＵＯＶＩＳ−ＡＵＴＨＯＲ〕 ソフマップ フューチャーデザイン（株）
〔ＬａｎＳｃｏｐｅＦＯＲ〕
エムオーテックス（株）
＜ビジネス・アプリケーション分野＞
＜ビジネス・アプリケーション分野＞
〔「超」ファイリングシステム〕
（株）サピエンス
〔ＤａｔａＮａｔｕｒｅ〕
（株）エヌジェーケー
＜エンジニアリング部門＞
＜エンジニアリング部門＞
〔ＦＥＭｓｔaｒ ３Ｄ ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ〕
東電ソフトウェア（株）
〔ＣｙｂｅｒＷａｌｋｅｒ〕
（株）東洋情報システム
＜ソーシャル／ライフ部門＞
＜ソーシャル／ライフ部門＞
〔９５Ｒｅａｄｅｒ〕
日本障害者雇用促進協会
〔Ｍｅｄｉａｃｈｅｆ／ＣＵＴ ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ〕
（株）日立製作
（株）システムｿﾘｭｰｼｮﾝセンターとちぎ
所
（株）リコー
〔想い出オルゴールWindows版 Ver2.0〕
ダットジャパン（株）
〔自動書籍朗読システム「よみとも」〕 タウ技研（株）
〔手話学習用のマルチメディアＣＡＩ「手話マスター」〕（株）ライテック
リコーシステム開発（株）（鹿児島）
〔キワラのタイピングアドベンチャー〕 日本データパシフィック(株)
ＴＹＰＥＱＵＩＣＫＬＴＤ
（オーストラリア）
１９９５年 【第７回表彰】
１９９４年 【第６回表彰】
＜システム分野＞
＜行政・福祉部門＞
〔Ｊｏｉｎｕｓ−ＰＣシリーズ〕
（株）オーエスケイ
〔自治体向け福祉総合ｼｽﾃﾑ『ＳＷＡＮ』〕
（株）システムウェーブ
〔 Ｉｎｆｏｗｏｒｋｓ〕
（株）野村総合研究所
〔建築確認申請書作成プログラム〕 （財）建築行政情報化セン
＜ビジネス・アプリケーション分野＞
ター
〔 ＮｅｔＳｕｒｆｅｒ／ｅｊ〕
（株）ノ ヴ ァ
建築確認支援システム運用協議会
＜エンジニアリング部門＞
＜一 般 部 門＞
〔ＩＣＡＤ／ＭＸ〕
富 士 通（株）
〔ＥａｓｙＦａｘ〕
エー・アイ・ソフト（株）
＜ソーシャル／ライフ部門＞
〔ＴＩＰＰＬＥＲ〕
日本ユニシス（株）

〔ビジュアル・アレンジャー〕
〔スコアリーダー〕

ヤ マ ハ（株）

究所

ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー表彰実績
1９９３年 【第５回表彰】
１９９２年 【第４回表彰】
＜マルチメディア対応部門＞
＜福祉部門＞
〔ＭＥＤＩＡ Ⅳ〕
（株）富士通ソーシャルｻｲｴﾝｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘ
〔ＡＯＫ点字日本語ワープロ〕
〔ＧＡＩＮＭＯＭＥＮＴＵＭ〕
伊藤忠ﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ（株）
〔ＶＤＭ１００〕
＜パーソナル利用部門＞
＜知識情報処理部門＞
〔クックメイトV2.0〕
（株）夢 工
〔ＡＳＴＲＡＮＳＡＣ〕
房
＜セキュリティ部門＞
＜福祉部門＞
〔ＳａｆｅＷｏｒｄ〕
〔発声発語訓練システム〕
松下通信工業（株）
＜意志決定支援部門＞
＜教育部門＞
〔ＳＹＳＴＥＭ Ｗ〕
〔ロゴライター・小学校キット〕
ロゴジャパン（株）
〔水 彩〕
ＮＴＴデータ通信（株）
１９９１年 【第３回表彰】
＜一般部門＞
〔Ｍ Ｒ Ｄ Ｂ
Ｖ４〕
ＴＤＣｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）
〔Microsoft Windows Version3.0〕
マイクロソフト（株）
＜財務・会計部門＞
〔三代目大番頭〕
(株)ｼｽﾃﾑﾊｳｽ ﾐﾙｷｰｳｪｲ
〔ＰＣＡ会計Ⅱ Ｖ２．０〕
ピーシーエー（株）
〔ＴＯＰ財務会計エキスパート２〕
(株)ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
＜社会・産業教育部門＞
〔ＮｉｈｏｎｇｏＷａｒｅ １〕

(株)ｱﾘｱﾄﾞﾈ･ﾗﾝｹﾞ-ｼﾞ･ﾘﾝｸ

〔ＥＡＳＹＴＲＩＥＶＥ ＰＬＵＳ
〔ロータス１−２−３〕
〔一

太

郎〕

（株）パンソフィック
ロータス（株）
（株）ジャストシステム

(株)高知システム開発
斎 藤 正 夫
(株）東 芝
(株）メトロ
(株)ソフトウエア・エージー

１９９０年 【第２回表彰】
＜一般部門＞
〔Ｂride／Ｈappiness〕
〔毛 筆 わ ー ぷ ろ〕

(株)平和情報センター
富士ソフトウェア（株）

＜ＣＡＤ部門＞
〔ＣＡＤＳＵＰＥＲ ＳＸⅢ〕

１９８９年 【第１回表彰】

（株）野村総合研

アンドール（株）

