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デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー‘06／第 12 回 AMD アワード 

授賞作品決定のお知らせ及び授賞式の開催について 
 

 

 謹啓 新春の候、皆様方におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 また、平素は当協会の活動に対し多大なるご支援を賜りまして誠にありがとうございます。 

 さて、当協会ではデジタルメディア業界のより一層の発展を目指し、優秀なデジタルコンテンツ等の

制作者の方を表彰いたします『AMD Award』を制定しております。 

この度、第 12 回 AMD アワードの授賞作品を別紙の通り決定致しましたので、ここに謹んでお知らせ申

し上げます。 

 授賞作品は、会員及び各媒体の編集長様によるノミネート、そして、審査員の先生方の厳正な審査に

より選出されたもので、当にその年を代表するに相応しい力作ぞろいであると自負いたしております。 

 なお、当賞の受賞者の方々を、来る１月３１日（水）１８：００より、明治記念館「蓬莱」（港区元赤

坂 2-2-23 TEL：03-3403-1171）において、総務大臣ご臨席の下執り行います授賞式にてご紹介させて

いただきます。 

 

報道関係各社におかれましては、ご多忙中とは存じますが、是非ともご取材いただきますようお願い申

し上げます。                                       

謹白 

 

※第 12 回 AMD アワードおよび、社団法人デジタルメディア協会（略称：AMD）につきましてご不明な点

は、AMD 事務局までご連絡下さい。 

（TEL：03-3486-8311 FAX：03-3486-8388 E-mail:award@amd.or.jp） 

※受賞者名／受賞者プロフィール／コメントに関しましては、１月３１日（水）授賞式にて発表予定で

す。 

※当日、ご取材をいただける場合は、お手数ですが別紙の取材申込書にて 1月 29 日（月）までに AMD 事

務局まで FAX または、E-mail でお申し込み下さい。また、当日はプレス受付にお越し下さい。 

 

 
※また、過去の AMD アワードにつきましては、下記 AMD ホームページをご参照下さい。 

 
www.amd.or.jp 



 

 
Digital Contents of The Year’06 

■デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'06／第１２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'０６／第１２回 AMD アワード 

主 催： 社団法人デジタルメディア協会（略称／AMD） 

協 賛： 各 社 

後 援： 総務省 

ノミネート期間： 平成 18 年 11 月 10 日（金）～平成 18 年 12 月 8 日（金）  

発 表： 平成 19 年 1 月 25 日（木）（大賞、各部門賞他）       

授賞式： 日 時／平成 19 年 1 月 31 日（水） 18：00～ 

 会 場／明治記念館「蓬莱」  出席者／300 名（予定）   

 

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、デジタル作品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。「AMD アワード」は、１年間に発売または発表さ

れた国内のデジタル作品の中から優秀作品を選び、その作品の制作者の功績を讚えるものです。 

 

対象作品： 

平成 18 年 1 月 1 日より平成 18 年 12 月 31 日の間に日本国内において発売・発表（予定を含む）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のコンテンツ及

びサービス。 

 

審査方法：   

実行委員会の指名する第 12 回 AMD アワード・ノミネーターにより推薦される作品を別に組織する審査会

《審査員長：浜野保樹（東京大学大学院教授）》にて審議し、各賞を決定します。 

 

賞の内容：  

1）大賞／総務大臣賞（該当 1 作品の制作者） 

◆Digital Contents of The Year'06 The AMD Grand Prize ～総務大臣賞～ 

2）部門賞（各部門該当 1 作品の担当者） 

～コンテンツ～  

◆Best Producer   企画・製作分野で最も優れた功績を挙げた個人・団体  

◆Best Director 制作・演出分野で最も優れた功績を挙げた個人・団体 

◆Best Visual Designer 映像分野で最も優れた功績を挙げた個人・団体 

～ビジネスモデル～  

◆Best Platform Producer コンテンツのサービスや基盤技術で最も優れた功績を挙げた個人・団体  

◆Best Network Producer コンテンツのネットワーク流通で最も優れた功績を挙げた個人・団体 

3）功労賞（若干名） 

4）江並直美賞（若干名） 

5）リージョナル賞（該当 1 作品の企画団体） 

 

賞 品：平成 19 年 1 月 31 日（水）授賞式にて発表 



デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’06／第 12 回 AMD アワード 

授賞作品一覧 
 

 

※各賞の授賞は、基本的に制作者個人・団体を対象とし、必ずしもここに書かれている会社が受賞され

るわけではありません。具体的な各賞の受賞者は、2007 年 1 月 31 日（水）授賞式にて発表いたします。 

※取材窓口ご担当者様のお名前の敬称は省略させていただいております。 

※各作品についての詳細は、取材窓口のご担当者様宛てにお問い合わせ下さい。 

 

 
■ 大賞【総務大臣賞】The AMD Grand Prize 
 

 作  品： 時をかける少女 

 会  社： 株式会社 角川書店 

 取材窓口： ㈱角川ヘラルド 宣伝部 小林 剛（こばやし たけし） 

       TEL：03-3514-1556   FAX： 03-3514-1546 

       E-Mail：Kobayashi@kadokawa-herald.co.jp 

 

 

■ 部門賞 
 

～コンテンツ～ 

 

▼ Best Producer 
 作  品： スーパーエッシャー展 ある特異な版画家の軌跡 

 会  社： 日本テレビ放送網株式会社 事業局 

 取材窓口： 日本テレビ放送網株式会社 事業局イベント事業部  

                    大山 麻沙美（おおやま あさみ） 

       TEL：03－6215－3002  FAX：03－6215－3001   

       E-Mail：asami827.stf@ntv.co.jp 

 
▼ Best Director 
 作  品： 時をかける少女 

 会  社： 株式会社 角川書店 

 取材窓口： ㈱角川ヘラルド 宣伝部 小林 剛（こばやし たけし） 

       TEL：03-3514-1556   FAX： 03-3514-1546 

       E-Mail：Kobayashi@kadokawa-herald.co.jp 

 

 

▼Best Visual Designer  

 作  品： やわらか戦車 
 会  社： 株式会社ファンワークス 

 取材窓口： ㈱ファンワークス 代表取締役 高山 晃（たかやま あきら） 

 TEL：03－3405－0407  FAX：03－5772－7205        

 E-Mail：takayama@fanworks.co.jp 

 



～ビジネスモデル～ 

 

▼Best Platform Producer 
 

 作  品： BookSurfing  
 会  社： 株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティ  

 取材窓口： 株式会社ボイジャー 広報 鎌田 純子（かまた じゅんこ） 

       TEL：03－5467－7070  FAX：03－5467－7080    

        E-Mail：info@voyager.co.jp 

 

▼Best Network Producer 
 

 作  品： ナップスター 

 会  社： ナップスタージャパン株式会社 

 取材窓口： タワーレコード株式会社 企画室グループ 広報室  

                   矢河 立朗（やがわ たつろう） 

         TEL：03－3496-5009  E-Mail：press@tower.co.jp                                  

 

■ 功労賞 The Life Achievement Award 
 

       宮本 茂 氏 

 

 取材窓口： 任天堂株式会社 広報室  

       TEL：075－662－9600   FAX：075-662-9540         

 

 

■ 江並直美賞（新人賞） The Naomi Enami Award 
 

中村 勇吾 氏 
 

 取材窓口： AMD アワード実行委員会 事務局長 丹呉 競（たんご きそう） 

       TEL：03-3486-8311  FAX：03-3486-8388  E-Mail：award@amd.or.jp 
 

 

■ リージョナル賞 The Regional Achievement Award 
 

       阿蘇インターネット放送局「ＷＥＢＴＶ－ＡＳＯ」 

 取材窓口： 阿蘇市役所 情報推進課 高野 勝則（たかの かつのり） 

 TEL：0967－22－3253  FAX：0967－35－4855 

 E-Mail：jyouhou-@city.aso.lg.jp 

 

 

 
<本資料に関するお問い合せ先> 

AMD アワード実行委員会事務局 

（社団法人デジタルメディア協会事務局内） 

〒150-0001 渋谷区神宮前 5-9-25 SQUARE25 

TEL 03-3486-8311 FAX 03-3486-8388 

E-mail:award@amd.or.jp 

URL:  http://www.amd.or.jp/ 

mailto:award@amd.or.jp

