※本リリースは、シックス・アパートおよびアジャイルメディア・ネットワークの
両社より重複して配信される場合がございますので、予めご了承ください。

＜プレスリリース資料
プレスリリース資料＞
資料＞

「アルファブロガー・
アルファブロガー・アワード 2007」
2007」の受賞者15
受賞者15名
15名を発表
～ 社会問題から
社会問題から金融
から金融、
金融、医療、
医療、法律など
法律など、
など、幅広い
幅広い分野で
分野で評価の
評価の高いアルファブロガーを
アルファブロガーを選出 ～
2007 年 12 月 10 日
アルファブロガー運営委員会
アルファブロガー運営委員会＜事務局：シックス・アパート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：
関 信浩）／アジャイルメディア・ネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：坂和 敏
以下、AMN）＞は、質の高いブロガーの発掘とブログの普及を目的としたコンテスト「アルファブロガ
ー・アワード 2007」を実施し、2007 年 12 月 7 日（金）のオフライン・イベント会場にて結果発表を行いま
した。

「アルファブロガー・アワード 2007」に選ばれたのは、以下の 15 名のブログです。

● bogusnews さん『
さん『ボーガスニュース』
ボーガスニュース』

http://bogusne.ws/

どんなニュースサイトも掲載していない真実を唯一発信し続ける、まったく新しいタイプの情報発信基
地
● COODOO さん『
さん『DIGITAL DJ』
DJ』

http://www.digitaldj.jp/

海外のデザイン的に面白いニュースを伝えるブログ
● geek さん『
さん『アキバ Blog』
Blog』

http://www.akibablog.net/

アキバのお店の POP・フィギュア・漫画・DVD・CD・同人誌・コスプレ・ゲーム・事件・イベントなどを日々
取材しているブログ
● kitanotakeshi55 さん『
さん『中年金融マン
中年金融マン ぐっちー
ぐっちーさんの金持
さんの金持ちまっしぐら
金持ちまっしぐら』
ちまっしぐら』
http://blog.goo.ne.jp/kitanotakeshi55
ウォールストリートで 20 年生き残ってきたノウハウを開示、日々のマーケット・社会情勢を分析している
ブログ
● kitihantai555 さん『
さん『ちゅら海
ちゅら海をまもれ！』
をまもれ！』

http://blog.livedoor.jp/kitihantai555/

少しでも多くの人に辺野古(沖縄)の事を知ってもらうためにというコンセプトで運営されているブログ
● medtools さん『
さん『レジデント初期研修用資料
レジデント初期研修用資料』
初期研修用資料』

http://medt00lz.s59.xrea.com/blog/

臨床研修、過誤防止から、医療に関する嫌な話や小話などを取り上げているブログ
● Yosyan さん『
さん『新小児科医のつぶやき
新小児科医のつぶやき』
のつぶやき』

http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/

医療崩壊などの問題に関する現場からのレポートと所感

● 大杉 謙一さん
謙一さん『
さん『おおすぎ Blog』
Blog』

http://blog.livedoor.jp/leonhardt/

会社法・金融商品取引法等の研究から派生したアイデア・思い付きの備忘録として運営されているブ
ログ
● 天漢日乗さん
天漢日乗さん『
さん『天漢日乗』
天漢日乗』

http://iori3.cocologhttp://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/

さまざまな社会的ニュースを深く掘り下げているブログ
● 貞子さん
貞子さん『
さん『貞子ちゃ
貞子ちゃんの
ちゃんの連
んの連れ連れ日記』
日記』

http://diary.jp.aol.com/uvsmfn2xc/

金融リテラシーについての話題を、極力専門用語を使わずに、なるべく分かりやすい『話し言葉』で説
明するブログ
● 葉玉 匡美さん
匡美さん『
さん『会社法であそぼ
会社法であそぼ。』
であそぼ。』

http://kaishahou.cocologhttp://kaishahou.cocolog-nifty.com/

会社法起草に携わった弁護士の著者が、軽やかに会社法とつきあうブログ
● パルモさん
パルモさん『
さん『ザイーガ』
ザイーガ』

http://blog.livedoor.jp/parumo_zaeega/

海外を中心とした情報を独特の視点でセレクト
● 美爾依さん
美爾依さん『
さん『カナダ de 日本語』
日本語』

http://minnie111.blog40.fc2.com/

カナダで日本語を教える著者が、主にカナダから見た日本の政治問題や時事問題について書いてい
るブログ
● 山口 利昭さん
利昭さん『
さん『ビジネス法務
ビジネス法務の
法務の部屋』
部屋』

http://yamaguchihttp://yamaguchi-lawlaw-office.wayoffice.way-nifty.com/weblog/

企業法務、企業会計関連、コーポレート・ガバナンスなどをテーマに運営するブログ
● りばてぃ♪
りばてぃ♪さん『
さん『ニューヨークの
ニューヨークの遊び方』

http://nyliberty.exblog.jp/
http://nyliberty.exblog.jp/

ガイドブックとはまた一味違ったニューヨークの旬の情報やとっておきのネタを現地から発信している
ブログ

「アルファブロガー・アワード 2007」では、約 60 人のアルファブロガー候補者に対して、2007 年 11 月１
日から 12 月 2 日（日）にわたる約 1 ヶ月の投票期間に、約 6,000 ものオンライン投票をいただきました。
ボランティアのメンバーのみで運営されていた前回までに比べ、投票数で約 10 倍の規模になり、国内
でも有数のブログ関連のアワードに成長しました。

12 月 2 日（日）の投票締め切り後、得票と、Google ページランクやはてなブックマーク数、テクノラティ
被リンク数などのオープンな指標を勘案して、最終的に 15 名を選出したものです。結果発表のオフラ
イン・イベントは、約 200 名の参加者を集め、六本木スーパー・デラックスで開催されました。

アルファブロガー運営委員会では、今後も「アルファブロガー・アワード」を継続して実施し、良質な情
報や面白いコンテンツを公開しているブロガーを発掘・評価する場を提供すると共に、有益なブログを

探している方々に参考になるブログをご紹介していく予定です。また、「アルファブロガー・アワード」を
通じて、国内におけるブログのさらなる普及を推進し、ブログの可能性や楽しさをより多くの皆様に理
解していただけるよう、技術およびサービス面でも貢献してまいります。

■「アルファブロガー・アワード 2007」について
「アルファブロガー」とは、多くの人に影響を与えているブログの書き手のことです。日本におけるアル
ファブロガーを探す試みとして、これまでも 2004 年から年に一度、FPN ニュースコミュニティを中心とす
るボランティアのメンバーによってアルファブロガー投票企画が運営されてきましたが、第 4 回目となる
今回は、シックス・アパートと AMN が事務局を務めるアルファブロガー運営委員会により、新たに「ア
ルファブロガー・アワード」として開催しました。

●主催： アルファブロガー運営委員会
（事務局：シックス・アパート株式会社／アジャイルメディア・ネットワーク株式会社）

●協賛： ソニー株式会社「FLO:Q（フローク）」 http://floq.jp
※「FLO:Q」は、ブログやパソコンと連携したアプリケーションである「ウィジェット」をユーザーに無料で
提供するサービスです。今回、「FLO:Q」は『アルファブロガー・アワード 2007』専用のブログパーツ
を提供しています。

「アルファブロガー・アワード 2007」の詳細はこちら：
http:// alphabloggers.com/

■シックス・
シックス・アパート社
アパート社について
シックス・アパート株式会社は、米シックス・アパート（本社：カリフォルニア州サンフランシスコ）の日本
法人として、法人向けから個人向けまで幅広いブログ・ソリューションを提供しています。ウェブサイト
の管理機能（CMS 機能）などを備えたブログ・ソフトウェア「Movable Type」は、世界中の企業ユーザー
の広報、ウェブ・マーケティングツールとして採用されています。また、同等の機能を ASP 型で手軽に
利用できる「TypePad Japan」、企業内外の情報共有向けとして Movable Type を社内システムと連携
しやすく機能強化した「Movable Type Enterprise」を販売しています。全国 250 以上の加盟企業を誇る
パートナー制度「ProNet」に加盟するパートナー企業を通じて、最新のウェブ/ブログ・ソリューションを
お届けしています。
また、個人向けのブログ・サービスとして、コミュニティ（SNS）機能を強化し、動画や音楽などを安全に
共有できる無料ブログ・サービス「Vox 日本語版」を提供しているほか、TypePad の OEM 版により、ニ
フティの「ココログ」や NTT コミュニケーションズの「ブログ人（じん）」をはじめ、多くの ISP 企業にサー
ビスを提供しています。
シックス・アパート社についての詳しい情報は、企業ブログ（www.sixapart.jp）をご覧ください。

■アジャイルメディア・ネットワーク（AMN）について
AMN は 2007 年 2 月に設立された日本初の本格的ブログネットワーク運営会社です。国内の有力ブ
ログをネットワーク化し、厳選された企業の広告を配信・掲載することにより、質の高いブログの書き
手を支援すると共に、情報感度の高い読者に効率的にリーチする手段を企業に提供します。2007 年
10 月現在、AMN のネットワークには 40 のブログが参加しています。 http://agilemedia.jp/

■プレスリリースに
プレスリリースに関するお問
するお問い合わせ窓口
わせ窓口
＜アルファブロガー運営委員会 事務局＞
シックス・アパート株式会社 広報担当
電話番号：03-5549-2171（広報）
電子メール：pr@sixapart.jp

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
電話番号：03-5772-7764
電子メール：press@agilemedia.jp

