
2012年 3月 7日 

報道関係各位 

GMOアドパートナーズ株式会社 

株式会社 paperboy&co. 

「サノウラボ byGMO」主催 

ソーシャルグラフを利用したサービスを表彰する「Graph hackシード byGMO vol.1」  

最優秀作品が「Beatrobo」に決定 
 

GMO インターネットグループの GMO アドパートナーズ株式会社（代表取締役社長：高橋信太郎  以下、

GMO-AP）と、株式会社 paperboy&co.（代表取締役社長：佐藤健太郎 以下、paperboy&co.）が共同主幹を務めるソ

ーシャルメディアの研究開発機関「サノウラボ byGMO」が主催する「Graph hackシード byGMO vol.1」において、受

賞作品を 3月 6日に決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

■最優秀作品 

最優秀賞に選出された Beatrobo.Inc（代表取締役：浅枝大志 以下、Beatrobo）の「Beatrobo」は、自分の友達と

一緒にいるかのように音楽を楽しむことができる音楽サービスです。ソーシャルグラフを用いてフレンドの情報を取

得し、これまでにない音楽体験を友人と共有できる点、高いデザイン性と海外展開を視野に入れた今後の可能性

が高く評価され、受賞となりました。 

 

 

 

ｓ 

 

 

 

 

≪受賞者の Beatrobo.Inc 浅枝大志氏のコメント≫ 

「シード権をいただいたので、9月のGraph hackアワード最終選考会に向けて頑張りたいと思います。近いうちに、最

初の資金調達のニュースも発表できると思いますので楽しみにしていて下さい。今後ともよろしくお願いいたします。」 

 

■優秀作品（サービス名 50音順） 

当初、優秀賞は 2 作品を選出する予定でしたが、ノミネート選考で同点の作品があったため、優秀賞は 3 作品の

受賞となりました。 

作品名・サービス内容 応募者様 授賞理由 

CoffeeMeeting（コーヒーミーティング） 

http://coffeemeeting.jp/home 

お茶会マッチングサービス 

伴野 智樹 氏 

（個人） 

 

話題分類ができるタグ機能によって、最

近急増しているランチ系サービスの中

でも特色を出せている。 

「Beatrob」はロボット型のアバターを介して友達との音楽体験

をエンドレスに提供するソーシャル音楽コミュニティです。 

「Beatrobo」では、自分のアバターとして作成したロボットが

「Beatrobo」に非アクセス時でも、自分の代わりに音楽を通じた

様々なソーシャル活動を行なってくれるので、自分自身は受身

でコミュニケーションを楽しむことができます。Facebook API を

利用しており、友人の好みの楽曲を見つけて聞いたり、お勧め

の曲を教え合ったりなどの交流が可能で、音楽との出会いをよ

り簡単に、より楽しくします。 

現在「Beatrobo」は Facebook connect 限定でサービスを展

開しており、今後はアーティストとのコラボレーションなどを行う

ことでビジネス化を目指しています。 

http://coffeemeeting.jp/home
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Toksy（トクシー） 

http://www.toksy.jp/ 

物資支援サービス 

山下 博巨 氏 

（株式会社オンザボード） 

被災者支援サービスとして成立してい

る。 

ヒルカツ：新しい就職活動の形 

http://www.hirukatsu.com/ 

就職活動支援サービス 

山下 博巨 氏 

（株式会社オンザボード） 

 

新卒向け説明会で 25％の学生が認知し

ているなど高いシェアを獲得している。 

 

■各賞・副賞について  

最優秀賞受賞者には賞金 3万円と 2012年 9月に開催予定の「Graph hack アワード 2012 by GMO」最終審査

会へのシード権、優秀賞受賞者には賞金 3 万円が贈られます。また、受賞作品に対して「サノウラボ byGMO」が集

客・マネタイズ等の支援活動を行う予定です。 

 

【「Graph hackシード byGMO」総評・作品傾向分析】 

1） 2011年 12月 08日～2012年 2月 14日までのエントリー期間に、総計 10作品が集まりました。 

2） 応募作品の内訳は、個人が 4件、法人が 6件となりました。 

3） WEB サービスを通じて誰かと一緒に食事をしたり、人に会ったりする作品が複数見られました。（ソーシャルラン

チ派生サービスの増加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「Graph hackシード byGMO vol.1」について】      

「Graph hack シード byGMO」とは、新しいサービス、新しいビジネスの場として大きな可能性を秘めた分野である

ソーシャルグラフの発展を目的とした「Graph hackアワードbyGMO」の前哨戦となるプレイベントです。Twitter、mixi、

Facebook のソーシャルグラフを活用したプロダクトを表彰するイベントで、アワード本選より「投資家からの作品評

価」「開発者との対話・アドバイス」に重点を置いていているのが特徴です。 

「Graph hack シード byGMO vol.1」では、WEBサービス、アプリケーション、ガジェットなど「便利」で「楽しい」プ

ロダクトを 2011年 12月 8日から 2012年 2月 14日の期間に募集いたしました。 

そして 3月 6日に実施した審査会では応募者本人に作品のプレゼンを行っていただき、厳正な審査のもと、最優

秀賞（1作品）と優秀賞（3作品）を選出いたしました。審査結果の詳細、応募作品一覧、授賞式の模様は公式サイト

（URL：http://graphhackseed.sanowlabs.jp/）へ掲載予定です。 

 

 

＜審査会でのプレゼンの様子＞ ＜受賞者と審査員＞ 

http://www.toksy.jp/
http://www.hirukatsu.com/
http://graphhackseed.sanowlabs.jp/
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【「サノウラボ byGMO」概要】 

「サノウラボ byGMO」は、成長著しいソーシャルメディア領域において、特にソーシャルグラフを活用した新たな

サービスの研究・開発を行うため 2010 年 10 月に GMO アドパートナーズと paperboy&co.が主幹となり立ち上げ

た研究機関です。主な活動方針として次世代インターネット媒体の企画・開発、インターネットメディア企業への投

資・育成、インターネットメディアマネタイズ支援を行います。 

 

室長 高橋 信太郎（GMOアドパートナーズ株式会社 代表取締役社長） 

研究主幹 GMOアドパートナーズ株式会社 

株式会社 paperboy&co. 

協力会社 

（50音順） 

Exys株式会社 

株式会社インディソフトウェア 

ジンガジャパン株式会社 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【GMOアドパートナーズ株式会社】 （URL：http://www.gmo-ap.jp/） 

会 社 名 GMOアドパートナーズ株式会社 （JASDAQ 証券コード：4784） 

所 在 地 東京都渋谷区道玄坂 1丁目 16番 3号 渋谷センタープレイス 9階 

代 表 者 代表取締役社長 高橋 信太郎 

事 業 内 容 ■インターネット関連広告事業 

資 本 金 13億 156万円 

 

 

【株式会社 paperboy&co. 】（URL：http://www.paperboy.co.jp/） 

会 社 名 株式会社 paperboy&co.  （JASDAQ 証券コード：3633） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役社長 佐藤 健太郎 

事 業 内 容 ■ホスティング事業  ■EC支援事業  ■コミュニティ事業 

資 本 金 1億 2,086万円（2011年 12月末現在） 

 

【GMO インターネット.株式会社】 （URL：http://www.gmo.jp/） 

会    社    名 GMO インターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 

所    在    地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 

代    表    者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事  業  内  容 ■WEB インフラ・EC事業    ■インターネットメディア事業 

■インターネット証券事業    ■ソーシャル・スマートフォン関連事業 

資    本    金 20億円 

 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMOアドパートナーズ株式会社  経営企画部 立木 

TEL：03-5457-0916 FAX：03-5728-7701 

E-mail：mc-ir@ml.gmo-ap.jp 

●株式会社 paperboy&co. 社長室 広報担当 岡野・前田 

TEL：03-5456-2622  FAX：03-3780-2633 

E-mail：pr@paperboy.co.jp 

 
●GMO インターネット株式会社 グループ広報部 細田・石井 

TEL：03-5456-2695  FAX：03-3780-2611 E-mail：pr@gmo.jp 


