
 

 

 

 

プレスリリース  

2014 年 6 月 5 日 

AvePoint Japan 株式会社 

 

※ 本プレスリリースは、AvePoint 本社が米国時間 2014 年 6 月 3 日 に発表したプレスリリースの抄訳版です。  

 

同賞の "Microsoft Office and SharePoint App Developer" 部門では AvePoint もファイナ

リストにノミネートされました。 

 

次世代ソーシャル コラボレーション プラットフォームを対象に、エンタープライズクラスのビッグデータ管理、ガバナンス、

コンプライアンス実現のためのソフトウェア ソリューションを提供する AvePoint (本社:米国ニュージャージー州ジャー

ジーシティ) は本日、行政など公共機関に特化した関連会社 AvePoint Public Sector (APS) による 2014 

年度 Microsoft Partner of the Year 賞の受賞を発表しました。今回は同賞における "Public Safety and 

National Security" (国家安全保障) 部門での受賞となり、AvePoint もまた同賞の "Microsoft Office an

d SharePoint App Developer" (Microsoft Office および SharePoint アプリ開発) 部門においてファイナ

リストにノミネートされました。Microsoft 社のパートナーとしてグローバルに展開し、Microsoft テクノロジーを駆使し

てイノベーションと顧客ソリューションを提供してきた当社の活動が評価されたことになります。  

 

APS CEO の Chris Foreman は、「APS は政府機関に特化した技術ソリューションを提供するべく尽力してきま

した。今回の Microsoft Partner of the Year 賞の "Public Safety and National Security" 部門での

受賞は当社の努力が認められた証しだと考えています」 と、述べています。「市民の情報をセキュアに保つことや、電

子政府化要件を満たせるよう各部署を最新の状態に保つなど、AvePoint ではあらゆるレベルの官公庁のニーズに

対応した最適なコラボレーションを提供しています」 

 

本賞は多くの部門から成り、受賞企業は 117 の国と地域の 2,800 件以上の候補の中から選ばれます。2014 

年度 Microsoft Partner of the Year 賞のうち APS が受賞した "Public Safety and National Securit

y" 部門は、国家の安全保障を担う様々な機関に対し、重要機密情報を抱える SharePoint 環境の保護、管

理、最適化を実現した組織を対象としています。APS が提供するソリューションを活用することで、政府機関はセキ

ュリティ上の不備やデータの漏洩、個人情報の管理、電子政府化の要件に対する安全なアプローチなどの問題を解

決するだけでなく、クロス ドメイン管理の効率化やモバイル作業を強化することが可能になります。 

 

AvePoint Public Sector、2014 年度 Microsoft Partner of the Year 賞の 

"Public Safety and National Security" 部門で受賞 

http://www.avepoint.com/
http://www.avepointpublicsector.com/


AvePoint 共同設立者および共同 CEO の Tianyi (TJ) Jiang は、「今回 Microsoft 社よりこのような賞をい

ただくことができ、非常に喜ばしく思っています。今回の受賞は、今日多くの組織が直面している様々な問題に対して

ソリューションを提供し続けてきた当社の取り組みが認められたものと考えています」 と、述べています。「 AvePoint 

では、『エンタープライズ レベルの完全なコラボレーション』 の推進があらゆる業界での成功のカギになると考えていま

す。当社が開発するすべての製品は一貫して、共通の目標を達成するために個人や部署、あるいはオフィスや企業

を繋げていくことを目的としています」 

 

今回はまた、AvePoint が提供する生産性向上アプリ製品 AvePoint Meetings によって、AvePoint が 201

4 年度 Microsoft Partner of the Year 賞における "Microsoft Office and SharePoint App Develop

er Partner" 部門のファイナリストに選ばれました。本製品は、SharePoint を活用する企業に対して会議に関連

するリアルタイムなコラボレーションを提供するソリューションです。AvePoint Meetings の導入により、組織内の会

議の作成を効率化、会議の議題やディスカッション トピックのフレキシブルな提供はもちろん、履歴検索やトラッキング

機能による議事録の完全監査、さらに組織内の可視化を促進することが可能となります。 

 

Microsoft 社 Worldwide Partner グループ コーポレート ヴァイス プレジデントの Phil Sorgen 氏は、「企業と

しての Microsoft の成功は、有能なパートナーがいるからこそと言っても過言ではありません。中でも AvePoint は

優れた業績を毎年残しており、当社のパートナー エコシステムの中でも模範と呼べるようなイノベーション生み出して

います」 と、コメントを寄せています。「本年の Microsoft Partner of the Year の中でも "Public Safety and 

National Security" 部門の受賞者として APS が選出されたことは非常に喜ばしいことだと考えています。共通の

お客様に向けて今後も革新的なソリューションを提供してくれるよう AvePoint に期待しています」  

 

Microsoft 社による "Partner of the Year" 賞は、これまで Microsoft のテクノロジーをベースとして優れたソリ

ューションを開発・提供してきた Microsoft パートナーを表彰することを目的として創設された賞です。 

 

 

会社概要 

AvePoint は次世代ソーシャル コラボレーション プラットフォームを対象に、エンタープライズ クラスのビッグ データ管

理、ガバナンス、コンプライアンス実現のためのソフトウェア ソリューションを提供する、業界をリードする企業です。ナレ

ッジワーカーが自信を持ってコラボレーションできるよう、デジタル化への道を模索する企業を対象に、AvePoint はオ

ンプレミス・クラウドを問わず、コラボレーション環境や文書管理システム内にある情報資産へのアクセスとコントロール

を実現する独自のソリューションを提供し、業界のパイオニアとして市場を牽引しています。AvePoint のソリューショ

ンとサービスは、ビジネス担当者と IT 担当者、コンプライアンス・リスク担当者が協力し、ビッグデータ、クラウド統合、

コンプライアンス、エンタープライズ コンテンツ管理、モバイル データ アクセス監視など様々なビジネス目的を果たせる

よう支援しています。 

 

2001 年よりニュージャージー州ジャージーシティから展開を続け、エネルギー、公共サービス、金融サービス、ヘルス

ケア、製薬、官公庁などあらゆる分野から 5 大陸で 13,000 を超えるお客様にソリューションを提供し続けています。

AvePoint はマイクロソフト認定ゴールド アプリケーション開発パートナーであり、ゴールド認定 コラボレーション・コン

テンツ パートナーおよび米国政府戦略パートナーシップ GSA プロバイダーです。 

http://www.avepoint.co.jp/sharepoint-apps/meetings/


 

AvePoint Japan株式会社Web サイト http://www.avepoint.co.jp/ 

Facebook公式ページ http://www.facebook.com/avepointjp 

 

報道関係者からのお問い合わせ先 

AvePoint Japan 株式会社 マーケティング部 

〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18 京急第一ビル 11 階 

TEL：(03) 6853-6301 

Email：MarketingJP@avepoint.com 

 

製品に関するお問い合わせ先 

AvePoint Japan 株式会社 営業部 

〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18 京急第一ビル 11 階 

TEL：(03) 6853-6300 

Email：SalesJP@avepoint.com 
 

その他ここに記載されているすべての製品名および会社名は各社の商標です。 

http://www.avepoint.co.jp/
http://www.facebook.com/avepointjp
mailto:MarketingJP@avepoint.com
mailto:SalesJP@avepoint.com

