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All About が「話題 of the Year 2007 〜その道のプロが選ぶ、今年の 1 番！〜」を実施
11 月 26 日よりユーザ投票を開始し、最終審査を経て 12 月 20 日に大賞を決定
― 専門家が 2007 年話題になった出来事から今年の No.1 を選抜 ―
株式会社オールアバウト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：江幡哲也、ジャスダック証券取引所、証
券コード：2454、以下「オールアバウト」）は､当社が運営する総合情報サイト「All About」上で、ビジネスから生活情
報まで All About のガイドを務める専門家が、「今年、最も話題となった モノ コト サービス 」を一挙に発表する
「All About 話題 of the Year 2007」を、11 月 26 日より公開いたしました。
URL： http://allabout.co.jp/campaign/wadai07/
All About は、約 460 名のガイド（その道のプロ）が健康・ビジネス・住宅・グルメ・旅行などのテーマで、専門家ならで
はの信頼できる情報を発信しています。2001 年のオープン以来、ガイドが執筆した記事は 7 万本以上にのぼり、今
年書かれた記事は約 1 万本になります。この度の「All About 話題 of the Year 2007」では、記事で取り上げられた
商品や場所、事柄などから「実用性」、「話題性」、「専門性」に加え娯楽性や成長感を与えた「気持ち貢献度」の 4 つ
の観点で、総合的に優れている 話題 、または一つの基準で圧倒的に優れている 話題 をガイドが厳選し、「暮らし」
「ビジネス・教育」など 5 部門の中で該当する部門にノミネートいたします。それをもとに、2 週間のユーザ投票および、
審査員による最終選考を経て、12 月 20 日に話題大賞、部門賞等を決定します。第一回目となる今年は、5 部門にお
いて 114 の 話題 がノミネートされており、11 月 26 日から、ユーザによる投票を実施しております。なお、各部門の
ノミネート 話題 は以下の通りです。
■ 暮らし部門 （ノミネート数：30）
ノミネート話題例： PASMO、年金問題、オトナ婚、男の子育て、airsis（エアシス）、人生銀行 など
■ ビジネス・教育部門 （ノミネート数：21）
ノミネート話題例： サンプル・ラボ、インド式数学、ライフハック、女性の品格、脳内メーカー など
■ ファッション・ビューティ部門 （ノミネート数：18）
ノミネート話題例： 加圧トレーニング、スーパー脱毛、AXE、ポールダンス、ブーティ×レギンス、 など
■ 趣味・エンタメ部門 （ノミネート数：32）
ノミネート話題例： 東京ミッドタウン、オール 2 階建て旅客機 A380、初音ミク、スクラップブッキング など
■ 健康・グルメ部門 （ノミネート数：13）
ノミネート話題例： がん治療、ワーク・ライフ・バランス、ナノケア商品、ミシュランガイド東京、塩スイーツ など
ノミネート 話題 としては「携帯コンテンツ」ガイド荒井宏之氏の記事「似ている人を探せ！ 顔ちぇき！ 開発秘話」か
ら『顔ちぇき 〜誰に似てる？〜』、「漢方」ガイド石澤美由紀氏の記事「ロート製薬の和漢箋。ヒットの裏側を取材！」
から『和漢箋』が選抜されるなど、ガイド自身の取材体験をもとにした 話題 も多く、ノミネートページに於いて、ユーザ
は今年流行した商品やサービスを知るとともに、その 話題 にまつわる背景や開発秘話などプラスαの情報を得るこ
とが可能です。
オールアバウトでは 2002 年より 5 年間にわたり、良質なインターネットサイトの発掘・支援を目的に、ガイドが おす
すめのサイト を推薦する「All About スーパーおすすめサイト大賞」を実施しており、これまでの受賞サイトの多くは
その後飛躍的な成長を遂げています。一方で All About のガイドは、その分野のサイトに加えて業界情報やトレンド
にも精通しており、専門家ならではの情報を多く保有しております。そうしたガイドの知識を最大限に活用し、本年度
より「All About 話題 of the Year 〜その道のプロが選ぶ、今年の 1 番！〜」に改め、対象をサイトに限定せず、商
品や人物、サービスなど幅広く捉え、今年注目されたトピックを 話題 と定義し、発表いたします。
今後も、オールアバウトではこの「話題 of the Year」を年に一度の 情報の祭典 と位置づけ、その道において 1 年
間で最も注目された 話題 を専門家の目で選び出し、広く一般に紹介していきます。

【All About 話題 of the Year 2007 概要】
▼URL： http://allabout.co.jp/campaign/wadai07/
▼全ノミネート 話題 発表： 2007 年 11 月 26 日 （月）
▼ユーザ投票期間： 2007 年 11 月 26 日（月）〜2007 年 12 月 9 日（日）
▼話題大賞・部門賞・特別賞決定：2007 年 12 月 20 日（木）
▼話題大賞・部門賞・特別賞発表：2007 年 12 月 21 日（金） All About サイト上で発表
ユーザ投票及び審査員による最終審査会を経て、以下の各賞を決定致します。
・話題大賞
・・・・・・・・・ 1 テーマ
・部門賞
・・・・・・・・・ 5 テーマ
・All About 編集長特別賞 ・・・・・・・・・ 数テーマ
一般ユーザ投票では、投票いただいた方の中から抽選で、以下の賞品が当たります
▼賞品
■デジタルハイビジョンプラズマテレビ
Panasonic ｢VIERA｣ TH-37PX70（37V型） （１名様）
■ボディケアプログラム「タラソリラックス」ご招待券
都市型タラソテラピースパ「テルムマラン ヨコハマ ベイ」 （1組2名様）
■ノンフロン冷凍冷蔵庫＆タテ型洗濯乾燥機
Haier 「JR-NF170Bホワイト（168L）」「JW-G50Aホワイト（5.0kg）」 （1名様）
■JCBギフト券3万円 （１名様）
■Wチャンス ： All Aboutオリジナルグッズ （500名様）
▼当選者の発表： 2008年1月末日までに、賞品の発送をもって発表とかえさせていただきます
All About について http://allabout.co.jp/
株式会社リクルートとヤフー株式会社を大株主とする株式会社オールアバウトが運営、約 500 のテーマごとに、専門
の知識や経験を持った人＝「ガイド」が、その分野に関する情報を提供する総合情報サイトです。2001 年 2 月 15 日
にサイトオープンし、2007 年 7 月には月間のユニーク・ユーザー数が 1,660 万人を突破しました。独自記事による展
開を中心にシステムだけでは到達しない満足度へ 人 が編集・ナビゲートするサービスです。
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