
 

 

■「スゴ得コンテンツ」提供コンテンツ一覧（予定）      

ジャンル コンテンツ名（仮） サービス内容 提供元 

朝日・日刊スポーツ 
政治もスポーツも芸能も！まとめて読め

る人気ニュースサイト！ 
株式会社 朝日新聞社 

ウェザーニュース 
最高品質な天気予報から季節情報、ライ

ブカメラまで全８０種類のコンテンツ 
株式会社ウェザーニューズ 

ＮＨＫニュース＆スポーツ 
ＮＨＫ発！日本と世界の動き、スポーツ、

天気、生活情報をお伝えします。 

株式会社ＮＨＫグローバル 

メディアサービス 

産経新聞ニュース ニュースが早い！操作もシンプル！ 株式会社産経デジタル 

時事通信ニュース 
速報ニュースと写真が満載！！ 

話題を追うなら時事通信ニュース！！ 
株式会社時事通信社 

速報！株式ニュース 
株をするなら速報！株式ニュース！株式

情報、株価、株式最新情報をお届け！ 
株式会社シーエー・モバイル 

ソラダスお天気予報 
天気情報はもちろん災害情報や季節情

報も網羅した総合天気情報サイトです 
株式会社エムティーアイ 

日経サプリｗｉｔｈＴＢＳ 
日経とＴＢＳが仕事に就活に必要な情報

をギュッと絞ってお届けします。 
日経・ＴＢＳ スマートメディア 

ＮＥＷＳｍａｒｔ 
共同通信社と全国地方紙が提供するニ

ュースプラットフォームです。 
株式会社共同通信デジタル 

ＮＥＷＳ読売・報知 
読売新聞とスポーツ報知の最新ニュー

スをチェックできます。 
株式会社読売新聞東京本社 

ニュース／ 

天気 

毎日新聞・スポニチ 
毎日新聞とスポニチのニュースが読み

放題のプレミアムニュースサイトです。 
株式会社毎日新聞社 

ＴＢＳ 
はなまるマーケットのレシピやアナウン

サー情報をはじめ、番組情報も配信！ 
株式会社ＴＢＳテレビ 

テレ朝 芸能＆ニュース 
芸能界の裏話からニュース、天気、番組

情報まで気になる情報満載のサイト！ 
株式会社テレビ朝日 

テレビ東京 
テレビ東京の番組をより楽しむことがで

きるコンテンツを提供します。 

テレビ東京ブロードバンド 

株式会社 

日テレ 
番組情報や、日テレオリジナルコンテン

ツが取り放題♪ 

株式会社フォアキャスト・ 

コミュニケーションズ 

テレビ 

フジテレビ 
フジテレビの人気番組の最新情報やコン

テンツをお届けするサービスです。 
株式会社フジテレビジョン 

全国道路情報＠ＡＴＩＳ 
高速一般道の渋滞規制などの道路情報

をリアルタイム５分更新でご案内します 
交通情報サービス株式会社 

ＮＡＶＩＴＩＭＥ 
ルート・乗換案内・時刻表が検索できる

地図ナビゲーションサイト。 
株式会社ナビタイムジャパン 交通／地図 

ＮＡＶＩＴＩＭＥ 

ドライブサポーター 

カーナビアプリの決定版！音声ナビや駐

車場の満空情報を検索。 
株式会社ナビタイムジャパン 

 

 

 

 

 

参考１ 



ジャンル コンテンツ名（仮） サービス内容 提供元 

映画 Ｍｏｖｉｅウォーカー 
話題の映画とニュース、全国の上映スケジ

ュールを網羅した映画情報サイト！ 
株式会社角川マガジンズ 

大手小町 
掲示板「発言小町」を中心とした女性向け

サイト。お役立ち情報が満載です。 
株式会社読売新聞東京本社 

カツ代の家庭料理 
この道４５年。お手軽な「プロの家庭料理」

をマスターできるレシピサイト 
株式会社ネットドリーマーズ 

家庭医学＋薬辞典 
全国１６万件の病院や２，５００件以上の 

病気を検索できる医学総合サイト！ 
株式会社シーエー・モバイル 

川越達也簡単レシピ 
大人気シェフ川越達也監修のオリジナル

レシピサイトです。 
株式会社ザッパラス 

プロの簡単 Ｅ・レシピ 
プロが作った料理レシピ２万件以上！今日

の献立はＥ・レシピにおまかせ♪ 
エキサイト株式会社 

簡単！身近な節約術 
節約アドバイザー和田由貴監修の５０万 

貯金できるお得な節約情報サイト！ 
株式会社シーエー・モバイル 

ぐるなびクーポン 
スゴ得会員向けに通常のぐるなびクーポ

ンとは異なる特別なクーポンをご用意 
株式会社ぐるなび 

健康美人 
生理日予測、ダイエット、美容、恋愛コラム

など女性の必須情報を毎日配信。 
株式会社エムスタイル 

こんまり片づけレッスン 
テレビや書籍で話題の近藤麻理恵による 

人生がときめく片づけレッスン！ 
株式会社オウケイウェイヴ 

スゴレン★恋の参考書 
男女の本音を集める日本最大級の恋愛 

サイト。体験談Ｑ＆Ａコーナーもあり。 
スゴレン株式会社 

宝くじゲット 
ロト・ナンバーズ・宝くじの情報をいち早く、

詳しく提供します。 
株式会社宝くじネット 

ダダダダイエット 
楽しく健康的に痩せられる！ 栄養士監修

の究極ダイエット情報サイト 
株式会社ポッケ 

超らーめんナビ 
全国３万軒の店舗に５０万件以上のクチコ

ミ！旨いラーメン探すならココ！！ 
株式会社エディア 

くらし／ 

からだ 

ママニティ 
妊娠＆出産＆育児のコンテンツがいっぱ

い♪がんばるママを全力サポート！ 
株式会社ポッケ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ジャンル コンテンツ名（仮） サービス内容 提供元 

ＡＴＯＫ 
かしこい変換と多彩な入力パネルでスマホ

での文字入力を断然ラクにします。 
株式会社ジャストシステム 

英語の達人 
５０万人が学んだ総合英語学習サイト！通

勤・通学中にスキルＵＰ 
株式会社アルタビスタライズ

Ｅ★エブリスタ  

読み放題 

エブリスタのプレミアム小説・コミックが読み

放題の電子書籍サービス 
株式会社エブリスタ 

旺文社辞典 
国語からマナーまで、旺文社の本格辞典が

手軽に使い放題の辞書サービスです 
株式会社エムティーアイ 

カメラ・電卓  

定番アプリ 

万能カメラ・超電卓・Ｏｆｆｉｃｅ、高機能な定番

アプリをセレクト。 
ソースネクスト株式会社 

漢検モバイル 
漢検の問題をクイズや手書きで楽しめる  

サービスです。２万問以上収録！ 
イマジニア株式会社 

広辞苑 
累計１１００万人の読者に愛用されてきた国

語＋百科の最高峰、２４万語収録の辞書。 
株式会社岩波書店 

ドコデモＦＭ 
全国のＦＭ放送を、放送エリアによらずドコ

デモ聴ける！地下鉄でも聴ける！ 

ジグノシステムジャパン 

株式会社 

ドコモゼミ◆資格 
ビジネスに役立つ資格をスキマ時間に繰り

返し学習できるサービスです。 
株式会社ＮＴＴドコモ 

ドコモゼミ★趣味実用 
毎日のくらしに役立つ、手軽に始められる 

学びコンテンツで自分磨き★ 
株式会社ＮＴＴドコモ 

フォトデコレ 
スタンプ素材毎月追加☆写真をプリクラの様

にかわいくデコれるアプリです。 
株式会社デジマース 

翻訳Ｊ－ＳＥＲＶＥＲ 
英・中・韓への翻訳機能に、音声朗読もつい

た高機能な翻訳サービスです！ 
ＮＥＣビッグローブ株式会社

ツール／ 

写真 

ｍｉｌｌｉｏｎ ｍｏｍｅｎｔｓ 
写真を雑誌風のレイアウトで振り返るための

フォトビューアーアプリです。 

ソニーデジタルネットワーク 

アプリケーションズ株式会社

カラオケＪＯＹＳＯＵＮＤ

＋歌い放題♪ 

音程が見えるカラオケ採点を搭載！録音も

できるカラオケ歌い放題アプリ 
株式会社エクシング 

韓流大好き！ 
韓流エンタメ情報やコラムなど韓国の魅力を

伝える情報サービスです。 
株式会社エムアップ 

ｍｕｓｉｃ．ｊｐ着信音 
着メロ６万曲取り放題！ひとつのアプリで 

楽曲ダウンロード＆簡単着信音設定 
株式会社エムティーアイ 

音楽／芸能 

よしもとＪＯＯＫＥＹ 
退屈を吹き飛ばせ！今知りたいネタ、よしも

と動画が見放題 
株式会社ベルロックメディア

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ジャンル コンテンツ名（仮） サービス内容 提供元 

今日の運勢ＤＸ 
毎日の運勢や血液型診断など、気軽に

楽しめる占いを集めたサービスです 
株式会社エムティーアイ 

Ｇｅｔ！！プチアプリ 
あなたは空気読めてますか？３００万人

が遊んだＫＹ診断＆定番ゲームを配信 
株式会社ジー・モード 

新宿の母 
３５０万人以上を救った伝説の占い師

『新宿の母』が貴方の悩みを解決します 
株式会社ポッケ 

パズるん 
３０種類、２０，０００問の総合パズルアプ

リ！！ 
株式会社エムティーアイ 

ぷよぷよ！ 
１本でいろんなルールが楽しめちゃう♪

「ぷよぷよ」の決定盤！ 
株式会社セガ 

細木数子六星占術 
Ｎｏ．１占い師細木数子があなたの運命

を六星占術で鑑定！スゴ得特典あり 
株式会社サイバード 

本当は怖い姓名判断 

◆七曜 

「名前って怖いのよ全部わかるもの」ＦＢＩ

も認めた川井春水監修の姓名鑑定 
株式会社ザッパラス 

ゲーム／

占い 

恋愛の神様ＤＸ 
常時２，０００種類以上の占いが楽しめる

♪国内最大級の恋占い専門サイト。 
株式会社インデックス 

ＳＮＯＯＰＹ 
スヌーピーのコンテンツ満載！きせか

え、デコメ取り放題のサービスです。 

テレビ東京ブロードバンド 

株式会社 

だいすき！アンパンマン 
アンパンマンのきせかえ、ボイスがいっ

ぱい！オリジナルのおはなしも配信♪ 

株式会社フォアキャスト・ 

コミュニケーションズ 

デココレ 
毎日更新★デコメ・絵文字・スタンプが

１０万点取り放題のサービスです。 

株式会社アイフリーク  

モバイル 

デコとも 
かわいいデコメ素材やスタンプが９万点

以上取り放題♪♪ 
株式会社エムティーアイ 

デコメリー 
使える挨拶デコから可愛いキャラデコま

で人気のデコメが４万点とり放題♪ 
株式会社寺島情報企画 

ドラえもんＤＥＣＯ ＭＡＩＬ 
ドラえもんのデコメやマチキャラなどの

コンテンツを集めた総合サイトです。 
株式会社 藤子・Ｆ・不二雄プロ

ハローキティモバイル 
キティのデコメ＆壁紙が続々追加♪ゲー

ムやマチキャラ、毎日の天気＆占いも 
イマジニア株式会社 

まいにちリラックマ 
リラックマのデコメや壁紙、マチキャラが

続々！毎日気になる占い＆お天気も 
イマジニア株式会社 

キャラ／

デコメ 

無敵スゴデコ 
大人気のデコメ絵文字やレア素材などデ

コメ取り放題☆ 
フリュー株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ジャンル コンテンツ名（仮） サービス内容 提供元 

きせかえ×キセカエ 
人気キャラクターのきせかえ配信★毎月１

日・２５日更新！ 
株式会社インクルーズ 

プレイトイズ 
スマホをカワイクする！かわいいキャラクタ

ーのきせかえがイッパイ！ 
株式会社イード 

マチ★キャラとり放題 
人気キャラやタレントのマチキャラがとり放

題♪しゃべってキャラもあるよ★ 
株式会社エムアップ 

きせかえ／ 

マチキャラ 

和×ゴス×キセカエ 
幻想和風やゴシック、可愛いイラストなど…

いろいろ揃う総合きせかえサイト 
ジグノシステムジャパン株式会社

オートレースモバイル

ＳＰ 

連対率・オッズ・試走タイムなどの情報を網

羅！イケメンカレンダーも配信！ 
株式会社サイバード 

ことりっぷ 
ことりっぷ公式！全国の女子旅プランが充

実♪カフェ・パワースポットも満載 
株式会社エムティーアイ 

ゴルフダイジェスト・ 

オンライン 

ゴルフの競技速報や、最新ニュース、レッス

ンコンテンツが満載のサイトです 

株式会社ゴルフダイジェスト・ 

オンライン 

ＪＲＡ－ＶＡＮ競馬 

情報 

ＪＲＡ公式データで、あなたの競馬ライフを完

全サポート！ 

ＪＲＡシステムサービス 

株式会社 

速報！サッカー 

エルゴラ 

Ｊリーグ情報Ｎｏ．１！Ｊ全４０クラブ完全密着

＆日本代表情報も配信。 
株式会社ネットドリーマーズ 

地球の歩き方 
海外旅行ガイドブック 

『地球の歩き方』の公式モバイルサイトです。

株式会社地球の歩き方 

Ｔ＆Ｅ 

釣ろうぜ！速報版 
今釣れてる場所がすぐにわかる、釣りの

総合情報サイトです。 
フリュー株式会社 

波情報 なみある？ 
波情報・予想・台風・潮汐等サーファーに

必要な情報を完全網羅！ 
株式会社サイバード 

Ｎｕｍｂｅｒモバイル 
野球、サッカーなどスポーツ全般の速報ニュ

ースと読み応えあるコラム、写真 
株式会社文藝春秋 

パチ＆スロＫ－Ｎａｖｉ 
機種情報、ホール情報等を配信するパチン

コ・パチスロ総合情報サービスです 
株式会社エクスラント 

プロ野球ＴＶ 
プロ野球公式戦全試合を一球速報！選手

名鑑やニュースなどの情報もあります 
株式会社シーエー・モバイル 

プロレス／格闘技ＤＸ 
マット界の情報を完全網羅！ 

全日本、ノアの公式サイト！ 

ジグノシステムジャパン 

株式会社 

まっぷるガイド 
人気のレジャースポットや旬な観光スポット

情報が満載！ 
株式会社エムティーアイ 

モバイルＧＩＡＮＴＳ 
選手情報や試合速報が充実した、ジャイア

ンツの公式サイトです。 
株式会社読売新聞東京本社 

レジャー／ 

スポーツ 

雪番長 
雪山でも街中でも一年中スノーボードが楽し

めるサイトです 
株式会社スタジオジャパホ 

 
※「スゴ得コンテンツ」で提供するコンテンツ名称の最後には、「ｆｏｒスゴ得」が付きます。 
※掲載しているコンテンツの名称及び内容は変更となる可能性があります。 
 
 
 
 
 


