
iコンシェル®(マチキャラ®)
iコンシェルの様々な情報は、マチキャラ（待受画面上に常時表示されるキャラクター）がお知らせします。マチキャラはＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトからダウンロードし、お好きなキャラクターに変更することができます。

情報サービス提供者 提供コンテンツ名 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） 月額使用料（税込） サービス開始時期

©CANDY POT

©noriya takeyama

©Mizuki production

©1976, 2008 SANRIO CO.,LTD.
　APPROVAL NO.S9102724
©2008 Imagineer Co.,Ltd.

©1976, 2008 SANRIO CO.,LTD.
　APPROVAL NO.S9102724
©2008 Imagineer Co.,Ltd.

©2008 SAN-X CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
©2008 Imagineer Co.,Ltd.

©2008 SAN-X CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
©2008 Imagineer Co.,Ltd.

© Disney © Disney

© Disney © Disney

©DISNEY/PIXAR ©DISNEY/PIXAR

大人気のピクサーキャラクターたちが、インフォ

メーション情報や端末の状況に応じてさまざ

まなアクションを行い、携帯電話の待受画面

を自由に動き回ります。

おなじみギャグ漫画「伝染るんです」のギャグ

キャラ達が、個性豊かにいろいろなインフォ

メーションの伝達役になってくれます。

きせかえツール®で大人気のパステルカラーの

キュートな鬼太郎のマチキャラを配信します。

鬼太郎、ネズミ男、目玉おやじなど、カワイイ

妖怪達がいろんな情報をお知らせします。

ハローキティやマイメロディなど人気サン
リオキャラクターのマチキャラと、サンリオ
最新情報「キティ＆サンリオニュース」や、
毎日の運勢「キティ＆サンリオ占い」など
のｉコンシェル®が楽しめるのはココだ
け！

ミッキー＆ミニーはじめ、大人気のディズニー

キャラクターたちが、インフォメーション情報や

端末の状況に応じて、さまざまなアクションを

行い、アナタの携帯電話の中で可愛く動き

回ります。

210円（税込）
2008年11月

（予定）

315円（税込）
2008年11月

（予定）

ｉコンシェル®に対応し、くまのプーさんが、端

末情報やインフォメーション情報に応じてさま

ざまなアクションを行って、携帯電話の待受

画面を自由に動き回ります。

315円（税込）

個別課金
105円/315円

（税込）

本発表端末発売同時

315円（税込）
2008年11月

（予定）

キティサンリオ
キャラコンシェル

315円（税込）

個別課金
105円/315円

（税込）

本発表端末発売同時

イマジニア

株式会社

株式会社
IRI

コマース&テクノロジー

リラックマやコリラックマのマチキャラがいっぱ

い！他にもリラックマの最新情報「リラックマ＆

Ｓａｎ－Ｘ情報局」や、毎日の運勢「ほっこり

占い」などのｉコンシェル®もあるよ！

・リラックマ&San-X
                     情報局
・リラックマほっこり占い
・リラックマ（マチキャラ）

リラックマこんしぇる

キュートなこぐまのアノコロちゃんが、誕生日を

祝ってくれたり、デートの日をカワイクお知らせ

してくれます。

鬼太郎マチキャラ きせかえ★プレイトイズ

・キティ＆サンリオ
　　　　　　　　ニュース
・キティ＆サンリオ占い
・キティ＆サンリオ
　　　　　（マチキャラ）

伝染るんですマチキャラ きせかえ★プレイトイズ 315円（税込）
2008年11月

（予定）

アノコロちゃん きせかえ★プレイトイズ 315円（税込）
2008年11月

（予定）

無料会員登録
個別課金

マチキャラ価格
210円（税込）
月額会員登録
（ポイント制）
315円(税込）

350pt
マチキャラ価格

200pt

2008年11月
（予定）

株式会社

BroadBank

クレヨンもぢ(ブラウン）
パンダなのだ

shine(ドルフィン）
きせかえonﾊﾟﾚｰﾄﾞ

きせかえｏｎパレードからｉコンシェル®
イベント対応のマチキャラを配信！手描
きタッチが人気の【クレヨンもぢ】・おとぼ
けた動きが人気の【パンダなのだ】・ｃｏｏｌ
な待受けに素敵なマチキャラ【ドルフィン】
の３点が登場！随時続々更新！
きせかえに合ったマチキャラが配信され
ているので画面のコーディネートが楽しめ
ますよ♪

画面

【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

2008年12月
（予定）

315円（税込）
ウォルト・ディズニー・

ジャパン
株式会社

ｻｲﾄ名：
Disneyｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

ﾒﾆｭｰ名：
Disneyｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｷｬﾗｸﾀｰ

ピクサーﾏﾁｷｬﾗ

ｻｲﾄ名：
ﾋﾟｸｻｰ･ｷﾞｬﾗﾘｰ

ﾒﾆｭｰ名：
ﾋﾟｸｻｰｷﾞｬﾗﾘｰ

（2008/10：
単独メニュー化

付議中）

くまのﾌﾟｰさんﾏﾁｷｬﾗ

ｻｲﾄ名：
ﾌﾟｰ100ｴｰｶｰの森
（くまのプーさん：

2008/11～
ｻｲﾄ名称変更申請中）
ﾒﾆｭｰ名：くまのﾌﾟｰさん

■情報サービス提供者：英語表記順・５０音順（敬称略）
■各企業様によって、サービス概要・サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。
■掲載されている企業名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。



iコンシェル®(マチキャラ®)
iコンシェルの様々な情報は、マチキャラ（待受画面上に常時表示されるキャラクター）がお知らせします。マチキャラはＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトからダウンロードし、お好きなキャラクターに変更することができます。
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【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

©Ateam Inc. ©Ateam Inc.

Ⓒm-up Ⓒm-up

©キッカワケイタ・©せり★のりか ©キッカワケイタ

©DENTSU INC. ©DENTSU INC.

©青山剛昌/小学館･読売ﾃﾚﾋﾞ･
TMS 1996
©2003-2008 CYBIRD

©青山剛昌/小学館･読売ﾃﾚﾋﾞ･
TMS 1996
©2003-2008 CYBIRD

©1976,2008 SANRIO CO.,LTD.(E)
APPROVAL NO.E-491028-1

©1976,2008 SANRIO CO.,LTD.(E)
APPROVAL NO.E-491028-1

©PLUS heads inc. All Rights
Reserved.

「コミック小学館」内、特別サイト「ＦＣモバイ

ル（０８年末公開予定）」のお楽しみコンテン

ツとして配信。キャラクタは作家先生による描

き下ろしを予定しており、「マチキャラでしか見

られないカワイイ描き下ろしキャラ」を前面に

打ち出します。

「Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　ＧＯＬＤＥＮ　ＥＧＧＳ」
のキャラクターがマチキャラとなってケー
タイに登場！
キャラクターと連動した待受Ｆｌａｓｈ®を設
定することにより、「Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　ＧＯ
ＬＤＥＮ　ＥＧＧＳ」の世界がケータイに再
現されます。

「マチキャランド」ではキュートな３Ｄマチキャラ

を配信中。イヌやネコ、ペンギンなどの動物た

ちが待受画面で楽しく動き回ります。ｉコン

シェル®機能にも対応して、ますますマチキャ

ラが身近になります！

かわいい、お洒落、コミカル、と多数取り揃え

たマチキャラ総合サイト。かわいいキャラクター

や、デザイン重視のものなど、様々なテイスト

で配信。月額３１５円取り放題です！

「キッカワケイタ＋セリ★ノリカ」の看板キャ

ラ「箱氏」がマチキャラに登場！キュートでユ

ニークな「箱氏」を携帯に住ませよう★

サイト内にも仲間がいっぱい♪遊びに来て

ね！

157円（税込）
2008年12月

（予定）

株式会社
ソニー・デジタル

エンタテインメント・
サービス

The World of
GOLDEN EGGS

GOLDEN EGGS

210円（税込）
2008年12月

（予定）

株式会社

小学館
マチキャラバージョン3.0

コミック小学館

個別課金
148円（税込）

名探偵コナンの最新情報を配信するよ！！

ＴＶアニメの最新情報やコナン劇場映画情

報などを配信！携帯サイトの大人気コー

ナー「コナン君に挑戦！」の更新情報も！

ハローキティほか人気のサンリオキャラク
ターのマチキャラ。「きせかえツール®」と
セットで携帯電話をコーディネートもできま
す。

株式会社

サンリオ

サンリオキャラクターの

マチキャラ
きせかえｷﾃｨ&ｻﾝﾘｵ

210円(税込） 本発表端末発売同時

株式会社

エムアップ

豆しば×ﾏﾁｷｬﾗ 豆しばモバイル

株式会社

サイバード
名探偵コナン 名探偵コナン

株式会社

カエルエックス

個別課金
210円（税込）

テレビＣＭで話題「豆しば」が、豆知識のよう

にかわいく情報を伝えてくれるマチキャラが登

場したよ♪

マチキャラ以外にも豆しばモバイルにはかわい

い素材がい～っぱい！！まめにチェックしてみ

てね！

ﾏﾁｳｹｷｬﾗとり放題

本発表端末発売同時

315円（税込）

ｉコンシェル®対応話題のマチキャラがぜ

んぶ取り放題アーティストやキャラクターの

ハイクオリティマチキャラはもちろん、アスキー

アートや棒人間などといった気軽に使える面

白マチキャラも盛りだくさん＆目白押し

今すぐ遊びに来てね♪

ｷｯｶﾜｹｲﾀ×
ﾏﾁｷｬﾗ

ｷｯｶﾜｹｲﾀ+ｾﾘ★ﾉﾘｶ
個別課金

210円（税込）
本発表端末発売同時

フルーツベア
X JAPAN hide

株式会社

エイチーム
アルパカ
翠揚羽

ｳｹｷｬﾗ取り放題 315円（税込）
2008年12月

（予定）

株式会社
エイチアイ

・セドドッグシリーズ
・カタクネシリーズ
・着ぐるみシリーズ
　リアル動物シリーズ
　から構成される
　キャラクタ約60体

「マチキャランド」 本発表端末発売同時315円（税込）

本発表端末発売同時

本発表端末発売同時

■情報サービス提供者：英語表記順・５０音順（敬称略）
■各企業様によって、サービス概要・サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。
■掲載されている企業名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。



iコンシェル®(マチキャラ®)
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【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

©NHKエンタープライズ　Designed
by Panson Works

©NHKエンタープライズ　Designed
by Panson Works

© 2004 , 2008 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO. S 9102703

© 2004 , 2008 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO. S 9102703

© 2004 , 2008 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO. S 9102703

©2004 , 2008 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO. S 9102703

©株式会社寺島情報企画 ©株式会社寺島情報企画

PEANUTS © United Feature
Syndicate, Inc.
TV TOKYO Broadband
Entertainment, Inc.

PEANUTS © United Feature
Syndicate, Inc.
TV TOKYO Broadband
Entertainment, Inc.

©AEI/LOVE

©Shuichi Oshida/ Dynamic・
MegaHouse

©Pygos Grp

©1976,2008 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S9102723

©1976,2008 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S9102723

ハローキティ、チャーミーキティ、キキ＆ララ、マ

イメロディ、クロミをラインナップしたサンリオキャ

ラクターのマチキャラ専門サイト。定番人気デ

ザインから最新デザインまで随時更新を行っ

てまいります。

サンリオの人気キャラクター「シュガーバニー

ズ」からマチキャラ初登場！！

超ＣＵＴＥなシュガバニがあなただけのコンシェ

ルジュになって色々な情報を教えてくれるよ

☆

サンリオの人気キャラクター「シュガーバニー

ズ」からマチキャラ初登場！！

超ＣＵＴＥなシュガバニがあなただけのコンシェ

ルジュになって色々な情報を教えてくれるよ

☆

「おかえりなさいませ、お嬢様。」

貴方好みの執事がケータイの中で貴方のス

ケジュールを管理します。

クーデレ系、元気系、弟系、大人系、天然

系ｅｔｃ…
貴方に合った執事がきっと見つかるはず☆

みんな大好き♪ＳＮＯＯＰＹのマチキャラが遂

に登場！元気なＳＮＯＯＰＹがキミのコンシェ

ルジュとなって、画面いっぱい走り回ります♪

忍者ハットリくんや怪物くんがマチキャラに！

多彩な忍法や念力アクションを楽しめます。

専用の連動待ちうけＦｌａｓｈ®とセットで使用

すると、さらにキャラクターの世界観が広がりま

す。

いろいろなキャラクターがモリだくさんのキャラク

ター総合マチキャラサイト♪

ｉコンシェル®対応２４キャラが登場！人気

キャラクター「ＧＯＮＴＡＫＵＮ」があなただけの

コンシェルジュになって色々な情報を教えてく

れるよ☆

ハローキティ
チャーミーキティ

キキ＆ララ
マイメロディ

クロミ

ｷﾃｨｷｷ&ﾗﾗﾏｲﾒﾛ

210円（税込）

個別課金
210円（税込）

2008年12月
（予定）

210円（税込）

個別課金
210円（税込）

2008年12月
（予定）

エヴァンゲリオン、ＰＩＮＧＵ、ダヤン、くま
のがっこう等、有名キャラクターのマチ
キャラ専門サイト。今後ウルトラマンを始
め、色々な人気キャラクターの投入も予
定しております。

テレビ東京
ブロードバンド

株式会社
SNOOPYのマチキャラ キセカエキャラポケ

愛の言葉を届けるキャラクター　ＬＯＶＥが携

帯であなたのお世話をします。

バンダイネットワークス
株式会社

個別課金
525円（税込）

ポイント制

2009年1月以降

（予定）

株式会社
ドワンゴ

（エイベックス・
マーケティング

株式会社）

LOVEといっしょ LOVE．MAG

PINGU
ダヤン

仮面ライダー
パンダーゼット

エヴァンゲリオン
　　　　　　　　　など

ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗっぱ

105円/1,050円
（税込）

2008年12月
（予定）

個別課金
315円（税込）

本発表端末発売同時

315円
525円

1,050円
（税込）

2008年12月
（予定）

くろうさ ｼｭｶﾞﾊﾞﾆいっぱい
個別課金

315円（税込）
本発表端末発売同時

ﾎﾟｲﾝﾄ制
315円/525円

（税込）
本発表端末発売同時GONTAKUN ﾓﾘｯとﾏﾁｷｬﾗ

株式会社
ティーツーアイ

エンターテイメント

しろうさ ｼｭｶﾞｰﾊﾞﾆｰｽﾞﾒｰﾙ

株式会社
ソニー・デジタル

エンタテインメント・
サービス

忍者ハットリくん
怪物くん

動くｷｬﾗﾏｯｸｽ
個別課金

157円（税込）
2008年12月

（予定）

株式会社
寺島情報企画

執事マチキャラ 純愛執事

■情報サービス提供者：英語表記順・５０音順（敬称略）
■各企業様によって、サービス概要・サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。
■掲載されている企業名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。



iコンシェル®(マチキャラ®)
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【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

©藤子プロ ©藤子プロ

© 2008 LEDRAPLASTIC RUN'A © 2008 LEDRAPLASTIC RUN'A

©Primeworks ©Primeworks

©HEIWA ©HEIWA

©YAMASA ©YAMASA

山佐の人気キャラクター「ケロット」がケータイ

画面をぴょんぴょん飛び跳ねる！パチスロファ

ン待望のマチキャラ登場！

人気の「Ｒｏｄｙ」がマチキャラになりまし
た！Ｒｏｄｙが待受ではずむとココロもはず
みます！　カスタモ®ｆｏｒ　なら「きせか

えツール®」とセットでもマチキャラ単体で
もご購入可能です。

カスタモ®ｆｏｒ　の根強い人気のオリジ
ナルキャラクター「ぱんだにあ」がマチキャ
ラになりました！ほのぼのした動きは必
見！カスタモ®ｆｏｒ　　なら「きせかえ

ツール®」とセットでもマチキャラ単体でも
ご購入可能です。

このサイトでしか出会えない書き下ろしの可

愛いオリジナル動物キャラクターや、彼氏？

彼女？にそっくりな似顔絵キャラクターまで、

見てるだけでＨＡＰＰＹな気分になっちゃうマチ

キャラたちをたくさん配信しちゃうよ♪

パチスロ「大江戸桜吹雪」の「金さん」と、パチ

スロ「麻雀物語」の「さやか」が、３Ｄのマチ

キャラで登場！

アパレルウェブが厳選する気鋭のファッ
ションブランドをイメージしたマチキャラを
ご提供いたします。

「ＨｅｌｌｏＫｉｔｔｙ」と「ＡＬＢＡ　ＲＯＳＡ」，「ＣＯＣ
ＯＬＵＬＵ」，「ＥＤＷＩＮ」，「ＳＢＹ」，「Ｖａｌｅｎ
Ｔｉｎｅ’ｓ　Ｈｉｇｈ」などの人気ブランドとの

コラボ待ちキャラがイッパイ

ドラえもんがトコトコ画面をお散歩！
メールや電話着信を愉快にお知らせして
くれる「ドラえもん」のマチキャラを配信し
ます。
ケータイをめいいっぱいドラえもんにして
楽しんでもらえるように「きせかえツール
®」サイトにて配信を行います。

山佐

株式会社
ケロット 山佐スロワールドi 315円（税込）

2008年12月
（予定）

無料 本発表端末発売同時
モンテローザグループでおなじみのキャラクター

をご提供いたします。

株式会社

モンテローザ
モンテキャラ モンテローザ

315円（税込）
2008年12月

（予定）

株式会社

平和
金さん（大江戸桜吹雪）

さやか（麻雀物語）
平和アプリＤＸ

株式会社

フルイヤー
はんぺん ｷｬﾗﾏﾁとり放題 315円（税込） 本発表端末発売同時

個別課金
（マチキャラ付き
きせかえツール）

525円（税込）

個別課金
マチキャラ単体
105円（税込）

本発表端末発売同時ぱんだにあ カスタモ for　

プライムワークス
株式会社

Rody カスタモ for　

個別課金
（マチキャラ付き
きせかえツール）

525円（税込）

個別課金
マチキャラ単体
105円（税込）

本発表端末発売同時

個別課金
157円（税込）

本発表端末発売同時
株式会社

藤子･F･不二雄プロ
ドラえもん パッとドラえもん

株式会社
フォーサイド・ドット・コム

Hello Kitty×ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｷﾃｨ×ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾗ
315円/525円

（税込）
2008年12月

（予定）

無料 本発表端末発売同時
ピーシーフェーズ

株式会社
SNモード STYLE NOTE

■情報サービス提供者：英語表記順・５０音順（敬称略）
■各企業様によって、サービス概要・サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。
■掲載されている企業名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。


