
「ビデオクリップ」 対応コンテンツリスト 2007年2月14日現在

「笑顔YESﾇｰﾄﾞ」
ﾓｰﾆﾝｸﾞ娘。

「僕らが生きるMY ASIA」
ﾓｰﾆﾝｸﾞ娘。誕生10年記念隊

「桜ﾁﾗﾘ」
℃-ute

（C)UP-FRONT WORKS （C)UP-FRONT WORKS （C)UP-FRONT WORKS

『14 message ～every ballad songs 2～』

Every Little Thing

©avex entertainment inc.

「大切な約束」
川嶋あい

「Positive Vibration」
Bob Marley

（C）ツバサレコーズ （C）cool

「TRULY MADLY DEEPLY」
CASCADA

CASCADA CASCADA

2007(C)QUAKE HOLDINGS INC. 2007(C)QUAKE HOLDINGS INC. 2007(C)QUAKE HOLDINGS INC.

T.O.K. / FOOTPRINTS Sizzla / Thank U Mamma T.O.K. / FOOTPRINTS

©VP RECORDS ©VP RECORDS ©VP RECORDS

GRAPEVINE 「その未来」 w-inds. 「TRIAL」
リア・ディゾン

「Softly」

©PONYCANYON ©PONYCANYON ©Victor Entertainment, Inc.

ORANGE RANGE
「UN ROCK STAR」

中島美嘉
「桜色舞うころ」

©Sony Music Records Inc.
©Sony Music

Associated Records Inc.

アヴリル・ラヴィーン
　「マイ・ハッピー・エンディング」

ダニエル・パウター
　「バッド・デイ」

(C)BMG JAPAN (C)WARNER MUSIC JAPAN

DJ OZMA
　「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」

HOME MADE 家族
　「君がくれたもの」

(C)TOSHIBA-EMI (C)SonyMusic

提供コンテンツのイメージ
（作品タイトル・アーティスト名・著作権帰属表示）

レーベル
モバイル

株式会社

レコード会社
直営♪

ビデオクリップ

月額会費無料だから好きな
ビデオクリップを好きなだけ
チェックできちゃう！楽曲数・
ジャンルは、レコード会社直
営ならでは！邦楽・洋楽とも
に続々増曲！最新音楽
ニュースや毎日更新のランキ
ングも見逃せない！

個別課金
320～630円

（税込）

2007年
3月

（予定）

価格（税込）
サービス

開始時期
提供企業名 サイト名 サイトの概要ジャンル

個別課金
105円（税込）～
525円（税込）

を予定
中心価格帯は

315円（税込）～
420円（税込）

を予定

2007年
3月

（予定）

株式会社
ジェイケン

QUAKE
LOVER
/J-KEN

株式会社
レーベル
ゲート

【音楽ﾋﾞﾃﾞｵを
ﾓｰﾗ】mora

株式会社
ミュージック
エアポート

i-MUSIC
adv FULL

ﾌﾙ楽曲ﾐｭｰ
ｼﾞｯｸｸﾘｯﾌﾟ

315円
420円
530円
（税込）

エイベックス
ネットワーク
株式会社

avex
うた♪ﾐｭｩﾓ

avex
うたﾌﾙ♪ﾐｭｩﾓ

avexの人気ｱｰﾃｨｽﾄを中心
に、超高画質・高音質なビ
デオクリップをお届けしま
す！！

月額課金
（ポイント制）
315円(300P)
525円(500P)

1050円(1000P)

1曲500P 予定

レゲエ/HIPHOP,トランス/テ
クノを初めとしたクラブミュー
ジックを中心にアーティストの
ミュージック･クリップを配信

カスケーダ最新シングル
「TRULY MADLY
DEEPLY」をはじめとした、ト
ランスレーベル・クエイクレコー
ズ直営だからこそ出来る、こ
こでしか手に入らない超ハイ
クオリティな着うた・PVを配信
中です。

月額課金

315円
525円
630円
（税込）

2007年
3月

（予定）

未定

月額課金
315円
525円

個別課金
420円
525円
（税込）

2007年
2月20日

人気アーティストのビデオク
リップ１０００曲以上をモーラ
した配信サイト。注目の新
人からなつかしの旧譜まで多
彩なラインナップ。メジャー級
アーティストのプロモーションビ
デオはもちろん、ライブ映像、
サイト限定のオリジナル映像
などを大容量10MBの iモー
ションで１曲まるごと楽しめま
す。

月額課金
315円
525円
(税込)

個別課金
105円
210円
315円
(税込)

2007年
2月20日

2007年
3月

（予定）

NTT
レゾナント
株式会社

ｱｰﾃｨｽﾄ
ﾋﾞﾃﾞｵ

goo

「大切な約束」川嶋あい、な
ど人気のＪ-ＰＯＰミュージック
ビデオから洋楽ライブ映像ま
でまるごと1曲配信中。さらに
500円コース会員になれば、
試聴し放題。

株式会社
ｱｯﾌﾟﾌﾛﾝﾄ

ﾜｰｸｽ

公認！
ｱｯﾌﾟﾌﾛﾝﾄ

着信。

ﾌﾙ楽曲ﾐｭｰ
ｼﾞｯｸｸﾘｯﾌﾟ

ﾌﾙ楽曲ﾐｭｰ
ｼﾞｯｸｸﾘｯﾌﾟ

ﾌﾙ楽曲ﾐｭｰ
ｼﾞｯｸｸﾘｯﾌﾟ

ﾓｰﾆﾝｸﾞ娘。、安倍なつみ、
松浦亜弥、堀内孝雄等、
ｱｯﾌﾟﾌﾛﾝﾄ所属のｱｰﾃｨｽﾄの
ﾌﾙ楽曲のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ映像や
ﾗｲﾌﾞ映像をまるごと1曲配
信。

ﾌﾙ楽曲ﾐｭｰ
ｼﾞｯｸｸﾘｯﾌﾟ

ﾌﾙ楽曲ﾐｭｰ
ｼﾞｯｸｸﾘｯﾌﾟ

ﾌﾙ楽曲ﾐｭｰ
ｼﾞｯｸｸﾘｯﾌﾟ

■ジャンル毎に提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■最新のコンテンツ情報は「iモードプレス」http://imode-press.jp/ にてご確認ください。



かちこみ！ドラゴン・タイガー・ゲート
予告編

バベル
予告編

ボルベール＜帰郷＞
予告編

(C)2006 Mandarin Films Ltd. All Rights
Reserved

(C)2006 by Babel Productions， Inc.
All Rights Reserved.

「ハッピー フィート」 「ハンニバル・ライジング」 「ハリウッドレポーター」

(C)2006 Warner Bros. Entertainment Inc. - U.S.,

Canada, Bahamas & Bermuda

(C)2006 Village Roadshow Films (BVI) Limited -

All Other Territories

配給：東宝東和　2007年ＧＷ
日劇３ほか全国ロードショー

(c)The Hollywood Reporter/
Comstock Group

i-MUSIC シネマ

©Music Airport Inc.

ブラック・ジャック 銀河伝説ウィード となグラ！

（C）手塚プロダクション・読売テレビ
（C）高橋よしひろ／

日本文芸社・スカパー！・WT・NAS
（C）筧秀隆･JIVE／

初恋のベランダ愛好会

「スポンジ・ﾎﾞﾌﾞ」 ｢スポンジ・ボブ」 「ウサビッチ」

©2007 Viacom ©2007 Viacom ©2007 Viacom

(c)士郎正宗･Production I.G/講談社･攻殻

機動隊製作委員会

(c)2006 士郎正宗/講談社･IG, ITNDDTD

(c)士郎正宗･Production I.G/講談社･攻殻

機動隊製作委員会

(c)2006 士郎正宗/講談社･IG, ITNDDTD

(c)士郎正宗･Production I.G/講談社･攻殻

機動隊製作委員会

(c)2006 士郎正宗/講談社･IG, ITNDDTD

メール添付画像になります

©movile,Inc  ©2007東北新社・
Production I.G

2006年有馬記念 2006年ジャパンカップ 2006年東京大賞典

（C）Net Dreamers （C）Net Dreamers （C）Net Dreamers

『初雪の恋 ～ヴァージン・スノー』

(C)2007 角川映画・CJ Entertainment・Dyne Film

2007年
3月

（予定）

個別課金
105円（税込）～
525円（税込）

を予定

中心価格帯は
315円（税込）～
420円（税込）

を予定

月額課金
315円
525円
（税込）

2007年
2月20日

Viacom
International

Japan
株式会社

MTV FLUX®

株式会社
角川クロスメ
ディア／株式
会社角川モ

バイル

Movie
ウォーカー

i-MUSIC
シネマ

株式会社
ミュージック
エアポート

株式会社
ギャガ・コミュ
ニケーションズ

GAGA☆
USEN

新作映画の予告編をまるご
と1本配信。アカデミー賞ノミ
ネートで話題の『バベル』『ボ
ルベール＜帰郷＞』など、近
日公開予定作品を順次配
信します。

2007年
3月

（予定）

「初雪の日に逢う恋人たちは
ずうっと幸せになれる。」
切なく一途なラブストーリー
『初雪の恋 ヴァージン・ス
ノー』（５月全国公開、主
演：宮﨑あおい、イ・ジュン
ギ）の本サイト限定オリジナ
ルムービーを、公開に先がけ
て配信します。

無料
2007年

3月
（予定）

2007年
2月20日

無料

ハリウッド
チャンネル
株式会社

ﾊﾘｳｯﾄﾞ
ﾁｬﾝﾈﾙ

MTVの人気番組「ジャッカ
ス」や、話題のアニメ「スポン
ジ・ボブ」などの動画が見放
題で楽しめます。また動画
以外にも、最新の着うた、
FLASH待受けなど、充実の
コンテンツをラインナップしてい
ます。

月額課金
525円
（税込）

NTT
レゾナント
株式会社

ｱﾆﾒﾌﾙ
ﾁｬﾝﾈﾙ

「ブラック・ジャック」「銀牙伝
説ウィード」「ひぐらしのなく頃
に」「どろろ」「となグラ！」など
大人気のアニメ250話以上
が会員見放題。

月額課金
315円
（税込）

国内/国外映画の予告編ト
レーラーの視聴を中心に配
信｡女優や俳優のインタ
ビュー映像も配信予定

最強映画サイト「ハリウッド
チャンネル」からは、3月17日
（土）より全国ロードショーが
予定されている「ハッピー
フィート」をはじめ、今春公開
予定の話題作の予告編、さ
らに現地直送番組「ハリウッ
ドレポーター」を高画質＆高
音質で配信！

2007年
2月20日

ポイント消費での
ダウンロード購入、
もしくはストリーミン
グ見放題プランに

よる
月額315円

/300pt
月額525円

/500pt.
＋見放題ﾌﾟﾗﾝ

2007年
2月20日

月額課金
105円
315円
525円
（税込）

2007年
2月20日

あの人気アニメ｢攻殻機動
隊｣の名場面、DVD映像特
典｢タチコマな日々｣などの多
彩なビデオクリップがダウン
ロード可能です。
ビデオクリップならではの高品
質なムービーで「攻殻機動
隊」の世界をお楽しみくださ
い。

株式会社フォ
アキャスト・コ
ミュニケーショ

ンズ

攻殻着アニメ

株式会社
ムーバイル

ドコでもアニメ
BB

株式会社
ネット

ドリーマーズ

競馬総合
チャンネル

胸が高鳴るスタートの瞬間
から、手に汗握る最終コー
ナー、そして興奮のゴール前
まで…ＧⅠを含めた中央競
馬の重賞はもちろん、地方
交流重賞や南関東の重賞
レースの映像を当日配信。
外出先でもライブ感覚を味
わえます。

ワンセグを超えた超高画質
配信を実現！今までにない
ほど滑らかな映像を何と無
料にて提供します。提供タイ
トルは放映開始直前！CG
を駆使した超話題作
『REIDEEN』を提供します。

スポーツ

月額課金

競馬映像コース
315円（税込）

競馬まるごと
コース

525円（税込）

2007年
2月20日

映画

映画

映画

映画

アニメ

アニメ

アニメ

アニメ

■ジャンル毎に提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■最新のコンテンツ情報は「iモードプレス」http://imode-press.jp/ にてご確認ください。



熊田曜子 安田美沙子 夏川純

©comdoors,Inc.©pyramid ©comdoors,Inc.©pyramid ©comdoors,Inc.©pyramid

波多野あゆみ 汐見ゆり 天野あい

©comdoors,Inc.©Hibiki Tokiwa ©comdoors,Inc.©Hibiki Tokiwa ©comdoors,Inc.©Hibiki Tokiwa

ＰＶ撮影舞台裏ムービー！
リア・ディゾン

ＰＶ撮影舞台裏ムービー！
リア・ディゾン

ＰＶ撮影舞台裏ムービー！
リア・ディゾン

Copyright © 2000-2007 SKY
CORPORATION CO.,LTD. All Rights
Reserved.

ＰＶ撮影舞台裏ムービー！
リア・ディゾン

Copyright © 2000-2007 SKY
CORPORATION CO.,LTD. All Rights
Reserved.

「グラビア」　　小倉優子 「妹コレクション」　　　朝倉みかん 「恋色鉛筆」　　　小池里奈

© 2007　ドーガ堂 © 2007　ドーガ堂 © 2007　ドーガ堂

森本さやか&森望美 森本さやか&森望美 森望美

© Marubeni Telecom Co.,Ltd. © Marubeni Telecom Co.,Ltd. © Marubeni Telecom Co.,Ltd.

karaoke@dam動画カラオケ karaoke@dam動画カラオケ① karaoke@dam動画カラオケ②

©DAIICHIKOSHO CO.,LTD. ©DAIICHIKOSHO CO.,LTD. ©DAIICHIKOSHO CO.,LTD.

ウルトラマンA シルバー仮面 レッドバロン

（C）1972円谷プロ （C）宣弘企画 （C）宣弘企画

2007年
3月

（予定）

株式会社
寺島情報

企画

テレうたｉ
ムービー

動く「まるごとコスチューム」！
コスチュームにあわせたシチュ
エーションで撮影したプロモー
ションビデオ、素顔にせまるメ
イキング映像など、まるコスだ
からできた完全撮りおろしの
オリジナルムービーを配信し
ます。

2007年
3月

（予定）

株式会社ビ
クターネット

ワークス
株式会社デ
ジタルウルトラ
プロジェクト

動画
ｳﾙﾄﾗﾋｰﾛｰｽﾞ



昭和40年代、僕らがブラウン
管の前で胸をときめかせた、
あのヒーローたちがここに集
う！ウルトラマンA、レッドバロ
ン、シルバー仮面に月光仮
面…。 みんなが知ってる正
義の味方が、デジタルリマス
ターでいよいよ登場！

月額課金
315円（税込）
525円（税込）

個別課金
105円（税込）

2007年
2月20日

株式会社
第一興商

clubDAM
カラオケ

月額課金
315円（税込）

個別課金<予定>
210円（税込）

その他

月額課金
315円
（税込）

グラビア

その他

月額課金
315円
（税込）

2007年
2月20日

株式会社
三洋販売

三洋ﾊﾟﾁﾜｰﾙ
ﾄﾞi

最新機種「スーパー海物語
IN沖縄」の「沖縄モード」の
大当りラウンド動画を高画
質のフルバージョンで着モー
ションとして配信します。今
後も新台がリリースされた際
に着モーションの配信を予定
しております。

趣味
月額課金

315円
（税込）

2007年
2月20日

月額課金
315円
（税込）

2007年
2月20日

株式会社
ｺﾑﾄﾞｱｰｽﾞ

ﾌﾟﾘﾝｾｽ
ｺﾚｸｼｮﾝ

株式会社
ｺﾑﾄﾞｱｰｽﾞ

素人ｷﾞｬﾙ
ﾀｯﾌﾟﾘ

ポイント付与によ
る個別課金
315円/300p
630円/700p

1050円/1200p
（税込）

1ファイルあたりの
平均単価は300ポ

イント程度

携帯のために撮りおろしたオ
リジナル動画満載サイト！
小倉優子、金田美香、長
崎莉奈、愛川ゆず季といっ
た旬なアイドル、有名クリ
エーター制作のドラマ、お笑
い、アニメ、ホラー、バラエティ
など盛りだくさんのラインナッ
プ！

「テレうたｉムービー」ではタレ
ントのお宝動画を配信中！
ケータイ初！ネットで大ブレ
イク中のタレント「リア・ディゾ
ン」の"レア"動画を独占配
信！他にも、沢尻エリカ、ほ
しのあき等、6000ムービーあ
るよ！

月額課金
105円
315円
525円
（税込）

2007年
2月20日

2007年
3月

（予定）

ﾅｰｽ､女子大生､ﾓﾃﾞﾙ､OL､
ﾀﾚﾝﾄの卵など計80名以上
の素人ｷﾞｬﾙが動画で誘惑
♪絶対大興奮の超大胆ｾｸ
ｼｰ動画を3分間､ご提供致
します!

熊田曜子､安田美沙子､夏
川純､など各種ﾒﾃﾞｨｱで大
人気のｸﾞﾗﾋﾞｱｱｲﾄﾞﾙが勢ぞ
ろい!彼女達の艶やかな色
気を､3分間の超高画質ﾑｰ
ﾋﾞｰでお届けいたします!

「clubDAMカラオケ」内のi
モーションカラオケサイト
「karaoke@dam」では業務
用通信カラオケDAMで演奏
されるカラオケと同じ素材を１
０ＭＢｉモーションとして1曲
210円で配信開始。テロップ
の色変わりもより滑らかに、
サウンドのクオリティも大幅
アップしたフルコーラス動画カ
ラオケをお楽しみいただけま
す。

丸紅テレコム
株式会社

まるごと!!
コスチューム

株式会社
ドーガ堂

ドーガ堂

グラビア

グラビア

グラビア

グラビア

NEW AUDIOGRAM TV / V.A

©New Audiogram

株式会社
ミュージック
エアポート

i-MUSIC
FULL

その他

ウェブ・マガジンとライブイベン
トが連動したオルタナティブ・
ミュージックサイト『NEW
AUDIOGRAM』で配信中の
PODCASTやパラパラ･レッス
ン,美女麻雀師のレクチャー
ムービーなどを配信

個別課金
105円（税込）～
525円（税込）

を予定

中心価格帯は
315円（税込）～
420円（税込）

を予定

2007年
3月

（予定）

■ジャンル毎に提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■最新のコンテンツ情報は「iモードプレス」http://imode-press.jp/ にてご確認ください。
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