
 

 

 

「ドコモマーケット」 アプリストアの主なコンテンツ一覧 

ジャンル 提供企業名 コンテンツ名称 提供時期

インクリメント・ピー（株） MapFanﾅﾋﾞｰｸﾙ体験版 サービス開始同時
（株）駅探 駅探★乗換案内アプリ（仮） サービス開始同時
エヌ・ティ・ティ番号情報（株） サービス開始同時
（株）エムティーアイ バス・鉄道乗換 サービス開始同時
オリックス自動車（株） オリックスレンタカー サービス開始同時
交通情報サービス（株） 詳細渋滞マップ 2010年12月（予定）
（株）交通新聞社 ぴたのりオートナビ サービス開始同時
（株）交通新聞社 ぴたのり乗換アプリ サービス開始同時
（株）交通新聞社 ぴたのり電光掲示板 2011年1月（予定）
（株）ジェイアール東日本企画 カウントダウンTRAIN サービス開始同時
（株）ジェネシックス コインパーキングナビ 2010年12月（予定）
ジョルダン（株） 乗換案内（ドコモマーケット版） サービス開始同時
全日本空輸（株） モバイルＡＭＣアプリ サービス開始同時
（株）日本航空 JAL ICポケットアプリ サービス開始同時
MapMotion（株） MegaMap路線図 サービス開始同時
MapMotion（株） MegaMap高尾山 サービス開始同時
ヤフー（株） Yahoo!路線・地図アプリ サービス開始同時
（株）ユビークリンク 全力案内！ナビ サービス開始同時
（株）ユビークリンク 全力道路交通ナビ サービス開始同時
（株）エア すし手帳ｉ サービス開始同時
（株）エア 焼肉手帳i サービス開始同時
（株）エディア 超らーめんナビ サービス開始同時
（株）カカクコム 食べログiアプリ サービス開始同時
（株）ぐるなび ぐるなび「今ココ検索」　アプリ サービス開始同時
（株）サンゼロミニッツ 30min.ランチ サービス開始同時
（株）ゼンリンデータコム ご当地グルメレーダー 2010年12月（予定）
日清食品（株） インスタント麺レシピ サービス開始同時
（株）リクルート ホットペッパー グルメ サービス開始同時
（株）レインボー・ジャパン iTeePee サービス開始同時
（株）朝日新聞社 朝日新聞ニュースリーダーCatchew! サービス開始同時
（株）朝日新聞社 朝日新聞ニュースリーダーCatchew!(無料版) サービス開始同時
イマジニア（株） 新ニュース検定アプリ（仮） サービス開始同時
（株）エムティーアイ ｿﾗﾀﾞｽお天気予報 サービス開始同時
（株）産経デジタル 産経新聞ニュース サービス開始同時
（株）時事通信社 時事通信マーケットモバイル（仮称） 2010年12月（予定）
日本気象（株） 雨降りアラート サービス開始同時
イマジニア（株） San-X グッズカタログ（仮） サービス開始同時
（株）カカクコム 価格.comアプリ 2010年12月（予定）
（株）ディー・エヌ・エー ポケットビッダーズ サービス開始同時
（株）ニッセン ニッセン　商品検索 サービス開始同時
（株）モバオク モバオク 2010年12月（予定）
楽天（株） 楽天ブックスアプリ サービス開始同時
楽天オークション（株） 楽オク検索アプリ サービス開始同時
イマジニア（株） 万歩計アプリ（キティ） 2010年12月（予定）
イマジニア（株） 万歩計アプリ（リラックマ） 2010年12月（予定）
（株）エクシング リズムジョガー サービス開始同時
（株）エムティーアイ ルナルナ★女性の医学 2010年12月（予定）
（株）コナミスポーツ&ライフ コナミスポーツクラブ 2011年3月（予定）
（株）ハドソン メモってダイエット（仮） サービス開始同時
イマジニア（株） ハローキティtwippa（仮称） サービス開始同時
イマジニア（株） リラックマtwippa（仮称） サービス開始同時
イマジニア（株） カピバラさんtwippa（仮称） 2011年3月（予定）
（株）jig.jp jigtwi サービス開始同時
（株）ＤＧモバイル ツイスト（仮） 2011年3月（予定）
（株）バンダイナムコゲームス PAC'N TWIT サービス開始同時
（株）メイクソフトウェア Realtime Love（無料版） 2010年12月
イマジニア（株） デコメカタログ（キティ） サービス開始同時
イマジニア（株） デコメカタログ（リラックマ） サービス開始同時
（株）アイスタイル ＠ｃｏｓｍｅ Ｖｉｅｗｅｒ サービス開始同時
（株）アドバンスト・メディア AmiVoice音声認識メモ サービス開始同時
（株）アルタビスタライズ TOEIC(R)テストでる順英単語(初級・中級) サービス開始同時
（株）アルタビスタライズ TOEIC(R)テストでる順英熟語 サービス開始同時
（株）アルタビスタライズ 日本史B古代・中世まる覚え サービス開始同時
（株）イチベル イチベルJE （日英音声翻訳） 2011年1月（予定）
（株）イチベル イチベルJC （日中音声翻訳） 2011年1月（予定）
イマジニア（株） パチスロ小役カウンター サービス開始同時
イマジニア（株） 歴史年表　日本史・世界史(仮) サービス開始同時
（株）ウイズ みんなの日程 2011年3月（予定）
（株）カカクコム 価格.comバーコードサーチ サービス開始同時
（株）サイバード パチンコ・パチスロ収支管理アプリ サービス開始同時
（株）サイバード 女子カレ 2010年12月
（株）サイバード Twittmailアプリ 2011年1月（予定）
GMOメディア（株） freeml サービス開始同時
（株）jig.jp jigブラウザフリーパス サービス開始同時
（株）ソケッツ デコ名刺 サービス開始同時
（株）ビジュアライズ EViSメーラーPRO サービス開始同時

便利ツール

地図/交通/タウン情報

グルメ/レシピ

ニュース/天気

ショッピング/オークション

健康/フィットネス

ＳＮＳ/ブログ

検索/ポータル

 

 



 

 

（株）アルタビスタライズ 古文単語まる覚え サービス開始同時
（株）アルタビスタライズ 化学Ⅰまる覚え サービス開始同時
（株）アルタビスタライズ 生物Ⅰまる覚え サービス開始同時
イマジニア（株） □いアタマを○くする。 サービス開始同時
イマジニア（株） 英検モバイル　1級～5級対策（仮） サービス開始同時
イマジニア（株） 一問一答 日本史B・世界史B用語問題集 サービス開始同時
（株）ウイズ ちょこっと勉強☆国旗 2011年3月（予定）
（株）ウイズ ちょこっと勉強☆日本地図 2011年3月（予定）
（株）エア 国語辞典ｉ サービス開始同時
（有)エスカパードフランセーズ フランス単語帳：自然 2010年12月
（有)エスカパードフランセーズ フランス単語帳：レストラン 2010年12月
（有)エスカパードフランセーズ フランス単語帳：服飾 2010年12月
（株）三省堂 三省堂六法iアプリ 2010年12月（予定）
ワンナップゲームズ（株） トラベルフレーズ(仮)１ サービス開始同時
ワンナップゲームズ（株） トラベルフレーズ(仮)２ サービス開始同時
ワンナップゲームズ（株） トラベルフレーズ(仮)３ サービス開始同時
（株）ビジュアライズ EViSpicasa サービス開始同時
（株）メイクソフトウェア ４・my・画～（無料版） 2010年12月
（株）メイクソフトウェア フォトde絵文字（無料版） 2010年12月
MapMotion（株） MegaMapソウル サービス開始同時
MapMotion（株） MegaMapハワイ サービス開始同時
MapMotion（株） MegaMapパリ サービス開始同時
（株）ユビークリンク 全力グループナビ サービス開始同時
（株）UBG ラスベガス大全ポケット サービス開始同時
楽天（株） 楽天GORAアプリ サービス開始同時
楽天トラベル（株） 楽天トラベルアプリ サービス開始同時
（株）リクルート じゃらん簡単検索 サービス開始同時

スポーツ （株）パー七十二プラザ ショットナビLite サービス開始同時
イオン（株） モバイルＷＡＯＮアプリ サービス開始同時
ＪＲ東日本（株） モバイルＳｕｉｃａ サービス開始同時
（株）ジェーシービー QUICPay™ サービス開始同時
（株）セブン・カードサービス 電子ﾏﾈー『nanaco』 サービス開始同時
日本マクドナルド（株） マクドナルドのトクするアプリ サービス開始同時
（株）ビックカメラ ビックポイントケータイ サービス開始同時
ビットワレット（株） 電子ﾏﾈｰ「Edy」 2010年12月（予定）
（株）ヨドバシカメラ ゴールドポイントカード サービス開始同時
松井証券（株） ハイスピードα 【株式版】 サービス開始同時
松井証券（株） ハイスピードα 【先物・オプション版】 サービス開始同時
（株）三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJダイレクト サービス開始同時
ＮＴＴソルマーレ（株） 有料コミックアプリ サービス開始同時
ＮＴＴソルマーレ（株） 無料コミックアプリ サービス開始同時
（株）ビットウェイ 快感フレーズ  立ち読みアプリ（仮） サービス開始同時
（株）ビットウェイ クレヨンしんちゃん　立ち読みアプリ（仮） サービス開始同時
（株）ビットウェイ 女子高生　立ち読みアプリ（仮） サービス開始同時

本/雑誌 イマジニア（株） 近代麻雀バビィの元祖何切る300問 サービス開始同時
エイベックス通信放送（株） BeeTVアプリ 2010年12月（予定）
（株）エムティーアイ music.jpミュージックプレーヤー 2010年12月（予定）
（株）新通 シネマNAVI サービス開始同時
（株）ディーツーコミュニケーションズ Gガイド番組表リモコン サービス開始同時
（株）フェイス・ワンダワークス GIGAッch ミュージックアプリ(仮称) 2010年12月（予定）
（株）フロントメディア スパイダーマン３ 【予告編】 サービス開始同時
（株）フロントメディア 君に届け サービス開始同時
（株）ミュージックエアポート iうた聴き放題 2010年12月（予定）
イマジニア（株） 夢辞典 サービス開始同時
（株）サイバード 細木数子六星占術アプリ サービス開始同時
（株）サイバード ユミリーの開運祈願寄り道マップアプリ 2010年12月（予定）
（株）ザッパラス サービス開始同時
（株）ザッパラス サービス開始同時
（株）ザッパラス サービス開始同時
アルゼメディアネット（株） シャドウハーツII　体験版 サービス開始同時
アルゼメディアネット（株） 緑ドン　紹介版 サービス開始同時
アルゼメディアネット（株） 青ドン　紹介版 サービス開始同時
イマジニア（株） Hearty Party サービス開始同時
イマジニア（株） リラックマけしけしカフェ サービス開始同時
イマジニア（株） 漢検モバイル　漢検に挑戦（仮） サービス開始同時
（株）エア フィギュアスケート辞典ｉ サービス開始同時
（株）宝くじネット ロト６速報ゲット！ 2010年12月（予定）
（株）宝くじネット ミニロト速報ゲット！ 2010年12月（予定）
（株）宝くじネット ナンバーズ４速報ゲット！ 2010年12月（予定）
（株）タカラトミーエンタメディア 黒ひげ危機一発 サービス開始同時
（株）TBSテレビ TBSオンデマンド サービス開始同時
（株）リクルート スーモのお庭 サービス開始同時
（株）レゾリューション 美少女時計 2010年12月
（株）アイフリーク デコメつくーる サービス開始同時
（株）アスキー・メディアワークス 俺の妹がこんなに可愛いわけがない待受アプリ（名称仮） サービス開始同時
（株）アスキー・メディアワークス とある魔術の禁書目録Ⅱ待受アプリ（名称仮） 2010年12月（予定）
（株）アスキー・メディアワークス AngeBeats!待受アプリ（名称仮） 2010年12月（予定）
イマジニア（株） きせかえカタログ（キティ） サービス開始同時
イマジニア（株） きせかえカタログ（リラックマ） サービス開始同時
（株）エイチアイ 合成写真マチキャラなびげーたー(仮） 2010年12月
（株）ソケッツ DGエモジファクトリー サービス開始同時
（株）デジマース HAPPY!デコメ 2010年12月（予定）
（株）フォーサイド・ドット・コム ほしのあきグラ箱★「AKI-TIME」 サービス開始同時
（株）フォーサイド・ドット・コム 山本梓グラ箱★「あずランド」 サービス開始同時
（株）フォーサイド・ドット・コム 優木まおみグラ箱★「mirage」 サービス開始同時

芸能/グラビア

学習/辞書

おサイフケータイ

金融

コミック

動画/音楽/ＴＶ/ラジオ

占い/診断

エンタメ/趣味

待受/デコレーション

写真/画像加工

旅行/レジャー

 

 



 

 

（株）アイダック ガラス越しの視線 サービス開始同時
（株）アイダック 幽閉された愛 サービス開始同時
（株）アイダック 戻らない婚約者 サービス開始同時
愛知情報システム（株） ぷるぷるDOWN～美少女学園GAME～ 2010年12月（予定）
（株）アスキー・メディアワークス SWEET★QUIZ VOL.1（名称仮） 2010年12月（予定）
（株）アソビズム 免許をとろう！　免許学科問題集 サービス開始同時
（株）アソビズム サービス開始同時
アップスタート（株） オラッ掘人　ホレゆけ!ブラジル サービス開始同時
アップスタート（株） 潜りすぎる海女 サービス開始同時
アップスタート（株） バニラのはっぴいバスケット サービス開始同時
アルゼメディアネット（株） スーパーリアル麻雀Free無料 サービス開始同時
（株）アルタビスタライズ 英単語の達人 サービス開始同時
（株）アルタビスタライズ 英熟語の達人 サービス開始同時
（株）アルタビスタライズ 英会話の達人 サービス開始同時
（株）アルティ ミステリー・セレクションシリーズ 2011年1月（予定）
（株）アルティ トレジャー・チェイサー 2011年1月（予定）
（株）アンビション ネバーワールドあみぱにDX 2010年12月（予定）
（株）アンビション ネバーワールドカジノ 2010年12月（予定）
（株）アンビション 反射神拳 2010年12月（予定）
イマジニア（株） クロスワードＤＸ サービス開始同時
イマジニア（株） お絵かきパズルDX サービス開始同時
イマジニア（株） スペランカー サービス開始同時
（株）インデックス・ホールディングス 世界樹の迷宮MOBILE サービス開始同時
（株）ウインライト エレメンタルナイツオンライン 2010年12月（予定）
（株）ウインライト オンライン麻雀　雀ナビ 2010年12月（予定）
ウォルト・ディズニー・ジャパン（株） ディズニーオセロ　体験版 サービス開始同時
ウォルト・ディズニー・ジャパン（株） 人生ゲームディズニー版　体験版 サービス開始同時
（株）エイタロウソフト ギャラクシーフロンティア サービス開始同時
（株）エイタロウソフト マジカルガンナー サービス開始同時
（株）エイタロウソフト マジカルショット サービス開始同時
（株）エイチーム 2010年12月（予定）
（株）エイチーム 脱出ゲームＸ 2010年12月（予定）
（株）エイチーム 激萌★ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 2010年12月（予定）
NHN Japan（株） セイムパズル 2010年12月
NHN Japan（株） ハンゲ大富豪 2010年12月
NHN Japan（株） パンパヤ 2010年12月
（株）エンターブレイン ダービースタリオン サービス開始同時
（株）エンターブレイン みんなしってる サービス開始同時
（株）オープンドア シェルタリング・クライ2 2010年12月
（株）オープンドア シェルタリング・クライ3 2010年12月
（株）オープンドア 新説シェルタリング・クライ 2010年12月
（株）カプコン モンスターハンター モバイル 体験版 サービス開始同時
（株）カプコン ロックマン9 サービス開始同時
（株）カイロソフト ワイワイ！ゲーム販売店 2010年12月（予定）
（株）ケイブ 虫姫さまふたり サービス開始同時
（株）ケイブ ポーカー サービス開始同時
（株）ケイブ エイトライン サービス開始同時
元気モバイル（株） 首都高バトルNEO サービス開始同時
元気モバイル（株） 直感☆うそ発見器 サービス開始同時
元気モバイル（株） EX大縄跳び サービス開始同時
（株）講談社 頭文字D PLUS 2010年12月（予定）
（株）講談社 エア・ギア～AIR～ 2010年12月（予定）
（株）講談社 金田一少年の事件簿　学園七不思議殺人事件 2011年3月（予定）
（株）コーエーテクモゲームス Mobile真・三國無双 サービス開始同時
（株）コーエーテクモゲームス Mobile三國志４ サービス開始同時
（株）コーエーテクモゲームス 信長の野望･天翔記 サービス開始同時
（株）コトブキソリューション 脱出ゲーム サービス開始同時
（株）コトブキソリューション アルファディアIII サービス開始同時
（株）コトブキソリューション われら ピコット防衛隊 サービス開始同時
（株）コナミデジタルエンタテインメント jubeat mobile 2010年12月（予定）
（株）COM2US JAPAN ミニゲーム天国 サービス開始同時
（株）COM2US JAPAN ｽｰﾊﾟｰｱｸｼｮﾝﾋｰﾛｰ サービス開始同時
（株）COM2US JAPAN TowerDefense サービス開始同時
（株）Contents Creation バス釣りにいこう サービス開始同時
（株）Contents Creation いつでもテニスTuch サービス開始同時
（株）Contents Creation DeepOne サービス開始同時
（株）サイバード 懸賞パズラー 2010年12月（予定）
（株）サイバード BarcodeKANOJYO 2010年度内（予定）
（株）サミーネットワークス ぱちんこCR北斗の拳　剛掌　無料体験版 サービス開始同時
サン電子（株） クラシック上海 サービス開始同時
サン電子（株） いっき サービス開始同時
サン電子（株） サービス開始同時
ジグノシステムジャパン（株） マーセナリーズサーガ2 サービス開始同時
ジグノシステムジャパン（株） いざ、出陣！恋戦～真田幸村編～ サービス開始同時
ジグノシステムジャパン（株） トキメキ幻想恋スル源平～源 義経編～ サービス開始同時
（株）ジー・モード テトリス☆ドコモダケ サービス開始同時
（株）ジー・モード アリスのソリティア 2010年12月（予定）
（株）ジー・モード フライハイトクラウディア４ 2010年12月（予定）
スパイシーソフト（株） チャリ走 サービス開始同時
スパイシーソフト（株） 糸通し サービス開始同時
スパイシーソフト（株） 人生のエンドロール サービス開始同時

ゲーム

 

 

 

 



 

 

スミスアンドモバイル（株） ウィザードテイル サービス開始同時
（株）セガ ぷよぷよ！ 2011年2月（予定）
（株）セガ ３Ｄ麻雀激牌2 2010年12月
（株）セガ 萌☆写 2010年12月
（株）ソニー・コンピュータエンタテインメント 勇者のくせになまいきだ。そして携帯へ・・・魔るごとパック サービス開始同時
（株）ソニー・コンピュータエンタテインメント トロのお話しアプリ（仮） サービス開始同時
（株）タカラトミーエンタメディア 人生ゲーム サービス開始同時
（株）タカラトミーエンタメディア ココアの宝石箱 サービス開始同時
（株）タカラトミーエンタメディア チョロQハイブリッド サービス開始同時
（株）ディースリー・パブリッシャー 地球防衛軍３Mobile サービス開始同時
（株）ディースリー・パブリッシャー THE 麻雀本格メガ思考 サービス開始同時
（株）ディースリー・パブリッシャー THE 女子更衣室からの脱出 サービス開始同時
（株）ディーピー 吉宗HG サービス開始同時
（株）ディーピー 押忍!操 サービス開始同時
（株）ディーピー 押忍!番長HG サービス開始同時
（株）ティンマシン ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序 A.D.V.シリーズ 2010年12月（予定）
（株）ティンマシン ecoっパ★!! 2010年12月（予定）
（株）ティンマシン アプリホームラン 2010年12月（予定）
（株）ドラス めんそーれ 2011年2月（予定）
（株）ナウプロダクション THE LAST-MAN SURVIVE サービス開始同時
（株）ナウプロダクション プロ野球ＧＭ2010 サービス開始同時
（株）ニコリ ニコリのどっさりパック数独 サービス開始同時
（株）ニコリ ニコリのどっさりパックカックロ サービス開始同時
（株）ニコリ ニコリのどっさりパックスリザーリンク サービス開始同時
（株）バタフライ ７ならべBasic サービス開始同時
（株）バタフライ LastOrder サービス開始同時
（株）バタフライ 竜王戦△将棋道場 通信対局アプリ 2010年12月（予定）
（株）ハドソン ボンバーマン復刻版 サービス開始同時
（株）ハドソン 高橋名人の冒険島 復刻版 サービス開始同時
（株）ハドソン 天外魔境ZIRIA Premium Edition サービス開始同時
パナソニックモバイルコミュニケーションズ（株） 究龍 -Ultimate Dragon- サービス開始同時
パナソニックモバイルコミュニケーションズ（株） 風来のシレンP-style 月影村の怪物 サービス開始同時
（株）ビジュアライズ ZERO花札 サービス開始同時
（株）ビジュアライズ ZERO将棋 サービス開始同時
（株）ビジュアライズ ZERO麻雀 サービス開始同時
（株）ビットウェイ 無料版フルーぽんっα サービス開始同時
（株）ビットウェイ Merryフルーぽんっ！ サービス開始同時
（株）ビットウェイ タネドラパズル サービス開始同時
BTD STUDIO（株） オセロ 2010年12月
BTD STUDIO（株） キラクル 2010年12月
BTD STUDIO（株） 四人打ち麻雀 2010年12月
（株）フェイス・ワンダワークス ローズマインスイーパー 2011年2月（予定）
（株）ベクター ベクターミニゲーム集 2010年12月（予定）
（株）ボトルキューブ カラトレ!～Hakobo Style～ サービス開始同時
ポノス（株） 防衛ゲームMOBILE ZERO サービス開始同時
ポノス（株） めちゃ綺麗★ソリティア サービス開始同時
ポノス（株） めちゃ綺麗★リバーシ サービス開始同時
（株）ボルテージ [無料版]社内恋愛2人のヒミツ 2010年12月
（株）ボルテージ [無料版]王子様のプロポーズ 2010年12月
（株）ボルテージ [無料版]恋人は専属SP 2010年12月
menue（株） ダッシュ 2011年1月（予定）
menue（株） ナイトキング３ 2011年1月（予定）
（株）リオンシア 麻雀カノジョ(Vol.1) サービス開始同時
（株）リオンシア 麻雀カレシ(Vol.1) サービス開始同時
（株）UBG ブラックジャックマスター サービス開始同時
（株）UBG ビデオポーカーマスター サービス開始同時
ワンナップゲームズ（株） タワーブロックス　TOKYO サービス開始同時
ワンナップゲームズ（株） ぶらり世界ウンテイ（体験版） サービス開始同時
ワンナップゲームズ（株） タワーブロックスDX(体験版) サービス開始同時

ゲーム

 

 

 

 

■提供元：50 音順（敬称略） 

■上記掲載コンテンツは、一例となります。 

■掲載されている企業名、コンテンツ名称は各社の商標または登録商標です。 

■各企業様によって提供内容、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。 

■「ジャンル」、「提供企業名」、「コンテンツ名称」、「提供時期」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。 

 


