
ＦＯＭＡ ９０１ｉシリーズ対応　パワーアップ Ｆｌａｓｈ™  コンテンツリスト

ＩＰ様名 メニューリスト名
月額
料金

【税込】
サービス内容

ﾘﾘｰｽ
予定時期

アイフリーク ちびにゃん学園 \315
ちびにゃんの可愛いクリスマスアニメ待受やミニゲーム
Flash™ をご提供します。

端末発売時

アイフリーク ちびわんﾌﾚﾝｽﾞ
\210
\315

ちびわんたちの可愛いクリスマスアニメ待受やミニゲー
ムFlash™ をご提供します。

端末発売時

イマジニア いつでもﾘﾗｯｸﾏ \315

今度は待受Flash™ にﾘﾗｯｸﾏが住み着きました・・・。ﾘﾗｯｸ
ﾏと1日を過ごす待受Flashが登場！時間帯によってお部
屋の様子が変化！ｼｰｽﾞﾝ/ｲﾍﾞﾝﾄにあわせたｽﾍﾟｼｬﾙ演
出も♪

端末発売時

インデックス ＠さくらももこ \210
おなじみのキャラクター達が朝→昼→夜とかわっていく
よ！いつもチェックしてね！

12月上旬
配信予定

インデックス あいどる探偵団 \315
あい探特製!童顔･巨乳のﾑﾌﾌ☆なｱｲﾄﾞﾙ時計はいかがか
にゃ?思わずｷｭﾝとなるｼﾞｭﾆｱ時計もあるのらよ～☆

1月上旬
配信予定

インデックス まちうけ屋さん \315
かわいいぴよだまりが待受時計としてお手元に.いつも
ケータイ眺めちゃう!

12月上旬
配信予定

インデックス メロやぎさん
\178
\94

かわいいメロやぎさんが待受時計になったり､時間が経
過していくと共に変化してくよ

12月上旬
配信予定

インデックス 習慣アラーキー \315
サイトに登場するモデルがさまざまなポーズに変化して
いきます。

12月上旬
配信予定

ウェザーニューズ ウェザｰニュｰス \105
登録地点の天気/気温/降水量をグラフでラクラク表示。
今後の天気がひと目でわかります。雨雲の動きや、衛星
画像はもちろん動画でチェック！！

12月上旬
配信予定

エイベックス ネットワーク avexnet Mobile \210

Every Little Thing、浜崎あゆみ、Do As Infinity、BoA、大
塚 愛をはじめとするavex所属16アーティストの待受画
像、声の着信音、 新動画、メルマガ、レア情報など。
901i対応のアーティストオリジナル大容量Flash™ は必
見！

端末発売時

エイベックス ネットワーク avexﾘｽﾞﾑ&ﾀﾞﾝｽ \315

avexのダンス専門モバイルサイトが誕生!!　大充実の着
信メロディはもちろん、音楽から派生するダンスカル
チャーの全てを盛り込んでお届けします。さらに901i対応
のアーティストオリジナル大容量Flash™ は必見！

端末発売時

エイベックス ネットワーク avexnetｱﾆﾒ \315

超絶人気アニメ『頭文字［イニシャル］D』を筆頭に、avex
グループのアニメタイトルを網羅した総合アニメサイト!!

強iアプリ【頭文字D Mobile Stage】搭載!!  そして901i対
応の頭文字Dの大容量Flash™ は必見！

端末発売時

駅前探険倶楽部 駅前探険倶楽部 \210
おなじみの路線図をFlash™ で再現！駅名や所要時間、
乗り換え路線がサクッと分かります。東京メトロ主要路線
からスタート。

端末発売時

エムティーアイ にゃんこ村 \210
電波状況・電池残量によって、にゃんこが動いてくれる優
れもの！また、にゃんこの時間『2時22分』には、1日1回
だけのにゃんこが見れちゃう♪

端末発売時

オムロンエンタテインメント ｼﾙﾊﾞﾆｱﾌｧﾐﾘｰ \294
シルバニアの森にようこそ！待受、メロディ、アニメなど
が充実！森の仲間たちといっしょに遊ぼう！

端末発売時

オムロンエンタテインメント 楽ﾌﾟﾘｼｮｯﾄ \294
写真の入りFlash™ にメロディをつけて、友達におくろう♪
いままでにないグリーティングメールに友達もビックリ

12月上旬
配信予定

オムロンエンタテインメント 写真で遊ぼ(^^) \294
携帯のカメラで遊ぼう！メイク＆プチ整形、グリーティン
グ、子供作成、似てる人チェックなどが充実！

端末発売時

講談社 宮澤正明写真館 \315
話題のアイドルやタレントが満載！　人気写真家がお届
けする高画質グラビア写真サイト。あの人気アイドルが
Flash™ ゲームで登場！

端末発売時

講談社 待受ｺﾐｯｸ講談社 \315
待コミの人気キャラがFlash™ 待受（901iシリーズ専用）
に！アナタのケータイの時刻や電波状況等に合わせて
様々な表情を見せてくれちゃいます！

端末発売時

※「Macromedia」「Macromedia Flash」はMacromedia,Inc.の米国及びその他の国における商標または商標登録です。
※各企業様によって、ご利用できるサービス内容、サービス開始時期等が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。



ＩＰ様名 メニューリスト名
月額
料金

【税込】
サービス内容

ﾘﾘｰｽ
予定時期

交通情報サービス ATIS交通情報 \210
大５ルートまでの所要時間を素早く比較できる「Flash™

版高速道路ルート検索」登場。ドライブをサポートします。
端末発売時

サイバード Cool Screen \105
時間によって変る！クールスクリーンの画像群が、Flash
™ 時計で更に洗練・パワーアップする...。

端末発売時

サイバード ﾁｪｷﾗｯﾄｰﾏｽetc \210
チェキラッの人気キャラクターがFlash™ の時計になった
よ！トーマスやピングーが時間によって切り替わるぞ！

12月
配信予定

サイバード とっとこﾊﾑ太郎 \315
ハム太郎がFlash™ の時計に！時間によって色んなハム
ちゃんずのかわいい画像が見られるよ。カレンダー機能
付き！

端末発売時

サイバード 犬夜叉 \315
和風の文字盤、月齢表示付きのカレンダーが犬夜叉の
世界とぴったりマッチ。朔（さく）の日には何かが起こる
…？

端末発売時

サイバード 着キャラ \105
アクビちゃん､ベティー・ブープ､オリビア等、人気ｷｬﾗが多
数登場！！時計&カレンダーを見るのが楽しくなっちゃ
う！

端末発売時

サイバード 名探偵コナン \210
コナンがFlash™ の時計になったよ。カッコイイ文字盤と見
やすいカレンダー、さらに時間によってコナンが変わる
ぞ！

端末発売時

サイバーマップ・ジャパン 地図マピオン \210

従来であれば、iアプリでしか実現できなかった、地図の
スクロール機能をFlash™ で実現。地図画像データを１.５
倍の範囲で取得し、アプリを起動することなく地図を“ぐり
ぐり”と動かせます 。

12月上旬
配信予定

三愛・ギガネットワークス
カンパニー

着信ﾒﾛﾃﾞｨ GIGA
\105～
\315

海の待受Flash™ →時刻によって景色が変わり、電波が
悪いと雨が降る！／釣りゲームFlash™ →アタリがあると
バイブが震えます！

12月上旬
配信予定

三愛・ギガネットワークス
カンパニー

聴ケル遊メロGIGA \210
ダウンロード確認画面がFlash™ になりました！アプリを
起動しなくても着信メロディの試聴が可能！

端末発売時

Janime.com ちびまる子
\157
\315

まる子とリコーダーに挑戦！音楽の授業で習った懐かし
の曲を一緒に演奏しちゃおう。上手に吹ければまる子も
ご機嫌！でも、失敗すると不機嫌に・・・。コロコロ変わる
まる子の表情を楽しみながら、レッツプレイ！

端末発売時

Janime.com 世界名作劇場
\105
\210

「Hi♪ラスカル」で、朝も昼も夜もラスカルと一緒のゴキゲ
ンの毎日。時間帯によって変わるラスカルのあどけない
仕草を楽しんじゃおう。バッテリー残量が低下すると、元
気なラスカルも一緒にスタミナ切れしちゃうよ？

端末発売時

ジグノシステムジャパン Photo Gallery \315
ここでなら「欲しい」が見つかる。ﾊｲｸｵﾘﾃｨ携帯ﾂｰﾙ英語
ｻｲﾄ。 新機種・ 新機能完全対応。

端末発売時

ジグノシステムジャパン ｺｲﾇ･ｺﾈｺ･ﾊﾑｽﾀｰ \105
かわいい動物たちの画像が8000枚以上!見て！使って、
読んで楽しめるケータイペットマガジンです。カレンダー
アプリや、お悩み相談・姓名判断の投稿が大人気☆

端末発売時

ジグノシステムジャパン スタートレック \315 SFの金字塔スタートレックの公式モバイルサイト! 端末発売時

ジグノシステムジャパン ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ \210
ｱﾆﾒ美少女､CGｱｲﾄﾞﾙが大結集!!ﾊﾞｰﾁｬﾙ美少女ならでは
のﾋﾞｭｰﾃｨｰ画像やｾｸｼｰ画像満載。

端末発売時

ジグノシステムジャパン ﾈｺﾏﾝｶﾞ･ｲﾇﾏﾝｶﾞ \210
心のオアシスへようこそ！毎日配信の待受・ご自慢ネコ
イヌの投稿・ユーザー同士の語らいまでも揃ってます☆

端末発売時

ジグノシステムジャパン ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾎﾞｰｲ \315
TV､CM､映画で大活躍中の人気ﾀﾚﾝﾄが終結した公式ｻｲ
ﾄ。総勢56名の待受､日記､ 新ｽｹｼﾞｭｰﾙなどﾌｧﾝ必見の
情報満載！

端末発売時

ジグノシステムジャパン ﾌﾟﾛﾚｽ/格闘技DX \315
新日本プロレス･全日本プロレスの公式モバイルサイト。
試合速報･選手日記･着信メロディ･声の着信音など､ファ
ン必見の情報満載！

端末発売時

ジグノシステムジャパン ムービーキング \315
ｱﾆﾒｰｼｮﾝやｸﾞﾗﾋﾞｱ、Flash™ ｶﾚﾝﾀﾞｰ&待受など様々なﾑｰ
ﾋﾞｰを提供する 強ﾑｰﾋﾞｰｻｲﾄ。

端末発売時

※「Macromedia」「Macromedia Flash」はMacromedia,Inc.の米国及びその他の国における商標または商標登録です。
※各企業様によって、ご利用できるサービス内容、サービス開始時期等が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。



ＩＰ様名 メニューリスト名
月額
料金

【税込】
サービス内容

ﾘﾘｰｽ
予定時期

ジグノシステムジャパン 海の楽園ﾌｫﾄ \315

マリンフォトストック点数国内ナンバーワン！イルカやク
マノミ、世界各地のリゾート風景など､多彩なジャンル・地
域のフレッシュ＆トロピカルな高画質フォトが盛りだくさ
ん。

端末発売時

ジグノシステムジャパン 厳選素材フォト \315
本当に美しい写真､歴史に残る芸術を扱いながらもｳｨｯﾄ
は忘れず､ 新機能も追いかける｡何でも揃う大人のｻｲﾄ
です｡

端末発売時

ジグノシステムジャパン 待受☆天文ナビ \315

待受☆天文ナビは普段あまり目にすることのない銀河や
星雲、夜空に浮かぶ星々を手軽に携帯でご覧いただくこ
とのできる天体ポータルサイトです。テキストも充実、宇
宙の神秘に少しだけ近づけます。

端末発売時

ジグノシステムジャパン 待受ｱｰﾄﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ \315
ラッセン、天野喜孝、ツバキアンナなどの一流アート、イ
ラストが満載！画像は毎週続々追加！

端末発売時

ジグノシステムジャパン 待受画面ｺﾚｸｼｮﾝ \315
話題のグラビアアイドル大集合！お宝画像10000枚･動
画･声の着信音等のグラビア企画目白押し！月額315円
で全て取り放題！！

端末発売時

ジグノシステムジャパン 待受画面ﾒﾛﾃﾞｨ \315
極上クオリティなグラビアメニュー「ぷち写真集」や奇想天
外な効果音など毎週配信！その他高画質Flash™ や 新
着信メロディなど9,500曲以上のラインナップ☆

端末発売時

ジグノシステムジャパン 動物ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ \315
かわいいｲﾇ･ﾈｺから海の仲間たち､野生動物､鳥や昆虫
まで世界の有名ｱｰﾃｨｽﾄの写真やｲﾗｽﾄを毎週配信中!

端末発売時

集英社 ｹｰﾀｲ少年ｼﾞｬﾝﾌﾟ \315
大人気マンガ「ドラゴンボール」の動くマンガ＆「ドラゴン
ボール」、「ONE PIECE」 、「NARUTO-ﾅﾙﾄ-」、「テニスの
王子様」のFlash™ 待受も配信！

12月下旬
配信予定

ジョルダン AD乗換案内 無料
毎週一つのテーマに沿って駅をピックアップ！「検索駅ラ
ンキング」がベストテン形式で楽しめます。

端末発売時

ジョルダン きゃらﾓｰﾄﾞ \210
お気に入りのペットキャラとコミュニケーション！占いやミ
ニゲームなど、遊べて楽しい福袋的Flash™ が新登場！

12月上旬
配信予定

スウィング 夜景スタイル \210
夜景評論家が贈る、日本 大の夜景情報サイト!!キラキ
ラ輝くFlash™ 夜景で電話・メールの発着信を彩ります!!

12月中旬
配信予定

スペースシャワーネットワーク e-天気.net \105
3時間毎の天気の移り変りがFlash™ で見られる、動く天
気予報。901iシリーズ対応メニューは無料！

12月上旬
配信予定

ソニーコミュニケーション
ネットワーク

ﾎﾟｽﾄﾍﾟｯﾄ \210
ご好評いただいているのポストペットのFlash™ に、更に
パワーアップした「Plus！」が登場！

12月下旬
配信予定

TME/インデックス リカちゃん \210
とってもカワイイ待受Flash™ の登場よ♪アナタの携帯で
リカがオシャレに時間をお知らせしちゃうの☆

12月上旬
配信予定

ツタヤオンライン TSUTAYA online \210
カワイイ謎のキャラクターが、あなたの携帯で生活!?電池
残量や電波状況によって様々な表情を見せてくれます。

12月中旬
配信予定

ディズニー
Disney-i
[トゥーン・タイム]

\210
ディズニーのキャラクターがあなたのケイタイで動くアプリ
待受が大集合！待受時計のほかにスクリーンセイバー
などいろいろ楽しめるよ。

端末発売時

テレビ東京ブロードバンド
あのねミッフィー
[スペシャルパック]

\210

『あのね ミッフィー』のFlash™ 待ち受けが、時計付カレン
ダーになりました。Macromedia® Flash Lite 1.1の機能を
利用したアナログ時計と、とても便利な電池消耗時のア
ラームを内臓した待受画面の登場です。

端末発売時

テレビ東京ブロードバンド ﾃﾚﾋﾞ東京ｱﾆﾒ-X \315

人気アニメ「ケロロ軍曹」のキャラクター時計。901iからの
ネイティブ連動で「電池残量」「電波状態」などをアニメの
世界観に合わせた演出で表現。イラストはすべて描き起
こし。Flash™ で製作します。

12月中旬
配信予定

テレマーケティングジャパン i本物の心理ﾃｽﾄ \315
大人気「特集」メニューがFlash™ 対応になって新登場！
みんなからの投稿内容が見やすく使いやすくなったよ。

端末発売時

※「Macromedia」「Macromedia Flash」はMacromedia,Inc.の米国及びその他の国における商標または商標登録です。
※各企業様によって、ご利用できるサービス内容、サービス開始時期等が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。



ＩＰ様名 メニューリスト名
月額
料金

【税込】
サービス内容

ﾘﾘｰｽ
予定時期

テレマーケティングジャパン 恋愛心理ゼミ \315
恋愛心理ｾﾞﾐでは、更に進化したFlash™ に対応｡気になる
人の本心を徹底ﾁｬｯｸ出来るから合コン等で大活躍だよ｡

端末発売時

ドワンゴ ｲﾛﾒﾛｹﾞｰﾑｽﾞ100 \105
カワイイキャラクターが落ちてくる３色のグミを食べる
Flash™ ゲームです。落ちてくるグミの方向が3D効果音で
きこえてきます。

12月下旬
配信予定

ドワンゴ いろメロミックス \315
いろメロミックスの新着曲などを紹介するコーナー「音楽
王」をFlash™ で提供。「音楽王」は購入前に視聴ができる
｢いろメロ生放送｣内の音楽情報番組です。

端末発売時

ドワンゴ いろメロ待受 \315
有名アーティスト達がFlash™ 待受で登場!!901iの新機能
を使った新しい要素が満載!!

12月下旬
配信予定

ナビタイムジャパン NAVITIME 
無料

（一部210
円、315円）

乗換・渋滞・徒歩道案内、全て同時に一発探索! Flash™
に対応して、ますます見やすく、便利になりました。

端末発売時

ハドソン １分げ～むぷりっ \100
お手軽なFlash™ゲームがさらにパワーアップ！901iでは、
サウンドと振動が追加されて演出面が強化されてます。
ネットワークを使ったFlash™ゲームも配信予定！

12月中旬
配信予定

ハドソン ﾃﾞｼﾞｷｬﾗｯﾄにょ \315
「デ・ジ・キャラットにょ」に、待受・発着信・メール送受信
の各画面をFlash™画像に設定できるアプリが登場にょ。
ケータイをでじこたちでいっぱいにするにょ！

12月
配信予定

ハリウッドチャンネル ハリウッドチャンネル \315
話題の映画の名シーンを合わせたフラッシュ画像が、あ
なたのケータイを彩ります。

端末発売時

ビクターネットワークス ﾋﾞｸﾀｰ勝負ﾒｰﾙ \210
901iシリーズのデコメール&Flash™ 完全対応!カメラで撮っ
た画像をFlashにして送ったり、画像にテキストを埋め込
んで送れる画像メールサービスです。

端末発売時

ベルシステム２４ ﾏﾄﾞﾓｱｾﾞﾙ愛 \210
ホロスコープが映し出す惑星達の囁き…。マドモアゼル
愛が教えるその真実の意味とは!?

12月下旬
配信予定

ラッド・ジャパン 研音ｱｰﾃｨｽﾄ \315
所属タレントのギャラリーFlash™ や時刻によって背景が
変わるカレンダー待ち受けFlashなどオモシロ＆便利
Flash を配信！

1月上旬
配信予定

※「Macromedia」「Macromedia Flash」はMacromedia,Inc.の米国及びその他の国における商標または商標登録です。
※各企業様によって、ご利用できるサービス内容、サービス開始時期等が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。
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