
ＦＯＭＡ ９０１ｉシリーズ対応　３Ｄ着モーション　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・エム・ジェイ/
オフィスオーガスタ

オーガスタサウンド
\315
\525

オーガスタサウンドは、３Ｄサウンドにも対応した、スガシ
カオ最新曲　光の川　や山崎まさよし最新曲　ビー玉望遠
鏡（ｽｺｰﾌﾟ）を始め、杏子、元ちとせ、スキマスイッチ他の
着うた®、着モーションを提供します。

12月上旬
配信予定

アイ・シー・エージェンシー アニメうた王国↑
\315
\525

「北斗の拳」「エヴァンゲリオン」「キューティーハニー」他、
人気のアニメ曲が、大迫力の３Ｄサウンドで登場！

12月上旬
配信予定

イマジニア Tipoﾗﾘｰ選手権 \315
ﾌｪﾗｰﾘやﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆなど数々のｽｰﾊﾟｰｶｰのﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｼｰﾝ
をﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸな映像と疾走感溢れるｻｳﾝﾄﾞで演出した、ｶｰ
ﾌｧﾝ必見の３Ｄ着ﾓｰｼｮﾝ！

端末発売時

イマジニア ｻﾝﾘｵ簡単ﾃﾞｺﾒｰﾙ \315
新しいキティの世界へ！スタイリッシュな３Ｄムービー＆
360°体感サウンドによる着モーションが登場♪クールで
キュートなキティをお見逃しなく！

端末発売時

インデックス Baby Tweety \210
Tweety達のかわいい着モーション画像、待受け画像、Ｆｌａ
ｓｈ™、キャラ電を好評配信中！！ＦＯＭＡ９０１iにも順次対
応！！

12月
配信予定

インデックス WBstudiosﾓﾊﾞｲﾙ \0
ﾜｰﾅｰ映画のムービーが３Ｄで登場！！最新作から中心
にどんどん追加してゆくのでお楽しみに！！

12月
配信予定

インデックス えらべるMOVIE \315
ｱｲﾄﾞﾙ･お笑い･CGなど多彩なｼﾞｬﾝﾙの着ﾓｰｼｮﾝが700本
以上!!会員登録で最新映画の予告編がDL無料♪

12月上旬
配信予定

エイベックス ネットワーク avexﾘｽﾞﾑ&ﾀﾞﾝｽ
\315
\525

臨場感が違う!　m-flo loves YOSHIKAの新曲"let go"を３
Ｄ着モーションで配信中!

12月中旬
配信予定

駅前探険倶楽部 ｼﾈﾏ☆ｽﾀｰｸﾗﾌﾞ \105
高音質ステレオサウンドによる迫力の予告編！３Ｄサウン
ドで伝わるスター会見・舞台挨拶の臨場感！

端末発売時

エクシング ポケうたJOYSOUND \525
弦楽四重奏による臨場感あふれる演奏や、季節にあった
効果音をチョイスし、３Ｄサウンドの着モーションとして提
供。

端末発売時

エクシング ﾎﾟｹﾒﾛ JOYSOUND
\94
\315

季節を感じる効果音や、楽器の生演奏&ｵﾘｼﾞﾅﾙｽﾄｰﾘｰを
臨場感たっぷりの３Ｄサウンド着モーションとして提供。

端末発売時

エクシング 動画deポケ声 \315
迫力満点の３Ｄサウンド対応ムービーを多数ご用意！「花
火」「ジェットコースター」など臨場感抜群です！！

端末発売時

ＮＴＴビジュアル通信 ﾛｰﾗﾝﾄﾞ♪ｷﾞｬﾗﾘｰ

\52
\105
\210
\315

ロックの名曲を限界まで完コピした着モーションコンテンツ
『完コピ魂』を９０１iシリーズ専用ステレオ/３Ｄサウンドで
再現

端末発売時

ＮＴＴビジュアル通信 着楽器ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ
\210
\315

有名ミュージシャンが着信音のために新録音した生演奏
を９０１iシリーズ専用ステレオ/３Ｄサウンドで楽しめる

端末発売時

ＮＴＴレゾナント PRISMIX.TV
\315
\525

浜崎あゆみ、ELT、hitomo、m-flo、BoA、EXILE、大塚愛な
ど人気アーティストのビデオクリップが着モーションにな
る！３Ｄサウンドの着ﾓｰｼｮﾝも配信！

12月上旬
配信予定

日本エンタープライズ うたﾐｯｸｽ☆取り放題 \280
最新HIT曲満載のアレンジ着うた® サイトです。様々な楽
器、アカペラで奏でる３Ｄサウンドは超絶品！

12月中旬
配信予定

ＭＬＪ Alani♪ｱﾛﾊｻｳﾝﾄﾞ \315
どこまでも広がる水平線から繰り返し打ち寄せる波を背景
にハワイにはぐくまれた音楽だけに許された自然とのアン
サンブルを、３Ｄサウンドで表現します。

１2月中旬
配信予定

ＭＬＪ ｱｰﾃｨｽﾄ公式ｻｳﾝﾄﾞ
\315
\525

GLAY,175R,ケツメイシ,SHKALABBITSなど国内メジャー
アーティストの着うた® ・着モーションを大量配信！人気の
あの曲を公式ならでは高音質の３Ｄサウンドで配信！

12月上旬
配信予定

※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

ＭＬＪ ｲﾝﾃﾞｨｰｽﾞ公式ｻｳﾝﾄﾞ
\315
\525

インディーズにこだわった、膨大な情報量随一のモバイル
サイト！３Ｄサウンドにてお気に入りのアーティストを発
見！

12月上旬
配信予定

ＭＬＪ どっきりｸｲｰﾝ \315
ｸﾞﾗﾋﾞｱｱｲﾄﾞﾙ達が魅せるSEXY＆ﾄﾞｯｷﾘ画像とiモーション。
SEXYﾋﾞｰﾑ満載のﾄﾞｯｷﾘｼｰﾝを３Ｄ着ﾓｰｼｮﾝでご堪能あれ!!

12月上旬
配信予定

ＭＬＪ ﾜﾀﾅﾍﾞ☆ﾋｯﾄﾊﾟﾚｰﾄﾞ
\315
\525

渡辺音楽出版の保有する楽曲を最大限に生かしたコンテ
ンツ！誰もが聞いたことがある、60年代から90年代の懐
かしい名曲が３Ｄサウンドで甦る！

12月上旬
配信予定

オリコンエンターテイメント オリコンＷＯ
\105
\210
\315

動物の鳴き声と映像をリミックス！「動物が音楽に合わせ
て歌う!」画期的な３Ｄ着モーション!!

12月下旬
配信予定

クワトロメディア／
阪神コンテンツリンク

阪神ﾀｲｶﾞｰｽ
\105
\315
\525

｢阪神ﾀｲｶﾞｰｽ｣ｻｲﾄ内､着ﾓｰｼｮﾝ･着うた® ･着信ﾒﾛﾃﾞｨｻｲﾄ｢
ﾀｲｶﾞｰｽﾓｰｼｮﾝ｣では､虎戦士の名場面映像や３Ｄｻｳﾝﾄﾞに
対応した関連曲を好評配信中!!

１月上旬
配信予定

講談社 おと姫 \157
効果音♪の音の位置に注目！　ジオラマ的 に展開する３
Ｄサウンド『癒しのシアター』を目と耳でお楽しみ下さい。

端末発売時

サミーネットワークス ｻﾐｰ777ﾀｳﾝ
\105
\315
\525

史上最強の人気パチスロ機「北斗の拳」の激アツ着モー
ションなど全て３Ｄサウンドで登場！

１月上旬
配信予定

三愛・ギガネットワークス
カンパニー

吉本笑ROOM \315
DonDokoDon山口さんの花火やF1カーのモノマネが３Ｄサ
ウンドに!
コントも３Ｄに挑戦!右でボケて左からツッコみます！

端末発売時

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
\210
\315

iモーションサイト「GIGAレインボー」で、メール着信・アラー
ム用の着モーションを提供（おぎやはぎ・若槻千夏・小倉
優子等）。ヒット曲を生楽器で演奏する「生音PLAY」も３Ｄ
サウンドに！

端末発売時

三愛・ギガネットワークス
カンパニー

聴ケル遊メロGIGA \210
好評の「くまﾎﾟﾝ」着モーションが３Ｄ対応!新曲はCD発売と
同時に３Ｄ対応。３Ｄサウンドを含め、試聴はＦｌａｓｈ™ にて
行うことができます。

端末発売時

三栄書房 ケータイOPTION \315
ケータイOPTIONが選んだ人気チューニングカーのエグ
ゾーストノートが３Ｄサウンドで蘇る。この臨場感…必聴で
す！

１月上旬
配信予定

ＳＡＮＫＹＯ SANKYO･ﾊﾟﾁﾓｰﾄﾞ \210
９０１i専用だからこそ可能になったハイクオリティーなグラ
フィックと３Ｄサウンドのiモーションで、迫力満点のリーチ
ムービーを配信!!

１月上旬
配信予定

Ｊａｎｉｍｅ.ｃｏｍ ちびまる子
\157
\315

良からぬことを企むまる子の「ひひひ･･･」笑いや、「アハ
ハアハハ」と騒ぐ山田の天真爛漫な姿を身近に体感！学
校のざわめき感や昭和の家庭の生活音がノスタルジーを
誘う、タイムスリップ・ムービー。

端末発売時

Ｊａｎｉｍｅ.ｃｏｍ 世界名作劇場
\105
\210

ラスカルのかわいい鳴き声や大自然の豊かなサウンドが
立体感を持って迫ってくる、癒し系ムービーの決定版。穏
やかに流れるストーリーに身を任せ、川のせせらぎや鳥の
さえずりに包まれるスローな時間と空間をあなたに。

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。最新機種・最新機能完全対応。

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

※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 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集結した公式ｻｲ
ﾄ。総勢56名の待受､日記､最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･着信ボイスなど､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
ﾋﾞｰを提供する最強ﾑｰﾋﾞｰｻｲﾄ。

端末発売時

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､最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
ﾏﾘﾝｱｰﾄの巨匠ﾗｯｾﾝ、 天野喜孝、ﾍﾞﾙﾊﾞﾗの池田理代子な
ど超有名ｱｰﾃｨｽﾄからﾓﾅﾘｻﾞ、ﾙﾉﾜｰﾙの超名画、写楽や北
斎の浮世絵まで一流ｱｰﾄ､ｲﾗｽﾄ満載!

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･着信ボイス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™や最新
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

スイートルーム ﾁｬｸﾁｬｸ･ｴﾝﾀﾒ
\105
\315
\525

新曲および１月以降配信曲に対応
1月

配信予定

スターゲートネットワーク HIT CHART+  \315
着うた® 、待受画面、iアプリなどプラスアルファーのある
着信メロディ総合サイト！アーティストの声を３Ｄにて配
信。

端末発売時

スターゲートネットワーク ｱｲﾄﾞﾙがｲｯﾊﾟｲ \315
グラビアアイドルが水着姿で君を癒しちゃう!もちろん３Ｄ着
モーション対応!９０１iだけの新感覚動画をお楽しみアレ

端末発売時

スターゲートネットワーク ｱｲﾄﾞﾙ TV \525
動画限定アイドルサイト！！シワの１本１本が見えるよう
な接写映像満載！！好きな時、好きな場所でお楽しみ下
さい！！

1月中旬
配信予定

セガ・ミュージック・
ネットワークス

セガカラiﾒﾛﾃﾞｨ

\10
\105
\157
\210
\315

３Ｄｻｳﾝﾄﾞの効果+生歓声に、ライブの映像を組み合わせ
た新感覚の着信コンテンツ「着ライブ」誕生！！

端末発売時

第一興商/インデックス えらべるJ-POP
\94
\315

1ｶｳﾝﾄの消費で最新J-POPのｵﾘｼﾞﾅﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ､ﾛﾝｸﾞﾊﾞｰ
ｼﾞｮﾝ､ﾒｰﾙ着信音などいろんなﾊﾟﾀｰﾝで楽しめちゃう♪さら
に｢えらべるｼﾈﾏ館」では､映画の予告編などの動画もお楽
しみいただけます!９０１i専用コンテンツも満載★

12月上旬
配信予定

ツタヤオンライン TSUTAYA online \210
臨場感抜群のオーケストラサウンドや、効果音＋メロ
ディーを３Ｄで実現。左右のスピーカーから異なるパートを
流すハモりメロディーも登場！

12月中旬
配信予定

デジタル・ラボラトリー musicbus
\210
\525

インディーズ、メジャー、ジャズシーンの着うた® 満載！全
曲無料視聴できるので、お気に入りの1曲を見つけよう。

12月上旬
配信予定

デジタルタイムワープ シネマ通信 \315
最新映画情報、俳優待受、その他独自取材によるトピック
スが盛り沢山！予告編やハリウッド取材動画を迫力の３Ｄ
サウンドでお届け！

1月上旬
配信予定

※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

手塚プロダクション 手塚治虫＋ｉ \315
現在放送中のｱﾆﾒ「ﾌﾞﾗｯｸ･ｼﾞｬｯｸ」や12月22日にDVD化さ
れる劇場版「ぼくの孫悟空」の映像が着ﾓｰｼｮﾝに登場！ど
のｼｰﾝが観れられるかはお楽しみ！

12月下旬
配信予定

寺島情報企画 うたJETS!!
\315
\525

J-POPのカバー曲（ユーロビート＆トランスミックス）を３Ｄ
サウンドでお届け!!楽曲は全て試聴OK!!

12月上旬
配信予定

テレシスネットワーク 声優ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ \315
音声番組やコラム、着ボイス、ムービーなど、有名声優が
多数登場。女の子向け特別メニューも毎日更新中。

12月上旬
配信予定

テレシスネットワーク 文化放送 \294
ラジオの裏側まで見ることができる「モバイル文化放送」。
アナウンサーの臨場感あふれる美声は必聴です！

12月下旬
配信予定

テレビ東京ブロードバンド オー！マイキー \315
なんと「オー!マイキー」の新作をどこよりも早く、携帯で配
信だよ！！３Ｄ着モーションでマイキーたちと一緒に笑お
う、アハハハハ、アハハハハ♪

12月
中〜下旬
配信予定

東映ビデオ あのﾃｰﾏ曲探せ \315
季節に合った曲やヒット曲を中心に、音が動いたり、広が
りを体感できる楽しい３Ｄ着信メロディを用意。

12月中旬
配信予定

ドワンゴ アニメロミックス \315
最強アニメ着信メロディサイト!! 懐かしのアニメから最新の
人気アニメ･人気声優のボイスまで網羅。３Ｄ着と〜くも配
信！

端末発売時

ドワンゴ いろメロCDサウンド
\105
\525

今までなかったロング＆高音質!!いろメロCDサウンドでは
アーティスト特典付き限定パック(着うた®/Ｆｌａｓｈ™)等展開
予定!

端末発売時

ドワンゴ いろメロと～く \315
声や音が飛び出して聞こえる超ロングボイス、その名も３
Ｄ着と〜く！奥行感ある音があなたの周りを取り囲む！

端末発売時

ドワンゴ いろメロミックス \315

あたかも有名人と同じ場にいるような「有名人擬似体験!!
着と～く」や耳元で有名人がささやく「ささやき３Ｄ着と～く」
など９０１iに特化したiモーションコンテンツなどをライン
ナップ

端末発売時

日本電気 Ｎメロディ
\21
\105
\315

ステレオスピーカー搭載機で大好評の「激☆ステレオMIX」
を拡張し、３Ｄ音響効果を高めた「激☆３ＤサウンドMIX」を
配信。

端末発売時

VIBE ｺﾀﾞﾜﾘ邦/洋VIBE
\105
\315

ｺﾜﾀﾞﾘ選曲着信音はもちろんのこと、ｽﾀｼﾞｱﾑでの熱狂のﾗ
ｲﾌﾞを３Ｄｻｳﾝﾄﾞで超ﾘｱﾙに再現した『着ｽﾀｼﾞｱﾑ３Ｄ』が新
登場!!

端末発売時

ハリウッドチャンネル ハリウッドチャンネル \315
最強ケータイ映画サイト「ハリウッドチャンネル」では、話
題の映画の予告編や着信メロディを３Ｄサウンドでお届
け！

端末発売時

フォーサイド・ドット・コム ｵﾙｺﾞｰﾙ Melo 
\315
\105

オルゴールの綺麗な音色が奏でる高品質の３Ｄ着モー
ションを楽しもう。綺麗な音色で癒されること間違いなし☆

端末発売時

フォーサイド・ドット・コム ｼﾈﾏ Melody 
\315
\105

映画のワンシーンを再現!!名作､新作映画の印象的なあの
シーンを３Ｄ着モーションで再現!!効果音が迫力満点!!

端末発売時

フォーサイド・ドット・コム 超ﾃﾞｶフルめろ
\315
\105

音がデカい!!曲が長い!超高音質の着信メロサイト!!J-POP
から洋楽まで、着ﾓｰｼｮﾝや着うた® でいろいろ配信!３Ｄサ
ウンドにも対応!

12月上旬
配信予定

フォーサイド・ドット・コム メロJAZZ着信館
\315
\105

高品質のJAZZを聴こう!３Ｄ着モーションから流れる本格リ
アルサウンドが携帯をライブ会場に大変身!!

端末発売時

フォーサイド・ドット・コム 毎週ｱﾆﾒMelo
\315
\94

アニメの雰囲気がそのまま楽しめる着モーション登場!!臨
場感そのままの超リアルサウンドを楽しんじゃお!!

端末発売時

フォーサイド・ドット・コム ﾊﾟﾝｸ一丁
\315
\105

パンク専門コンテンツ!!国内､海外を問わないパンクファン
納得の品揃え!!３Ｄ着ﾓｰｼｮﾝも対応!

端末発売時

フォーサイド・ドット・コム Meloｵｰｹｽﾄﾗ
\315
\105

着モーションでオーケストラを楽しもう!!癒し効果抜群の
ヒーリング３Ｄ着モーションが楽しめるのはココだけ!!

端末発売時

※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

フォーサイド・ドット・コム ｵｰﾙﾃﾞｨｰｽﾞ
\315
\105

50's､60'sを中心に海外の古き良き楽曲を提供!!３Ｄ着ﾓｰ
ｼｮﾝにも対応で驚きの世界へ!

端末発売時

フォーサイド・ドット・コム こどもMelo
\315
\105

親子で楽しめる着信メロディサイト!!高品質!!あまりの綺麗
な音色で泣く子も笑う!?かも｡３Ｄ着ﾓｰｼｮﾝも､要チェック

端末発売時

ミュージックエアポート i-MUSIC
\315
\525

音が動く！広がる！レコーディングスタジオ直送、究極の
３Ｄサウンドを多数ラインナップ♪

12月
配信予定

メディアソケット 生メロ CDJ \315
ギター、ドラム 、ピアノなどなど楽器の配置をリアルに再
現。生メロが極上のライヴ感をお届けします

端末発売時

メディアソケット 着信つくろう \315
あなたが撮影したやがおもしろｶﾜｲｲﾑｰﾋﾞｰ＋ド迫力
３Ｄｻｳﾝﾄﾞのｵﾘｼﾞﾅﾙ着ﾓｰｼｮﾝになってで送信

端末発売時

ヤマハ ヤマハ★ウタっちゃ \315
有名映画やアニメテーマ曲にヤマハ独自の技術を生かし
た３Ｄサウンドで「３Ｄバーチャルシネマ」シリーズを提供

端末発売時

ヤマハ GAL200%ﾄﾗﾝｽ&B系
\210
\315

GALウケ200％!!超人気TRANCEをぶちあげ３Ｄに！「３Ｄ
GAL'sサラウンド」を提供

端末発売時

ヤマハ ＭＴＶMovies★彡 \315
映画館・劇場の臨場感を再現する迫力ある着信音を３Ｄ
サウンドで提供

端末発売時

読売新聞社 Gメロ巨人軍
\105
\315

読売巨人軍公式応援歌「闘魂込めて」を迫力の３Ｄサウン
ドで配信します！選手応援歌も順次配信予定。

12月上旬
配信予定

ラッド・ジャパン 研音ｱｰﾃｨｽﾄ \315
タレントからの着モーションが３Ｄ音源で登場！アナタに直
接囁くようなメッセージをお届けします！

１月上旬
配信予定

レーベルモバイル ﾚｺｰﾄﾞ会社直営ｻｳﾝﾄﾞ
\315
\525

レコード会社直営♪ならではの高音質３Ｄ着モーションを
配信！アーティスト最新情報やCDジャケット写真も！

端末発売時

ワンダーワークス GETSOUND900
\105
\315
\525

「GET３ＤSOUND」着うた® 特集！！
スタジオ収録された着うた専用の音源をマルチトラックで
味わえる！！着うた専用ミックスバージョン！

端末発売時

※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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