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株式会社
IMJモバイル

○

○

○

ピップ＆ティガー ミニゲーム

画面上部のイタズラ猫「ティガー」が落
とす植木鉢を地面に落ちる前に画面
下の「ピップ」を左右に傾け植木鉢を拾
うゲームです。

コスモレーサー ミニゲーム

スペーストンネルの側面に当たらないよ
うに、携帯画面を進行方向へ傾け自
機を操作し、曲がりくねるトンネル内を
駆け抜けるゲームです。

月額315円

提供企業名 提供サイト名 概要

いつでもリラックマ

価格（税込）タイトル名 ジャンル

キャラクター

直感♪フルフルダンシング アクション

指先を振ることでゲーム内のキャラク
ターが踊る、新感覚リズム＆ダンスゲー
ムが登場！
画面の指示に合わせて指を上下左右
に動かせば、キャラクターが華麗にダン
シング。
うまく踊り続ければ、ダンスコンボで大量
得点獲得のチャンス！
アドリブシーンで、オリジナルの指振りテ
クニックを披露するチャンスだ！

①月額105円
②月額315円
③ポイント制

バラエティ

Hearty Party
(ハーティパーティ)

ぷち兎
～あっちむいてホイ！～

テーブルゲーム

イマジニア
株式会社

宮澤ｸﾞﾗﾋﾞｱ遊戯館ｱｲﾄﾞﾙ寝起きﾄﾞｯｷﾘ

｢ふりふりダイス｣は､ダイスの出目を競う
王道のサイコロゲームです｡アナタのケー
タイは､ダイスを振るカップ！つまりケータ
イを｢ふりふり｣して､画面を下に傾けれ
ば､ダイスがテーブルに振られます!直感
的操作でできるイカサマなしのケータイ
勝負はこれで決まり！

画面サービス開始時期
直感ゲーム対応904ｉ端末

○ ○

月額315円

①月額105円
②月額315円
③ポイント制

2007年6月（予定）

2007年6月（予定）

×

キティとふりふり キャラクター

赤ちゃん向けの”ガラガラあやしアプリ”
です。携帯を左右上下に振るスピード
によって音の速さが変わったり、キティが
動くスピードが変わったり、多彩な音と
アクションが楽しむことができます。遊べ
るモードは赤ちゃんに遊ばせたい状況に
応じて、3種類用意！！各モードで2パ
ターンづつの異なる音声&アニメーション
が楽しめます♪

ｷﾃｨ&ﾏﾏの育児大ｽｷ

直感！爆弾ころがし バラエティ

おなじみスットコドッコイコンビの果汁刑
事が、今度は危険物を運搬！
画面に向かって激しく手を振れば、刑
事たちが猛スピードで爆弾転がし超激
走！
爆弾が吹っ飛ぶ前にゴールを目指そ
う！
ただし障害物には注意が必要。
うまく手を振る速度を調節して突破しよ
う。

ｷﾃｨｻﾝﾘｵとり放題

ゲームの神様

月額315円 904ｉ発売同時

キティ・キキララ・マイメロがパーティーに
必要な材料を集めにいきます。
それぞれリンゴ･星･音符をキャラクター
を左右に動かしてｷｬｯﾁし､10個GETす
ればクリア！
クリアするとデコメスタンプが貰えます｡3
つのゲームをクリアすると､隠しキャラ(クロ
ミ)が登場しレースゲームがスタート！ク
ロミを左右に動かして障害物を避け､
制限時間内にゴールを目指します。

キャラクター

904ｉ発売同時 × ○ ○

× ○

×

904ｉ発売同時

904ｉ発売同時

○

○

○

○

×

× ○

2007年6月（予定）

904ｉ発売同時

○

2007年6月（予定）

月額315円 × ○ ○ミニゲーム

アイドルが眠っているところを、ケータイを
ふりふりして徐々に布団をめくっていって
起こして驚かすゲームです。眠りが浅い
時に布団を動かしたり激しく布団を動
かすとすぐに起きてしまいます。バレずに
布団を全部めくるとゲームクリアです。

○

月額315円

ふりふりﾀﾞｲｽ 全国ﾊﾟﾁ&ｽﾛ情報

月額315円

リラックマ
フリフリおみくじ

近代麻雀/兎ｱﾘ 未定

近代麻雀モバイルより直感ゲーム
TM

「ぷち兎－あっちむいてホイ！」が登
場。漫画『兎－野性の闘牌－』の人
気キャラ「ジャッカル」と勝負！
じゃんけんで勝ったら画面の前で上下
左右に指を振り、負けたら携帯自体を
上下左右に傾けて自分の向き変え
て、あっちむいてホイ！

月額315円

携帯を振って､リラックマと一緒におみく
じをフリフリ毎日の運勢をリラックマ
が占ってくれるヨリラックマのカワイイ
ひとことや､デコメ素材が貰える
チャンスも満載です

○

○ ○

○× ○月額315円

【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

MSF
株式会社

いつでもｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「概要」、「価格（税込）」、「サービス開始時期」、「画面」、「対応端末」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。 1



直感ゲームTM（対応機種：Ｄ904ｉ、Ｐ904ｉ、ＳＨ904ｉ）

Ｄ Ｐ ＳＨ
提供企業名 提供サイト名 概要 価格（税込）タイトル名 ジャンル 画面サービス開始時期

直感ゲーム対応904ｉ端末

【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

©ＭＳＦ ©ＭＳＦ ©ＭＳＦ

©ＭＳＦ ©ＭＳＦ ©ＭＳＦ

©ＭＳＦ ©ＭＳＦ ©ＭＳＦ
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©2006 Gameloft. All Rights
Reserved. Gameloft, the Gameloft

logo and Ibiza Beach Party are
trademarks of Gameloft

©2006 Gameloft. All Rights
Reserved. Gameloft, the Gameloft

logo and Ibiza Beach Party are
trademarks of Gameloft

©2006 Gameloft. All Rights
Reserved. Gameloft, the

Gameloft logo and Ibiza Beach
Party are trademarks of

Gameloft

©2005 Gameloft. All Rights
Reserved. Gameloft, Gameloft logo

and Midnight Bowling are
trademarks of Gameloft in the US

and/or other countries.

©2005 Gameloft. All Rights
Reserved. Gameloft, Gameloft logo

and Midnight Bowling are
trademarks of Gameloft in the US
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©2005 Gameloft. All Rights
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©GenkiMobile ©GenkiMobile ©GenkiMobile
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ｳﾘｷﾘｹﾞｰﾑﾛﾌﾄ
ゲームロフト
株式会社

株式会社
オトムラ

株式会社
カプコン

904ｉ発売同時 ○ ○

未定 × ○

○ ○

○

×

○

× ○

ミニゲーム

釣り糸が切れないようにうまく端末を前
後に傾け海釣りしましょう。より深い場
所の魚をＧＥＴできれば高得点。他の
魚に釣り糸を切られないように！

カラーファクトリー ミニゲーム

次々と運ばれてくるブロックを画面を傾
けて同色の液体に仕分けるゲームで
す。但し、何個か仕分けると画面下の
液体の色配置が変わる為、注意が必
要です！

○○

ミニゲーム

画面上部から落下してくる隕石を地面
に衝突する前にビーム砲の角度を携帯
電話の傾きで調整し破壊して、隕石
群から地球を防衛するゲームです。

○

ﾋﾞｰﾁDEﾐﾆｹﾞｰﾑﾊﾟｰﾃｨｰ

元気モバイル
株式会社

METEOR

直感☆首都高バトル アクション

スポーツ

直感☆ピッチング スポーツ

直感☆テニス スポーツ

直感☆ボクシング

直感☆\100ゲーム

904ｉ発売同時 ○

904ｉ発売同時 ○

904ｉ発売同時

2007年7月（予定）

○

みんなのヒーロー「ロックマン」のキャラク
ター達が大活躍！ケータイを振ったり、
上下左右に傾けたり…。どんどん飛び
出すミニゲームで遊ぼう！

ミニゲーム

夏をテーマとした直感ゲーム
TM

対応のミ
ニゲーム集！振ったり傾けたり遊び方
はいろいろ！夏のビーチイベントを7つの
ステージで楽しめちゃうぞ。直感的に
ケータイを動かしてステージをどんどんク
リアしよう！

904ｉ発売同時 ×

個別課金315円 ×2007年7月（予定）

ピッチャーとなって球速を測る「直感」か
つ「体感」ゲーム！携帯電話を持った
まま投球フォームをすると、センサーが
球速を測定。最大4人まで同時に遊べ
るので、友達や家族といっしょに競い合
おう！ 月額105円 ○

カメラに向かって手を振るだけで遊べる
3Dテニスゲーム登場！ボールをよく見て
手を振れば、サーブ・スマッシュ・ボレー
にロブも思いのまま！手のひらをラケット
にしてレッツプレイ！

月額105円 904ｉ発売同時 ×

月額315円

○

月額105円 904ｉ発売同時 ○ ○ ○

○

月額315円

月額315円

ケータイを振って金貨をGET！レミュ
オールの錬金術師で人気のキャラが登
場!ルールは簡単、「だるまさんがころん
だ」の要領で鬼に見つからないように
ケータイを振れば金貨がザクザク!貴方
はいったいいくら稼げるか？ 個別課金42円

月額315円

体を動かして戦う3Dボクシングゲームが
登場！カメラに向かってパンチを打った
り、体を左右に動かして攻撃をかわした
りと、正に直感ガチンコバトル！ボクシ
ングの興奮を体感しよう！

月額105円 904ｉ発売同時 ○× ○

○

個別課金315円

直感ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ☆ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ スポーツ

直感ロックマン（仮）

シミュレーション

カプコンパーティ ミニゲーム

アリシアが振り向いたっ！ ｲｼｭﾜﾙﾄﾞ王国

3Dレースアクション「首都高バトル」が
新たな操作方法を手に入れ、進化し
た！直感的に携帯電話を左右に動か
すだけで、ステアリングが思いのまま☆
CPUライバルとのバトルや、タイムランキ
ングが熱い！

直感ゲーム
TM

対応のボウリングゲー
ム！ケータイを振って簡単にプレイでき
るよ！ボウリングをやっているかのような
ゲームプレイは直感ゲームに最適！誰
にでも楽しめるように遊びやすさを追求
したゲームだよ。

○

○

○

MSF
株式会社

いつでもｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ

海釣り大将

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「概要」、「価格（税込）」、「サービス開始時期」、「画面」、「対応端末」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。 2
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【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

©GenkiMobile ©GenkiMobile ©GenkiMobile

©GenkiMobile ©GenkiMobile ©GenkiMobile

©GenkiMobile ©GenkiMobile ©GenkiMobile

©GenkiMobile ©GenkiMobile ©GenkiMobile

©GenkiMobile ©GenkiMobile ©GenkiMobile

©GenkiMobile ©GenkiMobile ©GenkiMobile

TOP画面

©森川ジョージ/講談社
©講談社/インタラクティブブレインズ

※画面はイメージです。

©森川ジョージ/講談社
©講談社/インタラクティブブレインズ

※画面はイメージです。

©森川ジョージ/講談社
©講談社/インタラクティブブレインズ

※画面はイメージです。

©2005-2007 KEMCO ©2005-2007 KEMCO ©2005-2007 KEMCO

©2005-2007 KEMCO/EXE
CREATE

©2005-2007 KEMCO/EXE
CREATE

©2005-2007 KEMCO/EXE
CREATE

©2006-2007 WWS published by
KEMCO

©2006-2007 WWS published by
KEMCO

©2006-2007 WWS published by
KEMCO

TOP画面 プレイ中画面 プレイ中画面

©2002-2007 CYBIRD ©2002-2007 CYBIRD ©2002-2007 CYBIRD

ｹﾑｺｽﾍﾟｰｽ200

①ｹﾑｺｽﾍﾟｰｽ200
②ｳﾘｷﾘ!ｹﾑｺ帝国

はじめの一歩 アクション
株式会社
講談社

幕之内一歩になって、ボクシングを直
感で体感！　頭を振る＆振るディフェ
ンスで敵の攻撃を避けろ！　そして得
意のパンチを打ち込め！
タイミングが決まればカウンターでノックダ
ウン!!

月額315円 未定

個別課金315円

× ○

904ｉ発売同時

904ｉ発売同時

904ｉ発売同時

904ｉ発売同時

シミュレーション

シミュレーション

904ｉ発売同時 ○ ○

○

○

×○

難関をすり抜けてゴールを目指す、イラ
イラアクションゲーム！
携帯電話を傾けて機体を操作し、触
れてはいけない壁、一定方向に押し出
される床など、様々なギミックを抜けて
ゴールに辿り着こう！ ×

○

○

○

イライラ！玉ころがし

直感☆ビリヤード

株式会社
コトブキソリューション

直感☆ピンポン

スポーツ

緊張感満点のリアル射撃ゲーム！
携帯電話を手に持って動かすと、画面
内のターゲットも動くぞ。狙いを定めて
ボタンを押せば弾が発射！
ステージごとに用意されたミッションをテ
クを磨いて制覇しよう！

元気モバイル
株式会社

直感☆ガンシューティング

ｴｱﾛﾊﾞﾃｨｯｸﾋｰﾛｰ

直感☆ヌケミチ アクション

はじめの一歩

ドラゴンインフライト

月額105円

月額105円

スポーツ

卓上の格闘技、卓球が登場！
携帯電話を机に置いてセッティング。
飛んできたボールを手を振って打ち返
す、シンプル且つ直感的な操作で楽し
めます。ラリーを制してスマッシュを決め
ろ！

スポーツ

貴方のドラゴンが大空を舞う！
ドラゴン育成フライトレースゲーム「ドラゴ
ンインフライト」登場！
携帯を傾けてドラゴンを操るから滑らか
でスリリングな飛行が楽しめる！
レース中の駆け引きやバトルも迫力満
点！！

○

パズル

携帯電話を傾けると玉が転がる！「イ
ライラ！玉ころがし」登場！
かんたん操作で壁に当たらないよう玉を
上手に転がしてゴールへと導こう！
慎重に行けば行くほどイライラして
集中力が途切れていくぞ！

フル３Ｄフライトシミュレータ「エアロバ
ティックヒーロー」が新機能を搭載して
再登場！
携帯を傾けて臨場感あふれる飛行が
楽しめる！パートナーと息の合った曲
芸飛行で高評価を狙おう。

○

①月額210円
②個別課金420円

月額210円 ○

○

○

ドラゴンタワー

○ミニゲーム

直感☆ダーツ スポーツ

エレクトリックなダーツ！
携帯電話を机に置いてセッティング。
狙いを定める矢印の位置を見極め、
画面に向かってダーツを投げる動きをす
るとダーツが飛び出すぞ！
じっくり狙いを定めて高得点を目指そ
う！

月額105円 904ｉ発売同時 × ○ ○

○

月額105円

904ｉ発売同時 × ○

904ｉ発売同時 ○ ○

○

○

○ ○

月額105円

直感☆パンチング スポーツ

白熱のパンチ力測定ゲ－ムが登場！
携帯電話を持って腕を突き出すと、セ
ンサーがパンチの威力を測定。
最大4人まで同時に遊べるので、友達
や家族といっしょに競い合おう！

月額105円 ○

並居る強敵をテクニックと頭脳で倒
せ！キー操作でショット方向を決め、手
に持った携帯電話を振ってショット！パ
ワーを調整して玉を巧みに打ち分けよ
う！

904ｉ発売同時

＠バカゲー！ ○

携帯が鼻毛抜きピンセットに？！
名物、鼻毛シリーズが帰ってきた！
画面の鼻のドアップを見ながら、携帯を
上下左右に傾けてピンセットで鼻毛を
掴もう！
ボタンを押しながら、携帯電話を引い
て、鼻毛をぶっちり抜け！

月額315円 未定 ×

直感☆\100ゲーム

株式会社
サイバード

直感＠ハナゲー！

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「概要」、「価格（税込）」、「サービス開始時期」、「画面」、「対応端末」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。 3



直感ゲームTM（対応機種：Ｄ904ｉ、Ｐ904ｉ、ＳＨ904ｉ）

Ｄ Ｐ ＳＨ
提供企業名 提供サイト名 概要 価格（税込）タイトル名 ジャンル 画面サービス開始時期

直感ゲーム対応904ｉ端末

【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

TOP画面 プレイ中画面 プレイ中画面

ドコモダケ:©NTT DoCoMo/dentsu
©G-mode

ドコモダケ:©NTT DoCoMo/dentsu
©G-mode

ドコモダケ:©NTT DoCoMo/dentsu
©G-mode

©G-mode ©G-mode ©G-mode

問題制作 ©Conceptis Puzzles /©
G-mode

問題制作 ©Conceptis Puzzles /©
G-mode

問題制作 ©Conceptis Puzzles /©
G-mode

 ©2007 Universal Interactive, Inc.  ©2007 Universal Interactive, Inc.  ©2007 Universal Interactive, Inc.

©SEGA ©SEGA ©SEGA

©Sonic Blue ©Sonic Blue ©Sonic Blue

©TAITO CORP.1986,2007
※画面は開発中のものです。

©TAITO CORP.1986,2007
※画面は開発中のものです。

©TAITO CORP.1986,2007
※画面は開発中のものです。

©TAITO CORP 2007
©2006 OFFICE CREATE

※画面は開発中のものです。

©TAITO CORP 2007
©2006 OFFICE CREATE

※画面は開発中のものです。

©TAITO CORP 2007
©2006 OFFICE CREATE

※画面は開発中のものです。

©ツタヤオンライン ©ツタヤオンライン ©ツタヤオンライン

©ツタヤオンライン ©ツタヤオンライン ©ツタヤオンライン

©ツタヤオンライン ©ツタヤオンライン ©ツタヤオンライン

○

タイトーG@meパーク

Get!!プチアプリ

シミュレーション

株式会社
セガ

有限会社
ソニックブルー

株式会社
タイトー

株式会社
ツタヤオンライン

おりょうりゲーム（仮）

株式会社
ジー･モード

ケータイ少女

ふわふわ☆ドコモダケ

フワフワと空を飛ぶ「チチドコモダケ」を
操作して、障害物の「カミナリ雲」をかわ
し、アイテムをとりながらゴールを目指す
アクションゲーム。904iシリーズ「直感

ゲーム
TM

」対応端末では、携帯電話を
傾けることによって、チチドコモダケを動
かすことが可能です。全9ステージ。

迷路状のステージにボールを転がし、
絵を描いていくパズルゲーム。ボールを
ゴール（フラッグ）まで転がしていくことが
出来ればゲームクリア、正解の絵が現
れます。ボールをタイミング良く転がして
最短時間でゴールを目指しましょう。

904iシリーズ「直感ゲーム
TM

」対応端末
では携帯電話を傾けることで、ボールを
転がすことが可能になりました。全18
問。

月額315円 ○ ○

○

× ○

①月額105円
②月額210円

904ｉ発売同時

×

○

2007年6月（予定）

2007年8月（予定）

904ｉ発売同時

これからのお料理はケータイで覚えよ
う！ケータイをまわすとフライパンの中の
バターがくるっと回転、ケータイに向かっ
て手を動かすとお肉をこねこね。本当に
お料理をしているような感覚で直感操
作できるので、遊ぶだけでお料理上手
になっちゃうかも！？ 未定 未定

ゲームで遊ぼ! ゲーム統合

くるりんぱっ ペンシルパズルだよ。 パズル

ミニゲーム

突如自分の携帯電話が｢リン｣という小
さな女の子に変わってしまった高校生
の主人公が、クリスマスまでに恋人を作
ることが目的のシミュレーションゲーム。

904iシリーズ「直感ゲーム
TM

」対応端末
では、イベント中に携帯電話を傾けると
主人公の視点が動き、女の子の全身
を見ることができるようになります。

個別課金525円 904ｉ発売同時 ○

○

○

○

○

ルアーフィッシング TSUTAYA online

○2007年6月（予定） ○

ようこそビンタコロシアムへ バラエティ

③スポーツ

2007年8月（予定）

直感アルカノイド アクション

新感覚！ケータイを左右に傾けるだ
け！だれでも簡単に思い通りに操作が
できるブロック崩しゲーム「直感アルカノ
イド」が登場！ボールをガンガン弾き返
し、ブロックを崩す爽快感は格別で
す！全国のプレイヤーと直感能力ハイ
スコアを競い合おう！

○

○

○

○

2007年6月（予定）

○ ○

× ○

端末を上下左右に傾けて、ボールをブ
ロックにぶつけて壊していく直感型全方
向ブロック崩しです！

アクション

TSUTAYAゲームズ(仮)

ハングオン

月額105円 ○

セガエイジス ミニゲーム

体感バイクレースゲームの名作ハングオ
ンがケータイに登場！ケータイを左右に
傾けてコーナーを曲がるシンプル操作
で、ライトユーザでもストレスを感じること
なく楽しんでいただけます。
また、首を左右に傾けて操作するモー
ドも搭載しており、より直感的な操作
が可能になっています。

フリフリバトルカート

月額315円

ふるふる☆
ブロックブレーカー

月額105円

端末を上下左右に振る事により、実
際のロッド操作をリアルに再現した釣り
シミュレーションゲームです。

月額315円

端末を左右に振る事で、憎き親父をビ
ンタして宇宙の彼方へぶっ飛ばせ！振
る速さよりもタイミングが重要！！

○○ ○

○

○ ○

SH-MODE

フリフリｉランド

ミニゲーム

904iの新機能、直感ゲーム
TM

にサイト
で公開される全アプリが完全対応した
ミニゲームサイトがオープンします！。携
帯電話を上下左右に傾けながら遊べ
るスポーツゲームやバライティ豊かなミニ
ゲームを是非お楽しみください！！

①月額105円
②月額315円

ミニゲーム

月額315円 904ｉ発売同時

FOMA端末を傾けたり、振ったりして楽
しめる5つのミニゲームで構成され、好き
なゲームを自由に遊べます。
全ミニゲームをマスタークリアすると、オリ
ジナル特典をダウンロードすることができ
ます。 無料 904ｉ発売同時 - - ○

シャープ
株式会社

直感♪
クラッシュ・バンディクー

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「概要」、「価格（税込）」、「サービス開始時期」、「画面」、「対応端末」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。 4



直感ゲームTM（対応機種：Ｄ904ｉ、Ｐ904ｉ、ＳＨ904ｉ）

Ｄ Ｐ ＳＨ
提供企業名 提供サイト名 概要 価格（税込）タイトル名 ジャンル 画面サービス開始時期

直感ゲーム対応904ｉ端末

【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

©DP CORPORATION ©DP CORPORATION

©DP CORPORATION ©DP CORPORATION

©DP CORPORATION ©DP CORPORATION

TOP画面 プレイ中画面 プレイ中画面

©2007 DWANGO Co., Ltd. ©2007 DWANGO Co., Ltd. ©2007 DWANGO Co., Ltd.

©2007 DWANGO Co., Ltd. ©2007 DWANGO Co., Ltd. ©2007 DWANGO Co., Ltd.

©HUDSON SOFT
※画面は開発中のものです。

©HUDSON SOFT
※画面は開発中のものです。

©HUDSON SOFT
※画面は開発中のものです。

©HUDSON SOFT
※画面は開発中のものです。

©HUDSON SOFT
※画面は開発中のものです。

©HUDSON SOFT
※画面は開発中のものです。

TOP画面 プレイ中画面 プレイ中画面

©Panasonic Mobile
Communications Co., Ltd.

©Panasonic Mobile
Communications Co., Ltd.

©Panasonic Mobile
Communications Co., Ltd.

©Panasonic Mobile
Communications Co., Ltd.

©Panasonic Mobile
Communications Co., Ltd.

©Panasonic Mobile
Communications Co., Ltd.

©2003-2007 NBGI ©2003-2007 NBGI ©2003-2007 NBGI

ミニゲーム

ぴょんぴょんゲーム

株式会社
ディーピー

DOAパラダイス♪は、女性キャラクター
とのコミュニケーションを楽しむ癒し系
ゲームです。携帯電話を上下に振って
操作する「ぴょんぴょんゲーム」などを配
信予定です。

ミニゲーム恋するデコメ

ふりふりダイエット（仮） スポーツ

恋する授業ちゅ～（仮）

ＤＯＡパラダイス♪ キャラクター

株式会社
ドワンゴ

テクモ
株式会社

ヒトフデガキ（仮）

× -未定 未定 -

出題される一筆書きの図形を見て、
ケータイで空中に一筆書きしていくミニ
ゲームです。
正確に書けば書くほどスコアアップして
いきます。
問題数も多数収録し、ユーザーに長く
遊んでもらえます。

家庭用ゲーム機で人気の｢めざせ!!釣り

マスター｣が“直感ゲーム
TM

”に対応して
登場です！釣りの操作の｢キャスティン
グ｣と｢あわせを入れてヒット｣を実際に
携帯電話を振ったり手前に引いたりし
て行います。
今作は｢北の大地｣を中心に、サケやケ
ガニなど多数の獲物が登場します。ハ
イスコア対応の｢大会｣モードも要注
目！

月額315円 904ｉ発売同時 ○ ○

株式会社
ハドソン

○904ｉ発売同時

○スポーツ

○蕎麦屋の出前 アクション

高く積まれた蕎麦の蒸籠を、携帯電
話を左右に傾けてバランスを取りつつ、
お客さんまで届けよう！
単純明快、リアルなバランス感覚を楽
しめるバランスアクションゲームです。

月額315円 904ｉ発売同時

○アクション

アクション

家庭用ゲーム機で人気の｢コロリンパ｣

が“直感ゲーム
TM

”に対応して登場で
す！携帯電話を上下左右に傾けて、
３Ｄのマップを操作します。｢たま｣を転
がしすべてのクリスタルを集め、ゴールを
目指します。
単純ルール・カンタン操作なので、誰で
も楽しめます！うまく操作して、めざせ
全ステージクリア！

月額315円

Ball Flips

携帯電話を上下左右に傾けてボール
を操り、フィールド上の敵を外に弾き飛
ばすボールアクションゲームです。傾き
加減で、ボールの加速度もリアルにゲー
ムに反映されます。ボールと敵との接触
で生まれる反動で、次々に敵を弾き飛
ばせば、爽快感バツグンです！

○ ○

○

2007年6月（予定） ○×

先生の目を盗んで彼とキスをするミニ
ゲームです。
ケータイを傾けることで二人が引き寄せ
られ、水平にすると元に戻ります。
先生が黒板を見ている隙に深く傾けて
彼とキスをさせて、スコアアップを狙いま
す。

月額210円 未定

ケータイさえあればいつでもどこでもダイ
エット運動ができるアプリです。
手に持って左右に大きく振らせたり、腰
に装着してフリフリしたりすることで、楽
しみながらダイエットをすることができま
す。 月額210円

月額315円 904ｉ発売同時

未定

○

○×

月額210円 ×未定

×

直感!!釣りマスター
～北の大地編～

直感!!コロリンパ

○

○

○

○

携帯電話を傾けると、傾いた方向に塊
が転がります。雪玉を転がして大きくす
る要領で、塊を転がして地球上にある
様々な“モノ”をくっつけて大きくしていく
3Dアクションゲームです。

2007年6月（予定） - -

○ ○

○

○

携帯ゲーム百選

着☆あぷ♪ボンバーマン

株式会社
バンダイナムコゲームス

塊魂モバイル ナムコ・ゲームス 月額315円アクション

アクション

P-SQUARE

○

ボクシング
（仮称）

スポーツ

ボクシングのゲームです。ケータイの前で
顔を横に動かすと、ボクサーも横に動
き、相手のパンチを避けることができま
す。並み居るボクサーを倒し、チャンピ
オンを目指しましょう！

無料 2007年7月（予定）

無料

- ○ -

「だるまさんがころんだ」の声に合わせて
ケータイを振ったり、止めたりするゲーム
です。鬼が伏せているときはケータイを
シェイク！振り返ったらケータイをストッ
プ！こっそり近づいて鬼にタッチしましょ
う！

パナソニックモバイルコ
ミュニケーションズ

株式会社

だるまさんがころんだ
（仮称）

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「概要」、「価格（税込）」、「サービス開始時期」、「画面」、「対応端末」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。 5



直感ゲームTM（対応機種：Ｄ904ｉ、Ｐ904ｉ、ＳＨ904ｉ）

Ｄ Ｐ ＳＨ
提供企業名 提供サイト名 概要 価格（税込）タイトル名 ジャンル 画面サービス開始時期

直感ゲーム対応904ｉ端末

【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

TOP画面 プレイ中画面 プレイ中画面

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

©BANDAI NETWORKS
©D3 PUBLISHER, GIGA-RENSYA

©BANDAI NETWORKS
©D3 PUBLISHER, GIGA-RENSYA

©BANDAI NETWORKS
©D3 PUBLISHER, GIGA-RENSYA

©PIA © ASOBISM ©PIA © ASOBISM ©PIA © ASOBISM

©Bbmf ©Bbmf ©Bbmf

©ﾀｽｸｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ ©ﾀｽｸｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ ©ﾀｽｸｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ

©PONOS Corp. ©PONOS Corp. ©PONOS Corp.

©2007三菱電機株式会社 ©2007三菱電機株式会社 ©2007三菱電機株式会社

©2007三菱電機株式会社 ©2007三菱電機株式会社 ©2007三菱電機株式会社

©2007 Ignition Entertainment Ltd
©2007 Sony Computer

Entertainment Inc.

©2007 Ignition Entertainment Ltd
©2007 Sony Computer

Entertainment Inc.

©2007 Ignition Entertainment Ltd
©2007 Sony Computer

Entertainment Inc.

体感！スケボーダッシュ！
（仮称）

アクション

「体感！スケボーダッシュ！（仮称）」は
3Dスケートボードレースゲームです。左
右に傾けることで進行方向をコントロー
ル。加速は自動で、端末の上部を手
前に傾けることでブレーキをかけられま
す。選べるキャラクターは個性的な4種
類。バトルモードではライバルとの体当
たりやアイテム攻撃でレースを勝ち抜
き、8コース×4カテゴリーの制覇を目指
します。

無料 2007年6月（予定） ○

無料 904ｉ発売同時

2007年7月（予定）無料

「体感！どこでもゴルフ(仮称）」は本格
派3Dゴルフゲームです。コースは初級と
上級の2コース各18ホール。端末を振
ることでテイクバックとスイングを行いま
す。プレイヤーキャラクターは4種類の中
から選べます。

-

○ - -

体感！どこでもゴルフ
（仮称）

株式会社
ブランケット・プロジェク

ト
IQ右脳 クイズ/学習

ポノス
株式会社

炎の…毛ｿﾞﾘｭｰｼｮﾝ!! アクション

あの毛ゾリゲーが「直感ゲーム
TM

」で登
場その名も「炎の…毛ｿﾞﾘｭｰｼｮﾝ!!」
携帯電話を左右に傾けてうまくカミソ
リをコントロール♪デリケートなリーダーの
ハダを傷つけないよう慎重に毛をソリまく
れ！！対戦バカ一台

×月額105円 904ｉ発売同時

○IQ右脳

鍛えた右脳は役にたってる？右脳、運
動神経、腕、指先までフル回転して回
答を導き出す実戦型右脳アプリ。
表示されるオブジェクト。ひとつ要素を
数字キーでロックしながら、もうひとつの
要素を端末傾けて回答する。

○ ○

○未定 904ｉ発売同時 ×

バンダイネットワークス
株式会社

なりきりアクション
キミがガンダムだ！ ｶﾞﾝﾀﾞﾑ公式ｹﾞｰﾑ

ゲームパック

シミュレーション

二輪免許実技教習が直感iアプリ対
応で更にリアルに！バイクの微妙なバラ
ンス感覚をケータイで再現！ケータイを
前後左右に傾けて免許取得へ一直
線☆ドキドキの臨場感お試しあれ♪

スポーツ

パズル

直感ゲームで集中力育成！動かす液
体パズル「タマラン」をD904iにプリインス
トール！
「タマラン」は、マーキュリー（水銀）を
ゴールへと導くPSP®（プレイステーション
ポータブル）専用ソフトウェアとして発売
された液体パズルゲーム。
D904iを傾けて、マーキュリー（水銀）を
動かし、ゴールを目指そう！

※「PSP」は株式会社ソニー・コン
ピュータエンタテインメントの登録商標で
す。

シリーズ累計10万ダウンロード以上の
人気ホストシミュレーションゲーム最新
作の904i専用版！「タバコをつける」
「酒を注ぐ」などのアクションを携帯電話
を傾ける、振るなどの動作と連動。臨
場感たっぷりの接客が楽しめます。

ユーザー自身がガンダムやアムロなどの
キャラクターになりきって遊ぶ、「ケータ
イ」と「おもちゃ」を融合させた新感覚の
体感なりきりゲーム！登場人物の声に
よるナビに合わせて、タイミング良く「ケー
タイを振る」などの動作を行うと、「ビー
ムサーベルでザクを斬る！」や「ビームラ
イフルで敵を撃破！」など名シーンの
数々を再現！ガンダムファンの心をくす
ぐる“なりきり遊び”が満載です。

THE金魚すくい
直感ゲームバージョン（仮）

SIMPLE100ｼﾘｰｽﾞ ミニゲーム

「SIMPLE100ｼﾘｰｽﾞ」で50万人以上
がﾌﾟﾚｲした人気ｹﾞｰﾑ「金魚すくい」が
直感iアプリとなって登場！
金魚すくいの直感的操作をそのままに
再現し、美しい画面と動きに癒されな
がらもついつい熱くなってしまうアクション
ゲームです！グラフィックも格段に向上
し、よりリアル度がアップしました！

月額315円

月額150円 904ｉ発売同時

904ｉ発売同時

○ -

二輪免許をとろう！ シミュレーション
ぴあデジタルコミュニ

ケーションズ株式会社

株式会社
ビービーエムエフ

歌舞伎町ホスト伝説
ナイトキング３

免許をとろう！

ｹﾞｰﾑ大好き

月額315円 904ｉ発売同時

月額315円 904ｉ発売同時 ×

× ○ ○

× ○ ○

-

○

○

○

○

未定 未定
直感ゲーム！

ドラえもんくるくる進め！
ドキドキ大冒険(仮）

アクション

映画の原作にもなった、「大長編ドラえ
もん」コミックスの壮大な世界を大冒
険！！ある時は、タイムマシンに乗って
四次元空間を行き来し、またある時は
タケコプターを装着して大空を飛びまわ
る！ロール機能をうまく操作し、憧れの
ドラえもん世界を冒険しよう！

ドラえもんステーション
株式会社

藤子・F・不二雄プロ
× ○ ○

○

-
三菱電機
株式会社

My D-style

タマラン

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「概要」、「価格（税込）」、「サービス開始時期」、「画面」、「対応端末」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。 6



直感ゲームTM（対応機種：Ｄ904ｉ、Ｐ904ｉ、ＳＨ904ｉ）

Ｄ Ｐ ＳＨ
提供企業名 提供サイト名 概要 価格（税込）タイトル名 ジャンル 画面サービス開始時期

直感ゲーム対応904ｉ端末

【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

©2007三菱電機株式会社 ©2007三菱電機株式会社

TOP画面 プレイ中画面 プレイ中画面

©GAINAX・カラー/Project Eva. ©GAINAX・カラー/Project Eva. ©GAINAX・カラー/Project Eva.

©YAMASA ©YAMASA ©YAMASA

©ＡＢＩＬＩＴ　©ＵＢＩＴＥＣＨＮＯ ©ＡＢＩＬＩＴ　©ＵＢＩＴＥＣＨＮＯ ©ＡＢＩＬＩＴ　©ＵＢＩＴＥＣＨＮＯ

アクション

D902iS、D903iで大好評のあの珍さん
の釣り物語をD904iでもプリインストー
ル！今度はモーションコントロールに対
応！従来のスピードセレクターでのリー
ル操作に加えて、D904iを振れば、なん
とキャスティングが可能。
本物気分で大物をどんどん釣り上げよ
う！

904ｉ発売同時無料 -○

アクション

ミニゲーム

野菜不足の彼氏に愛の手料理を!正し
い食材を選んで上下左右に傾けLet's
フリフリCOOKING！彼氏の反応はプロ
ポーズか？それとも…腹痛？

× ○ ○

アビリットのパチスロ機「スロットチャンネ
ルTV」の演出の一つである「ベロシティ

レーサー」が直感ゲーム
TM

に！携帯電
話を左右に傾ける動作で、障害物を
避けろ！
対戦相手よりも先にゴールを目指せ！

①月額315円
②月額525円

904ｉ発売同時月額315円 ○
山佐

株式会社

ユビテクノ
株式会社

ベロシティーレーサー アクション

ヤマサケロケロスタジアム

iｱﾋﾞﾘｯﾄ共和国

あいある米斗王里

2007年6月（予定）

○

-

×

株式会社
メディア・マジック

暴走!!J.A.を制止せよ エヴァ＆アニメ i GAINAX ○ ○○

暴走したJ.A.！機体を制止させるた
め、ミサトを乗せたエヴァ初号機は障害
物をかわしつつJ.A.を捕まえろ！
モーショントラッキング機能を使う事でエ
ヴァンゲリオン初号機も左右に移動す
る事ができます。より臨場感のある操
作が楽しめます。

月額210円 2007年7月（予定）

三菱電機
株式会社

My D-style体感！珍さんの釣り物語

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「概要」、「価格（税込）」、「サービス開始時期」、「画面」、「対応端末」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。 7



Ｄ Ｐ ＳＨ

©NAVITIME JAPAN
©NAVITIME JAPAN
地図：昭文社

©NAVITIME JAPAN
航空写真：デジタル・アース･テクノ
ロジー

©AlpsMapping K.K. ©AlpsMapping K.K.

©DP CORPORATION ©DP CORPORATION

株式会社
ディーピー

月額210円 未定手描きデコメツール（仮） 恋するデコメ ○ ○

直感ｉアプリ（対応機種：Ｄ904ｉ、Ｐ904ｉ、ＳＨ904ｉ）

概要 価格（税込）タイトル名 ジャンル提供企業名

NAVITIME

コミュニケーション/
メール

ケータイを空中で文字を描くように操
作して描いた文字が、そのままデコメ
素材になります。
文字を書き終えたら装飾を加えて完
成です。
完成した素材はデコメ素材として好
きなように活用することができます。

×

904ｉ発売同時

その他

①マピオン☆ベー
シック：

月額210円
②マピオン☆デ

ラックス：月額315
円

※ダウンロード、
一部機能は無料

904ｉ発売同時

地図や乗換、ドアtoドアのトータルナ
ビなど、全ての交通手段に対応した
ナビゲーション総合サイト
NAVITIME。画面を傾けるだけで地
図を360度自由にスクロールさせるこ
とが出来る「傾きスクロール」機能に
対応しました！

株式会社
ナビタイムジャパン

NAVITIME

サービス開始時期
直感ｉアプリ対応904ｉ端末

画面

○ ○ ○
月額210円
月額315円

その他

【904ｉシリーズ　コンテンツリスト】

地図iマピオンMOTION ○ ○地図iマピオン
株式会社

サイバーマップ・ジャパン

提供サイト名

×

美しく詳細な地図をスイスイと自在に
スクロール操作できる地図アプリ。携
帯を上下左右に傾けたり、画面の前
でマウス感覚で手を動かす直感的な
操作で、日本全国どこまでも地図を
フリースクロールできます。

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「概要」、「価格（税込）」、「サービス開始時期」、「画面」、「対応端末」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。  8


