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 ©1999 2007 Konami
Digital Entertainment Co.,
Ltd.

 ©1999 2007 Konami
Digital Entertainment Co.,
Ltd.

 ©1999 2007 Konami
Digital Entertainment Co.,
Ltd.

○ ○ ○ ×
アップスタート

株式会社
直感☆フレキシーズ ちょいｽｺﾞ1本ｳﾘ パズル

今までのパズルゲームのなかっ
た触感をもつ新感覚のゲーム。
連梱包材をプチプチつぶすよう
にプレイする脱力系パズル。連
鎖を意識しなくて良いのでゆっ
たり楽しめ、やめられなくなる
こと必至なアプリ。

月額:315円
2007年10月
（予定）

× ○ ○ ×

月額:210円
2007年12月
（予定）

未定 × ○ ○

大好評の「ゴハン」シリーズにC
定食が登場！！さらに美味し
く、ボリュームもアップ！振っ
たり、傾けたり、直感操作でウ
ケること間違いなし！！一度食
べると病みつきになる「ゴハ
ン」シリーズ最新版。ぜひご賞
味ください。

SILENT HILLを舞台に敵を倒し
ながら出口へと逃げる。。直感
ゲームとして登場したSILENT
HILLは携帯電話自体の向きを動
かしながら銃の照準を決め敵を
倒す。自分視点でより恐怖を体
験。

提供企業名

直感☆ジョッキー

配信サイト名

株式会社
カプコン

直感！ロックマン カプコンパーティ

直感☆￥100ゲーム

株式会社
コトブキ

ソリューション

ゴハンC定食
～「直感」はじめました～

ミニゲーム

気分はインストラクター☆
アナタ自身がスクワット・反復
横跳び・ヨガの動きをすること
で｢ゲーム内のキャラクターが痩
せる｣、新感覚の育成ゲームが登
場！
理想のボディを目指してLet'sト
レーニング！

ケムコスペース200

直感☆￥100ゲーム

元気モバイル
株式会社

スポーツ

直感☆ダイエット シミュレーション

フル3Dの競馬騎手アクションが
満を持してゲートイン！
ケータイを｢手綱｣に見立てて、
愛馬を巧みに「直感」コント
ロールしよう♪
加速・減速・位置取りを使い分
け、ゴール版前をトップで駆け
抜けるのはアナタだ！

概要
価格

（税込）

月額:105円

サンドバッグトレーニングを
ケータイで体感!?
サンドバッグの動きを良く見
て、カメラに向かって拳を出そ
う！
タイミング良くリズミカルにパ
ンチを打てば、コンボが続いて
爽快＆快感！

タイトル名

月額:105円

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！

直感☆￥100ゲーム直感☆サンドバッグ

ジャンル

スポーツ

ミニゲーム

月額:105円
2007年10月
（予定）

月額:315円 未定

2007年9月
（予定）

2007年9月
（予定）

画面
サービス
開始時期

対応端末
(904ｉ)

東京
ゲームショウ

2007
出展予定

× ○ ○

○ ○ ○

× ○ ○

- - -

×

×

○

×

○

株式会社
コナミデジタル

エンタテインメント

× ○月額:315円
直感ビシバシチャンプ

Mobile(仮)
コナミネットDX ゲームパック ○ ○

エアフォースデルタ
オルタナティブ

コナミネットDX ゲームパック

シリーズ累計６０万本を販売し
たフライトシューティングゲー
ムが遊びやすくアレンジされ登
場。戦闘機の移動を端末を上下
左右に傾ける事で再現し、片手
で気軽にプレイできます。３Ｄ
サウンドで臨場感もアップ！

2007年11月
（予定）

×

未定

○ ○ ○

月額:315円
SILENT HILL
The Escape

アクションコナミネットDX

ゲームセンターで大人気の｢チャ
ンプシリーズ｣最新作が直感ゲー
ムになって登場！
”振る””突く””傾ける”の
簡単操作でハマれるミニゲーム
が盛りだくさん！！

月額:315円

■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」、「配信サイト名」、「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。
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提供企業名 配信サイト名 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

対応端末
(904ｉ)

東京
ゲームショウ

2007
出展予定

 ©G-mode  ©G-mode  ©G-mode

©NTT DoCoMo/dentsu   ©
G-mode

©NTT DoCoMo/dentsu   ©
G-mode

©NTT DoCoMo/dentsu   ©
G-mode

TM IOC. © 2007 IOC. TM IOC. © 2007 IOC. TM IOC. © 2007 IOC.

©SEGA ©SEGA ©SEGA

©ソニックブルー ©ソニックブルー

©ソニックブルー ©ソニックブルー

©ソニックブルー ©ソニックブルー

©2007  Ignition
©SCEI

©2007  Ignition
©SCEI

©2007  Ignition
©SCEI

©2007 Sony Computer
Entertainment Inc.

©2007 Sony Computer
Entertainment Inc.

©2007 Sony Computer
Entertainment Inc.

○ ○ ×
月額:105円

/315円
2007年9月
（予定）

○
直感お祭りシリーズ

射的
ﾌﾘﾌﾘiﾗﾝﾄﾞ ミニゲーム

直感ゲームで縁日の射的気分が
味わえるゲームです、より高い
的を狙って携帯を上下左右に傾
けて楽しもう！！

○ ○ ×
月額:105円

/315円
2007年9月
（予定）

○チュッパは止まらない ﾌﾘﾌﾘiﾗﾝﾄﾞ アクション

チュッパを操作しジャンプや
しゃがんで敵の攻撃を避けよ
う、プレイしていると徐々に速
度が上がっていくぞ、何処まで
止まらずに行けるかな！？

○ ○ ×
月額:105円

/315円
2007年10月
（予定）

○フリテニ ﾌﾘﾌﾘiﾗﾝﾄﾞ スポーツ

携帯を振るだけで簡単に実際に
テニスをプレイしている気分
に！！操作は簡単タイミングを
計って携帯の前でラケットを振
るように手を振るだけ。

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｢タマラン｣がiア
プリになって新登場｡ 液体キャラ
「マーキュリー｣をケータイを上
下左右に傾けて､｢トラップ｣を避
けながらゴールまで導いてあげ
よう｡

直感サルゲッチュ
ぶくぶくサルマリン

月額:315円

アクション

PSP®｢プレイステーション･
ポータブル｣専用ソフトウェア
「ピポサルアカデミ～ア ーどっ
さり！サルゲ～大全集ー」に衆
力されているミニゲームのひと
つが「直感サルゲッチュ　ぶく
ぶくサルマリン」として直感
ゲームとして新たに登場！

タマラン パズル

月額:105円
/210円

ハイスピードアクションゲー
ム、スケボーマンが装いを新た
に「３Ｄ」になってやってき
た！　タイミングよく携帯を
振って、華麗なトリックを決め
よう！　仲間を救うため、街を
駆ける紅き風となれ！

月額:105円
/210円

2007年9月
（予定）

2007年10月
（予定）

2007年11月
（予定）

2007年10月
（予定）

月額:315円 配信中

スケボーマンJET アクション

Get!!プチアプリ

ショウガクドコモダケと海中散
歩！　ぷかぷか浮遊感を楽しも
う。携帯を上下左右に傾けて、
障害物をよけながら海上のゴー
ルを目指してね。

アクション
スーパー

モンキーボール
MOBILE

○ ○ ○

- - -

○

○ ○ ○

○ ○

× ○ ○

ソニックカフェ

SCEJ

SCEJ

×

あのスーパーモンキーボールが
直感ゲームとして次期発売の新
端末専用アプリとして新登場！
ボールがステージから落ちない
ように転がして、時間内にゴー
ルしよう♪
山道坂道デコボコ道などを舞台
に、バラエティー豊かな全50ス
テージにチャレンジ！

○

○

○

○

ゴールドアスリート
北京オリンピック
モバイルゲームズ

スポーツ

ぷかぷか☆ドコモダケ アクション

Get!!プチアプリ

○

無料
/月額:315円

/個別課
金:210円

月額:315円 ×

2007年10月
（予定）

○ ○

公式「北京オリンピックモバイル
ゲームズ」は、2008年8月に行わ
れる北京オリンピックを、より身
近に感じることができる北京オリ
ンピックのモバイルゲームオフィ
シャルサイトです。陸上競技の
「ゴールドアスリート100ｍ走」
は直感モードに対応、端末の前で
走る動作をすることでゲーム内の
キャラクターも走り出しライバル
とゴールを競い合います。

株式会社
ジー・モード

株式会社セガ

有限会社
ソニックブルー

株式会社
ソニー･

コンピュータ
エンタテイン

メント

■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」、「配信サイト名」、「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。
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提供企業名 配信サイト名 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

対応端末
(904ｉ)

東京
ゲームショウ

2007
出展予定

©TAITO CORP.1996,2007
※画像は開発中のものです。

©TAITO CORP.1996,2007
※画像は開発中のものです。

©TAITO CORP.1996,2007
※画像は開発中のものです。

©07th Expansion
©TAITO CORP.2007
powered by HOBIBOX
※画像は開発中のものです。

©07th Expansion
©TAITO CORP.2007
powered by HOBIBOX
※画像は開発中のものです。

©07th Expansion
©TAITO CORP.2007
powered by HOBIBOX
※画像は開発中のものです。

 ©DP CORPORATION  ©DP CORPORATION  ©DP CORPORATION

©2007 DWANGO　Co., Ltd
※画面は開発中のものです.

©2007 DWANGO　Co., Ltd
※画面は開発中のものです.

©2007 DWANGO　Co., Ltd
※画面は開発中のものです.

©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT

©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT

©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT

©BN/©D3P,valkylies,2007 ©BN/©D3P,valkylies,2007 ©BN/©D3P,valkylies,2007

©BN/©D3P,valkylies,2007 ©BN/©D3P,valkylies,2007 ©BN/©D3P,valkylies,2007

今冬
（予定）

○

○れなぱん

フルフル☆
ミュージック♪（仮）

バラエティ

音楽に合わせてケータイをフリ
フリ振ろう！なんとケータイが
楽器に早変わり♪かわいい天使
と個性的なキャラクターが音楽
を盛り上げるぞ！

着☆あぷ♪
ボンバーマン

アイドル
シャッターチャンス

シミュレーション

一味違ったミニ電車ゲームが直
感ゲームに登場！昔誰もが憧れ
た、駅員さんの切符切りテク
ニックが直感ｹﾞｰﾑで蘇る！カチ
カチカチカチ、リズムにのって
ケータイを振って切符を切って
切って切りまくれ！

○ ○
電車でGO！

直感きっぷきり

株式会社
タイトー

THE 直感秋刀魚 アクション

アドベンチャー/
ノベル

レナが繰り出す、想像を絶する
超高速、超破壊力パンチを、君
はどれだけ回避できるか。左右
から繰り出されるパンチがヒッ
トする瞬間を狙って、直感操作
でパンチを受け止めろ！回避率
100％に挑め！！

月額:315円

THE 直感焼肉 アクション

ケータイをクルッとひねると焼
いている肉や野菜をひっくり返
します。
肉・野菜の種類によって焼ける
時間が違うから、ベストな焼き
具合を見極めよう！
リアルなお肉が食欲をそそるぞ-
！

2007年9月
（予定）

「秋の味覚！秋刀魚を七輪の上
で焼き上げよう！
ケータイの前で手をあおぐよう
に動かしたり、またはケータイ
をうちわのように
パタパタ振って七輪の火力の調
節するのだ！
片面が焼けてきたらタイミング
よくひっくり返して、こんがり
秋刀魚を
焼きまくろう！」

2007年9月
（予定）

月額:315円
2007年10月
（予定）

月額:105円

月額:105円

月額:315円
今冬

（予定）

2007年10月
（予定）

Super高橋名人の冒険島 アクション

SIMPLE100
シリーズ

高橋名人が再び大冒険に旅立
つ！あの人気ゲームが爽快なア
クションと多彩な動きの３Ｄ
キャラで生まれ変わったぞ。懐
かしくて新しい「名人」を体験
しよう。直感ゲーム対応のミニ
ゲームも用意！

○ ○ ○

× ○ ○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

×

着☆あぷ♪
ボンバーマン

電車でGO!

ひぐらしのなく頃に

携帯ゲーム百選

○○

○ ○ミニゲーム

上下左右にカメラを動かし、上手
にアイドルを撮影しましょう。撮
れた写真に応じて得点が決まりま
す。当然、写真がブレたりすると
減点になるので要注意。総合ポイ
ントが高いほど、あなたの「好感
度」も上がり、ゲームをやるごと
に蓄積されていきます。一定値以
上溜まるとオマケがもらえるので
お楽しみに！

×

SIMPLE100
シリーズ

×

○

○

○

×

○

○直感!!コロリンパ２
着☆あぷ♪
ボンバーマン

アクション

月額:315円

月額:315円

大好評の「直感!!コロリンパ」の
続編がメガゲームになって登
場。今作では新規ステージが追
加！コロコロ転がして全ステー
ジ制覇を目指せ！

今冬
（予定）

月額:210円
2007年10月
（予定）

月額:315円
／30ポイント

2007年9月
（予定）

恋する授業ちゅ～ 恋するデコメ ミニゲーム

「恋するデコメ」の直感ゲーム第
１弾。授業中に、どれだけ長い間
先生に見つからないでキスが出来
るかを楽しむゲームアプリです。
液晶画面を左に傾けると、ふたり
がキスをします。先生が振り返り
そうになると、液晶画面を右に
傾けキスを止めます。キスをする
とポイントが獲得でき、その獲得
ポイント数に応じて特別デコメ素
材がダウンロードできます。

×

○ ××

バンダイ
ネットワークス

株式会社

株式会社
ディーピー

株式会社
ハドソン

株式会社
ドワンゴ

■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」、「配信サイト名」、「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。
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提供企業名 配信サイト名 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

対応端末
(904ｉ)

東京
ゲームショウ

2007
出展予定

©PIA ©e frontier,inc ©PIA ©e frontier,inc ©PIA ©e frontier,inc

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

○ ×月額:315円
2007年11月
（予定）

× ○ツーリングへ行こう！ 免許をとろう！ シミュレーション

原付や二輪免許で楽しめるドラ
イブアプリが登場！
ケータイを左右に傾けて愛車を
操作し、お手伝い結果をサー
バーに送って全国ランキング１
位を目指そう！
さあ、免許を取ったら一緒に
ツーリングに出掛けよう！

○ ○ ×タッチ・ザ・ドルフィン アクアゾーン 育成ゲーム ×

2007年11月
（予定）

株式会社
ビットウエイ

直感ﾈｺﾎﾞｳﾗｰ アクション

端末を左右に傾けてネコ型のラ
ケットを左右に移動させてボー
ルを打ち返していろんな形に並
んだボウリングのピンを倒すア
クションゲームです。

○○○くるくる大連鎖 ×

人気の熱帯魚育成シミュレー
ション「アクアゾーン」に直感
ゲーム対応の新コンテンツ
「タッチ・ザ・ドルフィン」が
登場！
ケータイを振る、呼びかけると
いった動作を通じてかわいいイ
ルカとコミュニケーションを
とって、いろんな技を覚えさせ
よう！

月額:315円
2007年12月
（予定）

月額:210円

ぴあデジタル
コミュニケーション

ズ
株式会社

■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」、「配信サイト名」、「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。
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