
【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 ジャンル 概要 価格（税込） サービス開始時期

ナビゲーター：サッシャ サイトTOPイメージ

ｱｰﾃｨｽﾄ公式ﾁｬﾈﾙﾛｺﾞ 175R ハラフウミ

©m-up/©MLJ ©m-up/©MLJ ©Victor Entertainment,Inc.

©USEN CORPORATION

ロゴ 浜崎あゆみ｢talkin' 2 myself｣

©avex marketing Inc. ©avex marketing Inc.

ファミ通チャネルロゴ ファミ通チャネルイメージ

© ENTERBRAIN,INC. © ENTERBRAIN,INC.

デビル メイ クライ ４
メーカー：カプコン　/　ハード：PS3、
Xbox 360　/　ジャンル：ACT　/
2008年発売予定

無双OROCHI
メーカー：コーエー　/　ハード：PS2
/　ジャンル：ACT　/　発売中

逆転裁判シリーズ
メーカー：カプコン　/　ハード：DS　/
ジャンル：AVG　/　発売中

©CAPCOM CO., LTD. 2008 ALL
RIGHTS RESERVED.

©2007 KOEI Co., Ltd. All rights
reserved.

©CAPCOM CO., LTD.

Ｍｕｓｉｃ＆Ｖｉｄｅｏチャネル

315円（税込）

無料

画面イメージ

905ｉ発売同時

105円（税込）

無料

735円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

無料

無料

210円（税込）

MTVならではのこだわりの番組を毎週お届けしま
す！

毎朝の天気を元気いっぱいのお天気キャスター
たちがお届けします。全国を北海道、東北、関
東、中部、近畿、中国四国、九州沖縄の７つのエ
リアに分け、地元の天気を動画で詳細にお伝えし
ます。

強ゲーム総合情報誌「週刊ファミ通」のゲーム
番組がついにケータイに登場！
番組登録を行うだけで毎週 新ゲーム＆「ｉアプリ
®」情報が視聴可能に☆
ゲームファンならずとも見逃せない 新情報を
ギュギュッと凝縮してお届けします！

幅広くゲームユーザーに支持されている電撃ブラ
ンドを冠にし、電撃のノウハウを集約することで、
濃いゲームユーザーからライトユーザーまでが注
目し、楽しめるコンテンツを提供いたします。

エンターテイメントポータルサイト【ミュゥモ】から
発信するエンタメ番組！浜崎あゆみ、Every
Little Thingなどの人気アーティスト 新情報、新
人アーティスト紹介、スペシャルコメントムー
ビー、ミュゥモ限定楽曲情報など 新音楽情報を
満載でお届け中♪登録無料なので、ぜひチェッ
ク！！

音楽専門のFM局ならではの携帯サイトだけの特
別番組。アジアを中心にアフリカやヨーロッパの
ワールドミュージックをお届けします。DJは、大阪
で長くワールドミュージックを紹介し続けている丸
橋基さん。軽快な中にも薀蓄たっぷりのトークも
楽しみです。

J-WAVEがお届けする音楽＆情報番組。
ナビゲーターはサッシャ。
世界中のリスナーから集まる、知られざる
オモシロ情報を 新のクールサウンドと
ともに発信。楽曲投稿コーナーや、モンモンクイ
ズなどが楽しめます。

毎週土曜日無料配信！！人気J-POP着うた®サ
イト「アーティスト公式サウンド」とコラボした、
新ヒット曲ランキングや注目アーティスト情報な
ど、音楽好き必聴の情報を無料でお届けする音
楽情報番組です。

「どこでも語学！」は、音声とイラスト・文字により
ケータイだけで語学を学習できるサービスです。
開始当初は、NHKラジオ語学講座から「基礎英
語１」「英会話入門」「ビジネス英会話」のコンテン
ツのダイジェストを毎週配信します。今後は他の
語学講座も配信予定です。

携帯電話に24時間ノンストップのサウンドシャ
ワーを！
J-POP USENチャートや、ヒットの予感満載の
ニューカマーなど音楽情報通をうならせるチャネ
ルラインナップでお届けします！

ゲーム

ゲーム

音楽

音楽

その他

音楽

その他

ニュース

音楽

音楽

MTVチャネル（仮）

ウェザーニュース

ファミ通チャネル

ｉムービーゲート

avex♪ﾐｭｩﾓ･ﾁｭｰﾝ

World Music Param

J-WAVE CHANNEL

ｱｰﾃｨｽﾄ公式ﾁｬﾈﾙ

どこでも語学！

USEN放送音楽生活

株式会社
J-WAVE

株式会社
MLJ

NTTレゾナント
株式会社

株式会社
USEN

株式会社
エンターブレイン

株式会社
角川モバイル

Viacom International
Japan

株式会社
（MTVジャパン株式会社）

株式会社
ウェザーニューズ

エイベックス・
マーケティング

株式会社

株式会社
エフエム大阪

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

2007年12月（予定）

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

2007年11月（予定）

■提供企業名：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」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。



【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 ジャンル 概要 価格（税込） サービス開始時期

Ｍｕｓｉｃ＆Ｖｉｄｅｏチャネル

画面イメージ

『ライラの冒険 黄金の羅針盤』

2008/3/1　丸の内ピカデリー１ほか

全国松竹・東急系にてロードショー

『アース』
2008年１月　日比谷スカラ座ほか

全国東宝洋画系にてロードショー

TM & © MMVII NEW LINE
PRODUCTIONS， INC．ALL
RIGHTS RESERVED．

©BBC Worldwide 2007

「兵庫のおじさん」出演／松尾貴史
／春風亭昇太／池田鉄洋など

Lip Tales アポ＆クッポ

© ZUIYO CO.,LTD.
©Sammy NetWorks

©大日本生ゲノム

©Sammy NetWorks
©大日本生ゲノム

©Sammy NetWorks

スキマチャンネル：DJ　スキマスイッ

チ
礼央公論：DJ　土屋礼央

スガ☆ステーション　芸能ギリギリ
刑事：DJ　スガ シカオ

オープニング 商品紹介 商品紹介

©JAPANET TAKTA co.,ltd. ©JAPANET TAKTA co.,ltd. ©JAPANET TAKTA co.,ltd.

プロレスチャンネルロゴ
第47代IWGPヘビー級王者　棚橋

弘至
レジェンド軍vsG・B・Hタッグマッチ

©njpw
©tv asahi

©njpw
©tv asahi

©njpw
©tv asahi

J1J2リーグ戦は、いよいよ終盤

戦！
優勝争いから益々目が離せな
い！

スカパー！動画で配信しているプ
ロモーション動画をぞくぞく配
信！！

©J.LEAGUE PHOTOS
©2007 SKY Perfect
Communications Inc. All Rights
Reserved.

ドラゴンクエストモバイル FINAL FANTASY IV チョコボの不思議なダンジョン　時
忘れの迷宮

©1987-2007 ARMOR
PROJECT/BIRD
STUDIO/CHUNSOFT/SQUARE
ENIX All Rights Reserved.

©1991、2007 SQUARE ENIX
CO.,LTD. All Rights Reserved.

© 2007 SQUARE ENIX CO.,LTD.
All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN/Toshiyuki
Itahana

倉木麻衣 / 「Silent love〜open
my heart〜/BE WITH U」

上木彩矢 / 「明日のために〜

Forever More〜」※アルバムタイト

ルになります。

三枝夕夏 IN db / 「明日は明日の

風の中.....夢の中/新しい自分へ

変わるスイッチ」

無料

無料

無料

210円（税込）

無料 2007年12月（予定）

2007年度内（予定）

未定

905ｉ発売同時

2007年度内（予定）

未定

スクウェア・エニックスの旬なニュースが満載の無
料公式情報サイト。　様々なゲームのプロモー
ション映像やイチオシ情報を毎週お届けします！

BEING GIZAグループに所属するアーティストの
新曲を中心に、オススメの楽曲を紹介！アーティ
スト本人による楽曲紹介コメントも交えながらお
届けします。

リスナーからの投稿を元に、アーティスト自らによ
るトークと楽曲紹介で構成される音楽番組「スキ
マチャンネル」「礼央公論」「スガ☆ステーション」
「クレイジーケン　ブレーキ故障中！」等を日替わ
りでお送りします。

新日本プロレスリングの 新の試合やニュース
映像、忘れることのできない名勝負を続々配信し
ます。
また、オフィシャルならではのボリュームで「見た
い！」試合ムービーをかんたん購入できます。

音楽

スポーツ

テレビショッピングでおなじみのジャパネットたか
たです。
液晶テレビやパソコン、 新のデジタル家電など
当社が自信を持ってオススメする商品をご紹介
いたします。

スカパー！がイチ押しのコンテンツの番組を無料
で2チャンネル提供致します。 有料放送多チャン
ネル事業の強みを活かした豊富なコンテンツを
定期的な更新により、飽きさせない新鮮なサービ
スを提供致します。

新の映画情報に加え、ブログで活躍中の人気
MCがそれぞれの個性で楽しくお得な映画情報を
お届けする番組。映画配給会社ならではの「撮影
秘話」「業界裏話」「お宝プレゼント」など企画満載
です！

疲れた脳を“笑い”でリフレッシュ！松尾貴史の爆

笑時事ネタやユーザー参加型コーナー、「月刊

KING」誌やネットで話題のCGアニメ「兵庫のおじ

さん」など、TV感覚で楽しめる笑いのサプリ！

100％コメディチャンネルです!!

映画

その他

その他

テレビ

ゲーム

音楽

うたキャス

プロレスチャンネル

ｼﾞｬﾊﾟﾈｯﾄたかた

スカパー！チャネル

SQUARE ENIX NEWS

BEING GIZA モバイル

Ch

GAGA☆USEN

マイコメ
株式会社

サミーネットワークス

次世代デジタルコンテンツ
配信フォーラム

(NeDIC)

新日本プロレスリング
株式会社／

株式会社テレビ朝日

株式会社
ギャガ・

コミュニケーションズ

株式会社
ジャパネットたかた

株式会社
スカイパーフェクト・
コミュニケーションズ

株式会社
スクウェア・エニックス

株式会社
ゼット

無料

315円（税込）

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

2007年12月（予定）

～ｶﾝﾆﾝｸﾞ竹山のｽﾄﾚｽ解消的番組
～
■番組タイトル：
「世界制服！竹山塾」
■放送チャンネル：
テレ朝チャンネル
※スカパー！・スカパー！光
（Ch.717）/e2 by スカパー！

（Ch.313)
■放送日時：
隔週金曜　21：30～22：00　ほか

■出演者：竹山隆範（カンニング）
　小島よしお/稲生美紀/立花彩野

　佐藤唯/初音ひさみ

■提供企業名：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」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。



【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 ジャンル 概要 価格（税込） サービス開始時期

Ｍｕｓｉｃ＆Ｖｉｄｅｏチャネル

画面イメージ

The World of GOLDEN EGGS ミシェル ターキーレンジャー

©PLUS heads inc. ©PLUS heads inc. ©PLUS heads inc.

番組サンプル画像1 番組サンプル画像2 番組サンプル画像3

©DAIICHIKOSHO CO.,LTD ©DAIICHIKOSHO CO.,LTD ©DAIICHIKOSHO CO.,LTD

©DFL Deutsche Fusball Liga
GmbH

©AC Milan.com
©DFL Deutsche Fusball Liga
GmbH

©MP&Silva
©DFL Deutsche Fusball Liga
GmbH

©AC Milan.com

©釣りビジョン ©釣りビジョン ©釣りビジョン

©釣りビジョン ©釣りビジョン

浜田翔子 倉田みな 小町桃子

無料

525円（税込）

1,050円（税込）

315円（税込）

525円（税込）

315円（税込）

24時間365日釣り三昧！釣りにまつわるあらゆる
ジャンルを取り揃えた日本で唯一の釣り専門チャ
ンネルです。
堤防、沖、磯、ソルトウォーター、バス、フライ、
鮎、ヘラブナ、スタジオ番組などなど．．．
身近な釣りから憧れの海外釣行まで、年間500本
を超える充実のオリジナルコンテンツを放送中。
シークレットテクニック、 新ギア、とれたての新
鮮釣果など、情報満載の番組を見れば、あなた
も釣果アップ間違いナシ。ビギナー～ベテランま
で満足度満点、釣りだけの専門チャンネルです。

24時間365日釣り三昧！釣りにまつわるあらゆる
ジャンルを取り揃えた日本で唯一の釣り専門チャ
ンネルです。
堤防、沖、磯、ソルトウォーター、バス、フライ、
鮎、ヘラブナ、スタジオ番組などなど．．．
身近な釣りから憧れの海外釣行まで、年間500本
を超える充実のオリジナルコンテンツを放送中。
シークレットテクニック、 新ギア、とれたての新
鮮釣果など、情報満載の番組を見れば、あなた
も釣果アップ間違いナシ。ビギナー～ベテランま
で満足度満点、釣りだけの専門チャンネルです。

映画、テレビドラマ、ブロードバンド配信など多く
のメディアで公開され、
人気を博した、良質なホラー映像作品を動画配
信致します。
恐怖から逃れられない、ホラーファンの為のホ
ラー専門チャネルです。

300円で 新のグラビアDVDをお届け!! ほしのあ
き、藤咲由姫、竹之内ゆりあ･･･旬のアイドルから
セクシーフェチ＆妹系のムービーを毎週2本！極

限のクオリティーをアナタに届けます!!

オワライMOVIE人力舎は今 も勢いのある芸人
が多数所属する『プロダクション人力舎』の芸人
が総出演。ほかでは見ることの出来ない、このた
めに撮りおろされた人気芸人のトークに加えて、
コアなお笑いファンも納得の若手芸人の出演な
ど、プロダクション人力舎の全てを配信します。

スポーツ

スポーツ

映画

人気沸騰中の超脱力系アニメ『The World of
GOLDEN EGGS』。
このヒップでホップなノリノリのグルーブは、とにか
くいちど見なけりゃわからない！
とにかく見ておけ！Just Do It！

第一興商集計のカラオケチャートや着うた®ダウ
ンロードチャートなどを元に、カウントダウン形式
で見せるランキングの他、オススメ音楽情報など
楽しい情報をぎっしり詰め込んだ番組を週一回配
信！番組内で紹介されたコンテンツをサイトから
有料ダウンロードすることも出来ます！

《超ワールドサッカー動画専門チャネルA（仮称）》
日本 大級の携帯サッカーサイト「超ワールド
サッカー」から、注目のサッカー動画が長く楽しめ
る動画専門サイトが登場！
ヨーロッパで活躍する日本人選手の名場面集や
各国サッカーリーグのハイライト映像集、さらに話
題の試合をピックアップした「Match of Week」を
毎週配信します。動画専門チャネルA（仮称）で

は、3番組から好きな1番組を選ぶことができ、

月々500円で名場面を視聴できます！

《超ワールドサッカー動画専門チャネルB（仮称）》
日本 大級の携帯サッカーサイト「超ワールド
サッカー」から、大好評のサッカー動画が長く楽し
める、動画専門サイトが登場！
ヨーロッパで活躍する日本人選手の名場面を集
めた「日本人特集」や各国サッカーリーグのハイ
ライト映像集「リーグ別ハイライト」、さらに話題の
試合をピックアップした「Match of Week」を毎週
配信します。
動画専門チャネルB（仮称）では、3本すべてをお

得な月額1,000円で提供します。

アニメ

音楽

スポーツ

スポーツ

グラビア

お笑い

釣りビMOVIE

釣りビ

ﾎﾗｰﾑｰﾋﾞｰﾁｬﾈﾙ

エロカワ娘フルムー
ビー
マニア

ｵﾜﾗｲMOVIE人力舎

未定
（超ワールドサッカー動

画専門チャネルA)

未定
（超ワールドサッカー動

画専門チャネルB)

GOLDEN EGGS
チャンネル

メロDAM ch

株式会社
デジタルメディアマート

株式会社
デジタル・ラボラトリー

株式会社
ソニー・デジタル

エンタテインメント・
サービス

株式会社
第一興商

超ワールドサッカー
ネットコミュニケーションズ

株式会社

株式会社
ティーツーアイ

エンターテイメント

株式会社
釣りビジョン

無料

2007年11月（予定）

905ｉ発売同時

100円（税込）

905ｉ発売同時

525円（税込） 2007年12月（予定）

未定

未定

2007年12月（予定）

2007年11月（予定）

905ｉ発売同時

■提供企業名：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」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。



【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 ジャンル 概要 価格（税込） サービス開始時期

Ｍｕｓｉｃ＆Ｖｉｄｅｏチャネル

画面イメージ

©OH!Mikey Project ©OH!Mikey Project ©OH!Mikey Project

「関根勤・くりいむしちゅープレゼン
ツ！！ＣＧなんかでお笑いを目指し
ちゃう人のための傾向と対策」／関
根勤・くりいむしちゅー

「関根勤・くりいむしちゅープレゼン
ツ！！ＣＧなんかでお笑いを目指し
ちゃう人のための傾向と対策」／関
根勤・くりいむしちゅー

「関根勤・くりいむしちゅープレゼン
ツ！！ＣＧなんかでお笑いを目指し
ちゃう人のための傾向と対策」／関
根勤・くりいむしちゅー

©TBS ©TBS ©TBS

主演：杉野希妃、細田よしひこ 細田よしひこ

「クリアネス」製作委員会 「クリアネス」製作委員会 「クリアネス」製作委員会

角田信朗 デューク更家 日本指圧師会

©SUPER AGENT　(C) DORASU
© DUKESWALK © 2007
DORASU

©日本指圧師会　© 2007
DORASU

LED ZEPPELIN LED ZEPPELIN ERIC CLAPTON

©WARNER MUSIC JAPAN ©WARNER MUSIC JAPAN ©WARNER MUSIC JAPAN

Sweet Vacation／Summer
Day(ver.0)

ミドリ／あんたは誰や 相対性理論／LOVEずっきゅん

©Net Dreamers ©Net Dreamers ©Net Dreamers

超時空要塞マクロス 超時空要塞マクロス 超時空要塞マクロス

©1982 BIG WEST ©1982 BIG WEST ©1982 BIG WEST

ひつじのｼｮｰﾝﾛｺﾞ ｼｮｰﾝｽﾀｼﾞｵﾛｺﾞ入り ｼｮｰﾝ＆ﾋﾞｯﾂｧｰﾛｺﾞ入り

All content ©Aardman
Animations Ltd 2007

All content ©Aardman
Animations Ltd 2007

All content ©Aardman
Animations Ltd 2007

420円（税込）

210円（税込）

無料ダウンロードで良質な音楽を見つけるサイト
「mF247」がお届けする「mF247音楽予報」。サイ
トに登録された 新ナンバーやダウンロード数を
集計したオリジナル・チャートの注目曲などを毎
週ピックアップして紹介します！

中央競馬のレースダイジェストを中心に、過去の
名勝負、名馬物語、地方競馬のレース映像を盛
り込んだ番組を配信致します。数多くのテーマを
取り上げ、週1回の更新を行うことで、多くの競馬
ファンを満足させる番組作りを行います。

今年で25周年を迎え、2008年には新番組の放送

を予定している、今話題のアニメです。全36話を
毎週ハイクオリティな映像で配信します。

｢ｳｫﾚｽとｸﾞﾙﾐｯﾄ､危機一髪｣に登場し大人気に
なった｢ひつじのｼｮｰﾝ｣が主役になって戻ってき
た!ｱｰﾄﾞﾏﾝ独特のｱﾆﾒｰｼｮﾝｽﾀｲﾙが存分に楽しめ
る元気いっぱいのﾄﾞﾀﾊﾞﾀｺﾒﾃﾞｨで､子供からお年
寄りまで誰もが楽しめるｼｮｰﾄｽﾄｰﾘｰ｡

TVでもおなじみのタレント角田信朗の筋トレナビ
動画、デューク更家の健康ウォーキングナビ動
画、日本指圧師会監修の指圧ナビ動画etc．ゲー
ムソフトでも大好評の動画素材配信であなたの
健康をナビゲートします。

試聴ではない、フルレングスの楽曲だけが聴ける
本格的音楽サービス。超高音質で、ナップスター
のヒットチャートやタワレコおすすめプレイリストが
毎週楽しめる。音楽だけの番組で、毎月たっぷり
約100曲を聴くことが出来ます。

マネキンドラマ「オー！マイキー」で人気の高い話
数を厳選配信！
マイキーはモチロン、なかなか見られないレア
キャラクターも登場します！
携帯向けのオリジナルのお話も配信予定だから
お楽しみに！

TBSが地上波・BS・CSなどで放送しているコンテ
ンツを、ドラマ・バラエティ等ジャンルを問わず配
信。初回はバラエティ「関根勤・くりいむしちゅープ
レゼンツ！！CGなんかでお笑いを目指しちゃう人
のための傾向と対策」を配信します。

映画『クリアネス』～限りなく透明な恋の物語～。
第1回ケータイ小説大賞・大賞受賞作品が映画
化。

渋谷シネラセット他にて2008年2月公開作品を早
くも独占初配信！

配給：シネカノン／ドーガ堂
© 「クリアネス」製作委員会

音楽

音楽

スポーツ

アニメ

アニメ

その他

映画

スポーツ

お笑い

mF Station i

競馬総合ﾁｬﾝﾈﾙ

超時空要塞マクロス

W&G★Aardman

ｵｰ!ﾏｲｷｰ動画ﾁｬﾝﾈﾙ

TBS★モバCHAN

ｴﾝﾀDXﾄﾞｰｶﾞ堂

健康ナビチャンネル

ﾅｯﾌﾟｽﾀｰ♪
ﾀﾜﾚｺﾁｬﾈﾙ

（仮）

ぴあ
株式会社

テレビ東京
ブロードバンド
株式会社

株式会社
東京放送

株式会社
ドーガ堂

株式会社
ドラス

ナップスタージャパン
株式会社

株式会社
ネットドリーマーズ

バンダイネットワークス
株式会社

株式会社
に・よん・なな・
みゅーじっく

315円（税込）

315円（税込）

無料

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

無料

2007年12月（予定）

905ｉ発売同時

2007年度内（予定）

905ｉ発売同時

2007年12月（予定）

2007年12月（予定）

2007年12月（予定）

2007年度内（予定）

2007年12月（予定）

■提供企業名：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」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。



【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 ジャンル 概要 価格（税込） サービス開始時期

Ｍｕｓｉｃ＆Ｖｉｄｅｏチャネル

画面イメージ

©レッドライスメディウム ©レッドライスメディウム ©レッドライスメディウム

みちゃこと行く京都の旅/
安田美沙子

Pure Love/夏川純 あんずが行くゾ/杏さゆり

©2007creave ©BNS CORP ©BNS CORP

RED GARDEN RED GARDEN

©2006 GONZO / RED GARDEN
製作委員会

©2006 GONZO / RED GARDEN
製作委員会

©あにつべPartners

©アキバカウントダウン

製作委員会

©アキバカウントダウン

製作委員会

©アキバカウントダウン

製作委員会

ポスター
ビジュアル
.jpg

シーン写真
１.jpg

シーン写真
２.jpg

土曜深夜ドラマ「ハリ系」
監督：河原雅彦監督/出演：中村友

也、村川絵梨、もたいまさこ、田口
トモロヲ、吹越満、車だん吉、松澤
傑　他

土曜深夜ドラマ「ハリ系」
監督：河原雅彦監督/出演：中村友

也、村川絵梨、もたいまさこ、田口
トモロヲ、吹越満、車だん吉、松澤
傑　他

土曜深夜ドラマ「ハリ系」
監督：河原雅彦監督/出演：中村友

也、村川絵梨、もたいまさこ、田口
トモロヲ、吹越満、車だん吉、松澤
傑　他

©D.N.ドリームパートナーズ/VAP ©D.N.ドリームパートナーズ/VAP ©D.N.ドリームパートナーズ/VAP

jyoshikous
ei.jpg

fi.jpg

灼眼のシャナ 女子高生-Girl's High- Φなる・あぷろーち

©高橋弥七朗・メディアワークス／

『灼眼のシャナ』製作委員会

©大島永遠・双葉社 / 「女子高生」

製作委員会

©2004 PrincessSoft/Φなる・あぷ

ろーち製作委員会

pug1.jpg pug2.jpg pug3.jpg

パグニュース パグニュース パグニュース

Ｃｏｐｙrights ©TLIP/FMe　All right
reserved

Ｃｏｐｙrights ©TLIP/FMe　All right
reserved

Ｃｏｐｙrights ©TLIP/FMe　All right
reserved

gei.gif 19.jpg
keitama.jp

g

芸＆能スナイパー 19borders ケータイ魂

情報提供：時事通信社
2004 THE WORKS co.,Ltd,
Copyright © All Rights Reserved.

©Fme

420円（税込）

株式会社
フォアキャスト・

コミュニケーションズ
MY日テレ テレビ

「日テレ深夜ドラマチャネル」：
日本テレビ系列（一部地域を除く）で毎週土曜24
時50分より放送中のドラマ「ハリ系」の本編を業
界初のまるごと配信！

(放送時間変更の場合あり）

無料 905ｉ発売同時

105円（税込）

QTV ｱﾆﾒﾁｬﾝﾈﾙ アニメ

「灼眼のシャナ」「女子高生-Girl's High-」「Φなる・

あぷろーち」など人気タイトルを25タイトル以上の
ラインナップです！

105円～420円
（税込）

@ 水着天気予報では、人気グラビアアイドル
の映像と共に日々の天気予報を配信致します。
毎週月曜日から金曜日まで朝のニュースを観る
感覚で、日々新鮮な番組を提供致します。

パグの目線で世相を切る？
ほぼ毎日更新のニュースアニメ!2匹のパグがどう
でもいいけどちょっと気になるニュースを紹介しま
す!!

国内有力DVDメーカーの協力を得て、
各レーベルがイチオシする人気タイトルを配信。
毎月第1週目は、トップアイドル

毎月第2週目は、ブレイク直前！オススメ★アイド
ル
毎月第3週目は、もぎたて！新人アイドル

毎月第4週目は、エロカワ☆セクシーアイドル
と週代わりでトップアイドルから今後ブレイクが期
待されるフレッシュアイドルまで、多彩なアイドル
イメージ映像が高画質でお届けします。
毎週金曜日配信

人気アニメを毎週1話まるごと配信！

第1弾はGONZOの話題作「RED GARDEN」が登
場。

ビデオチャネルならではの大容量配信で
テレビ放映・OVAアニメ作品が
ケータイで楽しめる！

毎週水曜日配信
※サイト名の読み方は「あにつべ」です。

日本が世界に誇るアキバカルチャー！
聖地アキバで、今、何がヒットしているのか？
秋葉原のコアでディープなショップのランキング
を、人気声優などのゲストとともに発表。
他では決して見ることができないアキバ的ランキ
ング結果に驚愕。。。
ほかにも、 新ゲーム情報や、アキバ的美少女
のコスプレ映像などもりだくさん。
アキバ 新トレンドを動画でいち早くキャッチでき
る携帯向け完全オリジナル番組。

＜毎週木曜日配信＞

ワールドスポーツ・国内芸能・海外芸能ニュース
をラインナップ。TVドラマとケータイ情報番組も提
供します！

科学、テクノロジーが飽和状態にある現代・・・。
しかし、世界各地で、今なお“都市伝説”や“未確

認生物(UMA)”の噂が後を立たない・・・。
この番組は、都市伝説や、イエティ、つちのこ等
の未確認生物（UMA)、超異常現象など、「ある意
味」ギリギリの禁断目撃映像を、毎週ナレーショ
ン付きで、あなたの携帯電話にお届けするもので
ある！
毎週火曜日配信

※本番組の目撃映像はフェイクムービーです。

アニメ

その他

ニュース

グラビア

ニュース

お笑い

グラビア

@ 水着天気予報

ほぼ毎日ﾊﾟｸﾞﾆｭｰｽ

都市伝説ｼｮｯｷﾝｸﾞ

週刊ｴﾛｶﾜ動画

アニ Tube

アキバｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ

QTV 芸能ﾄﾞﾗﾏﾁｬﾝﾈﾙ

株式会社
フォーサイド・ドット・コム

株式会社
フロントメディア

株式会社
ビットウェイ

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

1,050円（税込）

294円（税込） 905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

2007年12月（予定）

2007年12月（予定）

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

■提供企業名：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」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。



【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 ジャンル 概要 価格（税込） サービス開始時期

Ｍｕｓｉｃ＆Ｖｉｄｅｏチャネル

画面イメージ

本当にデカップ/神楽坂恵

©Media KREIS Co.，Ltd.

初期OVA 機動警察パトレイバー 灼眼のシャナ ヤッターマン

©HEADGEAR/BV/TFC ©YT・MW/SSC ©ﾀﾂﾉｺﾌﾟﾛ

ヨシモト∞チュートリアルトーク ヨシモト∞チュートリアルトーク コンテンツニュース

©吉本興業 ©吉本興業 ©吉本興業

©Label Mobile Inc. ©Label Mobile Inc. ©Label Mobile Inc.

©Label Mobile Inc. ©Label Mobile Inc. ©Label Mobile Inc.

420円（税込） 905ｉ発売同時

レコード会社直営♪サウンド、レコ直♪絶対！洋
楽の「着うた®」ランキングを邦楽・洋楽あわせて

お届けします！CD発売前のさきどり楽曲やアー
ティストのコメントも聞けちゃいます！

「レコ直♪ランキング」がパワーアップ！レコード
会社直営♪サウンド、レコ直♪絶対！洋楽の「着
うた®」ランキングを邦楽・洋楽あわせてミュー
ジッククリップでお届けします！アーティストのコメ
ントも映像で！

豪華ラインナップを無料で配信！
『灼眼のシャナ』TVシリーズも劇場版も大ヒット！
現在、第二期シリーズ放映中！
『機動警察パトレイバー』シリーズはここから始
まった！
『ヤッターマン』３０年ぶりに新作TV放映開始！実
写映画化も決定！
『あしたのジョー』元祖ボクシングアニメの傑作！

見て楽しめる、知って得するお笑いチャネルで
す。

人気商品を動画で紹介する楽天ランキングＴＶ！
ファッション・グルメ・ドリンクなど、楽天市場で取
り扱う様々な商品ジャンルの中から、ランキング
上位商品や赤丸急上昇の人気商品を動画で紹
介します。

週2回更新の旬なグラビア番組をお届け。トータ

ル4チャンネル配信し、毎日セクシー映像を楽し
める、お得なチャンネルです。

グラビア

アニメ

お笑い

ニュース

音楽

音楽

レコ直♪ランキング

レコ直♪ランキングDX
(動画版)

ドコでもアニメBB

ケータイ
よしもとチャネル（仮）

楽天ランキングTV

ｱｲﾄﾞﾙ限界ﾌﾙﾁｬﾝﾈﾙ

レーベルモバイル
株式会社

株式会社
ムーバイル

株式会社
よしもとファンダンゴ

楽天
株式会社

株式会社
フロントメディア

無料

無料

無料

無料

未定

2007年11月（予定）

905i販売同時

905ｉ発売同時

未定

2007年12月（予定）

■提供企業名：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」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。
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