
【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 アプリ名 ジャンル サイト名 概要 価格（税込） サービス開始時期

©ATR-Trek ©ATR-Trek ©ATR-Trek

© MOBILE & GAME STUDIO © MOBILE & GAME STUDIO © MOBILE & GAME STUDIO

©MSF ©MSF ©MSF

©Advanced Media,Inc ©Advanced Media,Inc ©Advanced Media,Inc

©1976, 2007 SANRIO CO.,LTD.
©Imagineer Co.,Ltd.

©1976, 2007 SANRIO CO.,LTD.
©Imagineer Co.,Ltd.

©財団法人日本漢字能力
検定協会
©Imagineer

©財団法人日本漢字能力
検定協会
©Imagineer

©財団法人日本漢字能力
検定協会
©Imagineer

©WebDoJapan　©ミリオン
画像は開発中のものです

©WebDoJapan　©ミリオン
画像は開発中のものです

©WebDoJapan　©ミリオン
画像は開発中のものです

©Disney ©Disney ©Disney

©駅前探険倶楽部
※画面は開発中のものです。

©駅前探険倶楽部
※画面は開発中のものです。

©2007 KEMCO/COOL&WARM ©2007 KEMCO/COOL&WARM ©2007 KEMCO/COOL&WARM

905ｉ発売同時

2007年11月（予定）

2007年12月（予定）

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

157円（税込）

株式会社
ウェブドゥジャパン

ウォルト・ディズニー・
ジャパン
株式会社

株式会社
駅前探険倶楽部

株式会社
エムティーアイ

株式会社
コトブキソリューション

Ｍｙカーナビ

ゴハンC定食

株式会社
 IMJ モバイル

ＭＳＦ
株式会社

株式会社
アドバンスト・メディア

イマジニア
株式会社

株式会社
ATR-Trek

敏感！！王様ゲーム

ヒラメキナンバーズ

声ちぇき！DX

キティしりとり

声で漢検！

熱血漢字バトル

ミッキー＆プルートライフ

サクッと乗換ＤＸメガ

しゃべって翻訳

バラエティ

学習

バラエティ

キャラクター

学習

アクション

育成ゲーム

実用

実用

バラエティ

ゲームの神様

いつでもゲームセンター

声ちぇき！

ｷﾃｨｻﾝﾘｵとり放題

漢検モバイル

熱血硬派くにお君i

DisneyIQチャレンジ

実用

駅探★乗換案内

渋滞近道ﾏｯﾌﾟﾙ

ｹﾑｺｽﾍﾟｰｽ200

しゃべって翻訳

「敏感！王様ゲーム」は、王様ゲームをすべて
ケータイが取り仕切る、パーティ用コミュニケー
ションゲーム！
スロットを回し、「ストップ」と声をあげれば選ば
れた人に命令が下るのだ！飲み会や合コンの
おともに！

脳トレ系計算ゲームが登場！
答えを声に出して言い当てるゲームです。
声を出すことで、あなたの脳を活性化させましょ
う。

「声ちぇき！DX」は、携帯の音声認識・認証機能
を使ったアプリです。
あなたの声がどの有名人に似ているか？声ま
ねがどれだけ似ているか？憧れの有名人との
相性はいいのか？2人の声の相性はいいの
か？などをチェックすることが出来ます。

キティちゃんと声で3文字しりとりをして遊ぶゲー
ムだよ♪
ラッキーワードを言うとキティの家族やお友達が
登場する楽しい演出が盛りだくさん！！
キティやお友達の好きなものや関係の深いもの
を言い当てて、いろいろな演出を出してみよう♪

注：画像は開発中のイメージとなり、実際のもの
とは異なる可能性がございます。

905i専用アプリ「声で漢検」！

難読漢字の読みを“声”で答えよう。
成績に応じて漢検レベルが診断できるよ。
アナタは何級レベルかな？
これ読める？
「木乃伊」⇒答えは漢検モバイルへ！
無料体験版も配信予定です。

注：画像は開発中のイメージとなり、実際のもの
とは異なる可能性がございます。

「熱血硬派くにお君i」にて音声認識機能を利用
したアプリである「くにおくんの熱血！漢字バト
ル」をリリースいたします。出題される漢字の読
みを音声で回答するゲーム内容となり、誰にで
もお手軽に楽しめるアプリとなります。また、「ダ
ウンタウン熱血物語」の世界をベースとすること
でコミカルな世界観でゲームが展開され、くにお
くんファンにもアピールいたします。

ミッキーの愛犬プルートと一緒に遊ぶ、育成＆コミュ
ニケーションアプリです。画面のプルートと直感操作
でふれあって、仲良くなっていきます。
「頭をなでる」「名前を呼ぶと、反応して来てくれる」
など、直感操作と音声認識を使って、プルートとの
幸せな生活が楽しめます。プルートと仲良くなること
で、散歩中にイベントが発生したり、新しいミニゲー
ムが遊べるようになったりと、遊びの楽しみがさらに
広がっていきます。発生したイベントは日記の１
ページとして追加され、日記が完成していきます。
ゲームの最終的な目標はすべてのイベントを発生さ
せて日記を完成させることです。
大好評の「ｉアプリ」「サクッと乗換DXメガ」がパ
ワーアップ！
音声でも乗換検索ができるようになりました！
駅名を入力しなくても言葉でラクラク検索。是非
体感してください！

「渋滞近道マップル」では渋滞予測機能付きナ
ビゲーションアプリ「Myカーナビ」を提供していま
す。
今回の「Myカーナビ」は、音声で目的地の一発
検索が可能に！わずらわしかった入力検索も
無くなりさらに便利で楽しいアプリに進化しま
す。

「直感」はじめました♪
大好評の「ゴハン」シリーズがさらに美味しく、ボ
リュームアップ！振ったり、傾けたり、しゃべった
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C定食」。ぜひご
賞味ください。

音声入力対応コンテンツ（直感ゲーム＆その他実用ⅰアプリ）

画面

無料/
105円/315円

（税込）

315円（税込）

105円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

携帯電話に翻訳したい文章を話すだけで翻訳
文を表示できる「ｉアプリ」、『しゃべって翻訳』の
サービスを開始します。旅行会話を中心とした
日常会話に対応した、日英音声入力翻訳アプリ
です。新感覚のコミュニケーションツール。

315円（税込）

210円（税込）

315円（税込）

210円（税込）

■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 アプリ名 ジャンル サイト名 概要 価格（税込） サービス開始時期

音声入力対応コンテンツ（直感ゲーム＆その他実用ⅰアプリ）

画面

©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia

©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia

©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia

©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia

©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia

©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia ©Genki Mobile/©Arcadia

©二ノ宮知子/講談社 ©二ノ宮知子/講談社 ©二ノ宮知子/講談社

©2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.
※画像は開発中のものです。本
編とは異なる場合がございます。

©2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.
※画像は開発中のものです。本
編とは異なる場合がございます。

©1995 2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.
※画像は開発中のものです。本編
とは異なる場合がございます。

©Jorudan ©Jorudan ©Jorudan

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

©　SEGA ©　SEGA ©　SEGA

©ZENRIN DataCom CO., LTD. ©ZENRIN DataCom CO., LTD. ©ZENRIN DataCom CO., LTD.

905ｉ発売同時

2007年12月（予定）

905ｉ発売同時

未定

未定

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

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

315円（税込）

元気モバイル
株式会社

株式会社
講談社

株式会社
ゼンリンデータコム

株式会社
セガ

株式会社
コナミデジタル

エンタテインメント

ジョルダン
株式会社

直感☆おみくじ

直感☆ひよこ鑑定

直感☆剣道

直感☆千切り

直感☆肺活量測定

直感☆アナウンサー
になろう！

麻雀伝説　哲也

のだめカンタービレ

ビシバシチャンプmobile

乗換検索アプリ

ゴールドアスリート
　ハンマー投げ

イントロクイズ

地図アプリ

占い

アクション

スポーツ

バラエティ

バラエティ

バラエティ

テーブルゲーム

バラエティ

アクション

実用

スポーツ

バラエティ

実用

麻雀伝説 哲也

講談社ガールズ

コナミネットDX

乗換案内NEXT

北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
ﾓﾊﾞｲﾙｹﾞｰﾑ

セガカラ歌い放題♪

ｾﾞﾝﾘﾝ地図+ﾅﾋﾞ

直感☆ 100\ ゲーム

直感☆ 100\ ゲーム

今日のアナタの運勢は？ケータイに向かって手
を叩くとキャラクターが登場！ガイドに従って
ケータイを振ると、おみくじが引けて、その日の
運勢を占えちゃう！直感操作と『音で遊ぶ』でご
利益倍増の占いアプリ！
※ワイド画面対応

ひよこパニック！画面内の逃げ回るひよこを
ケータイを傾けたり、振ったりしてつかまえて、プ
レイヤーの声でひよこのオス、メスを鑑定しちゃ
おう！カワイイひよこに癒されながら、『声で遊
ぶ』アクションアプリ！
※ワイド画面対応

ケータイを動かして、敵キャラクターの攻撃を防
御！『面』『小手』『胴』をケータイに向かって喋る
と攻撃できる！『直感操作』と『声で遊ぶ』が融合
した3Dのアクションアプリ登場だ！
※ワイド画面対応

音で刻め！ケータイを机の上に置いて、その周
りを指で「トン！トン！」と叩くと音に合わせて画
面のキャベツがどんどん刻まれる！キャベツの
千切りをモチーフにした、『音で遊ぶ』ゲームア
プリ！対戦プレイがアツイ！
※ワイド画面対応

シンプルでダレでもハマれる、『声で遊ぶ』アプリ
が登場！ケータイに「あー」と声を出すと、声を
出した時間分だけ画面の風船が膨らむ！声が
長く続くほど風船が膨らんで高得点に！全国ラ
ンキングで競えるぞ！
※ワイド画面対応

「老若男女」など、プロのアナウンサーでもムズ
カシイ単語をケータイに発音すると、プレイヤー
のアナウンサー能力が判定できちゃう！新感覚
の『声で遊ぶ』アプリ！アナタのアナウンサー度
はどれくらいかな？
※ワイド画面対応

大迫力麻雀の決定版『麻雀伝説哲也』がFOMA
905iシリーズでパワーアップ！　『ポン！』
『チー！』『カン！』『ロン！』『ツモ！』等、今まで
は手動でしか対応の出来なかった操作を音声
認識機能に対応する事で、今まで以上に臨場
感のある対局をユーザー様に提供します。

ﾄﾞﾗﾏ＆ｱﾆﾒで大人気！　「のだめカンタービレ」
の905i音声認識ゲームが登場！　千秋のお風
呂を覗くのだめ（野田恵）になって、見つからな
いように充電しちゃおう♪

アーケードや家庭用で大人気の「ビシバシチャ
ンプ」シリーズ最新作が音声で遊べるゲームに
なって
「ｉアプリ」に!!
キミの声で、さまざまなミニゲームをクリアせ
よ！

905i版の「乗換検索アプリ」では駅名や日時を
話すだけで簡単に経路や所要時間・運賃などを
調べることができます。
全国の鉄道駅名に対応し、現在地からの乗換
や前後列車、定期代計算などの便利機能も充
実。

ｺﾞｰﾙﾄﾞｱｽﾘｰﾄ「ﾊﾝﾏｰ投げ」は、新感覚の体感
ｹﾞｰﾑ！実際のﾊﾝﾏｰ投げのように携帯端末を振
り回しﾊﾟﾜｰを溜めて、端末に向かって叫ぶとﾊﾝ
ﾏｰの飛距離が伸びます。

TV番組等でも人気のイントロクイズがケータイ
で気軽にお楽しみ頂けます！ジャンル別、年代
別モードを選びチャレンジ出来るので、お子様
からご年配の方までお楽しみ頂けます！合コン
やパーティを盛り上げるコミュニケーションツー
ルとしても大活躍！

｢この辺のコンビニ｣と話すだけで検索ができま
す。長い住所も話すだけ。周辺施設もカテゴリ
や店名を告げれば入力OK！さらに｢渋谷から新

大阪へ明日の13時到着｣の日時・条件を告げる
だけで乗換案内も可能です。

105円（税込）

105円（税込）

105円（税込）

105円（税込）

105円（税込）

105円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

210円（税込）

個別課金
210円/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

（税込）

210円（税込）

■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 アプリ名 ジャンル サイト名 概要 価格（税込） サービス開始時期

音声入力対応コンテンツ（直感ゲーム＆その他実用ⅰアプリ）

画面

© Sony Computer
Entertainment Inc.

© Sony Computer
Entertainment Inc.

© Sony Computer
Entertainment Inc.

© Sony Computer
Entertainment Inc.

© Sony Computer
Entertainment Inc.

© Sony Computer
Entertainment Inc.

© Sony Computer
Entertainment Inc.

© Sony Computer
Entertainment Inc.

© Sony Computer
Entertainment Inc.

※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。
©TAITO CORP.1996,2007

©川島隆太/©くもん出版/©ツタ
ヤオンライン

©川島隆太/©くもん出版/©ツタ
ヤオンライン

©D3PUBLISHER ©D3PUBLISHER ©D3PUBLISHER

©GIGA-RENSYA
©D3PUBLISHER

©GIGA-RENSYA
©D3PUBLISHER

©GIGA-RENSYA
©D3PUBLISHER

©GIGA-RENSYA
©D3PUBLISHER

©GIGA-RENSYA
©D3PUBLISHER

©GIGA-RENSYA
©D3PUBLISHER

© TECMO, LTD. © TECMO, LTD. © TECMO, LTD.

© TECMO, LTD. © TECMO, LTD. © TECMO, LTD.

©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT

©2000-2007 NBGI ©2000-2007 NBGI ©2000-2007 NBGI

©2006 NBGI ©2006 NBGI ©2006 NBGI

2007年11月（予定）

2007年11月（予定）

2007年度内（予定）

2007年度内（予定）

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

2007年11月（予定）

未定

未定

905ｉ発売同時

2007年12月（予定）

2007年度内（予定）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

個別課金

105円/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
（税込）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

 315円（税込）

株式会社
ソニー・コンピュータ
エンタテインメント

株式会社
ハドソン

テクモ
株式会社

株式会社
バンダイナムコ

ゲームス

株式会社
ディースリー・
パブリッシャー

株式会社
タイトー

株式会社
ツタヤオンライン

直感サルゲッチュ

激走！犬ゾリレース(仮)

話そうケータイ
TalkMan(仮)

トロのお話アプリ
-音声認識対応版-(仮)

電車でＧＯ！
直感アナウンス(仮)

川島教授の脳を鍛える
大人のケータイドリル

THE 直感巫女おみくじ

クターの直感！
ハイポーズ

ローネの直感ニラメッコ

左脳占い

どっきり心霊カメラ

オトダマスター

太鼓の達人×音声認識

全脳トレ(音声認識版)

シミュレーション

学習

アクション

キャラクター

アクション

キャラクター

学習

学習

キャラクター

バラエティ

RPG

アクション

学習

ＳＣＥＪ

川島教授の脳鍛

SIMPLE500シリーズ

どこでもｸﾀｰ

トロのお話しアプリ

電車でGO！

着☆あぷ♪ボンバーマン

太鼓の達人

テクモのゲーム

川島教授の全脳トレ

｢直感サルゲッチュ」シリーズから犬ゾリレース
が登場！『サルゲッチュ』でおなじみのピポサル
が犬ゾリを操作します｡
犬とピポサルは「犬猿の仲」なだけに犬たちはな
かなか言うことをききません。ご機嫌斜めな犬た
ちに声をかけながら､機嫌を損ねないよううまく
ゴールを目指そう!

ケータイで毎日英単語の発音レッスン！
画面に表示された単語を携帯に向かって発音
するとアナタの発音のネイティブ度合いをアプリ
が評価。
ゲーム感覚で練習できるので、毎日つづけてネ
イティブな発音を覚えよう

トロに向かってあなたの声で話しかけると、その
時々によって様々な反応をかえしてくれます。恋
の相談から晩ゴハンのメニューについてなどい
ろいろ話しかけてみよう！

誰もが一度は憧れる、駅員さんのアナウンスが
直感音声ゲームになりました！
お客さんを誘導し、混雑する駅から電車をス
ムーズに発車させていきましょう。
あなたのアナウンス（音声）次第で、電車の運行
が決まります！

｢川島隆太教授の脳を鍛える大人のケータイドリ
ル｣で人気の｢逆ピラミッド計算｣が音声認識対応
アプリになって新登場!!
｢逆ピラミッド計算｣に声で答えて毎日脳をトレー
ニング!!

平穏な日常を恐怖のドン底に落とし込む！？
気軽にどっきり体験の「直感ゲーム™」が登
場！
ケータイカメラで撮った何気ない風景。
そこに息を吹きかけると・・・
その場で驚きの心霊写真に変わる！？
恐怖を乗り越えて、あなたは全ての霊を封印で
きるか！？

ニンテンドーDSで大人気の「オトダマスター」の
世界を舞台にスゴロクバトル！
世界に散らばる“オトダマ”たちを集め、ルーレッ
トを回してライバルたちとのバトルや様々なイベ
ントを体験しよう！
音声入力で“オトダマ”をゲットするイベントもある
ぞ！

ボタンを押して通常の「太鼓の達人」をプレイす
るほかに、楽曲の中にある決め台詞や殺し文句
などを実際に声を出してプレイします。音声入力
ゾーンのところでタイミングよく入力されれば、得
点や演出で評価されます。

全脳トレに音声認識アプリが登場。「上下左右」
「グー・チョキ・パー」など声に出して解答するこ
とで、脳の活性化を高めます。

携帯に向かってパンパンと手を叩くと、雅な音色
が流れ、画面奥から巫女さんが歩いて登場。あ
なたのためにおみくじを運んできてくれます。ご
利益があるかもしれない？年越し、正月には欠
かせないアプリが登場。

ステージに立っているクターに話しかけると、い
ろいろなポーズをとってくれる、オモシロアプリ！
話しかけた言葉を理解してポーズをとってくれる
と得点アップ！クターが理解してくれないと、
ゲームオーバーになってしまうぞ。

ローネと真剣ニラメッコ勝負！いろいろなカッコ
ウをして笑わせにくるローネに思わず吹いてしま
うかも！？あなたは何秒耐えられるかな？思わ
ず笑って携帯が動いたり、声が出たりしてしまう
とゲームオーバーだぞ。

テクモのゲームにて大好評配信中の「右脳占
い」に続いて、
思考力を高める「左脳占い」が音声認識対応で
登場！
６つのゲームであなたの今日の左脳の状態を
判定！
かわいいけどにくらしい左脳さんがその結果か
ら今日の運勢を判定するよ。

■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 アプリ名 ジャンル サイト名 概要 価格（税込） サービス開始時期

音声入力対応コンテンツ（直感ゲーム＆その他実用ⅰアプリ）

画面

©BANDAI NETWORKS
©D3 PUBLISHER/Valkylies

©BANDAI NETWORKS
©D3 PUBLISHER/Valkylies

©BANDAI NETWORKS
©D3 PUBLISHER/Valkylies

©BANDAI NETWORKS
©D3 PUBLISHER/Axes Art
Amuse

©BANDAI NETWORKS
©D3 PUBLISHER/Axes Art
Amuse

©BANDAI NETWORKS
©D3 PUBLISHER/Axes Art
Amuse

©尾田栄一郎／集英社

©BANDAI NETWORKS
©尾田栄一郎／集英社

©BANDAI NETWORKS
©尾田栄一郎／集英社

©BANDAI NETWORKS

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

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

©Bbmf ©Bbmf ©Bbmf

©Bbmf ©Bbmf ©Bbmf

©Bbmf

©YAMASA ©YAMASA ©YAMASA

バンダイネットワークス
株式会社

2007年度内（予定）

2007年12月（予定）

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

2007年11月（予定）

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

2007年11月（予定）

2007年12月（予定）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

105円（税込）

105円（税込）

315円（税込）

株式会社
ビービーエムエフ

ぴあデジタル
コミュニケーションズ

株式会社

山佐
株式会社

THE 直感おしゃべり
こたえて単語！

THE 直感吹き矢

やまびこ★チョッパー！
（仮）

眼力チェックde事故診断

タッチ・ザ・ドルフィン

歌舞伎町ホスト伝説
口説いて★ナイトキング

こたえて♪直感
山手線ゲーム

直感鉄人★2.0号

しゃっくり家族 バラエティ

シミュレーション

育成ゲーム

シミュレーション

バラエティ

スポーツ

バラエティ

アクション

バラエティ

ﾜﾝﾋﾟｰｽ

ﾔﾏｻｹﾛｹﾛｽﾀｼﾞｱﾑ

ｹﾞｰﾑ大好き

免許をとろう！

アクアゾーン

SIMPLE100ｼﾘｰｽﾞ

SIMPLE100ｼﾘｰｽﾞ

薬の材料を探しにお出かけしたチョッパーの行く
先には危険な罠がいっぱい！？
チョッパーがピンチに陥る前に携帯を通して呼
びかけ、危険を回避できるように的確な指示を
出してあげよう！
チョッパーを無事ゴールに導くことができるか
な？

平仮名で埋め尽くされた、マスの中からラウンド
毎に決められたお題の言葉を探し出し、携帯電
話に向かい発声し「音声認識」を使用して回答を
おこなう、誰でも直感的に楽しめる音声認識言
葉探しゲーム『THE 直感おしゃべり　こたえて単
語！』登場です。

話題のスポーツ吹き矢を「直感ゲーム」で完全
再現！ケータイを動かし的を狙い携帯電話に向
かいフッと息を吹きかけることにより、矢が発射
されるという、見た目で直感的に楽しめるミニ
ゲーム『THE 直感吹き矢』登場です。

大人気「免許をとろう！」に免許の適性検査アプ
リ「眼力チェックde事故診断」が音声認識対応で
登場！安全運転は「眼の力」から！動体視力や
周辺視野といった運転に必要な目の能力を
チェック。どんな事故に遭いやすいか教えてくれ
るぞ！

人気の熱帯魚育成シミュレーション「アクアゾー
ンi」に、イルカの調教ができる「タッチ・ザ・ドル
フィン」が登場！かわいいイルカに、宙返り・
アーチくぐりなどの技を教えよう☆アナタの声や
動作にイルカが応えます♪

シリーズ累計20万ダウンロードを突破したモン
スターシリーズ「歌舞伎町ホスト伝説ナイトキン
グ」がホスト体験音声コミュニケーションゲームと
して新登場！
褒めたり、口説いたり、お酒を勧めたりを音声で
入力、甘い言葉でホストクラブに来店した女の
子のハートをバッチリつかんじゃおう！
歌舞伎町No.1を目指して口説いて、口説いて、
口説きまくれ！

決められたお題にそって、答えを声で回答。答
えたら次の人に携帯電話を渡していく・・・説明
不要のパーティークイズ「山手線ゲーム」が905i
シリーズ発売同時に登場！
「日本の都道府県の名前」「モーニング娘。の歴
代メンバーの名前」などなど、メガアプリだから
お題も抱負！みんなでワイワイ楽しめる「みんな
で」モードはもちろん、一人でこっそり練習できる
「ひとりで」モードも搭載。

我らのヒーロー、「直感鉄人★2.0号」を「パンチ」
「キック」「飛べ」の音声入力で操作し、地球に現
れた謎の怪物を退治する単純明快対決ロボット
アクションゲーム。
各ステージ内には隠しコマンドがあり、「ビル！」
などのコマンドで、ビルをひっこ抜いて投げるな
どのアクションが発生。その他、多数仕込まれ
ている隠しコマンドをコンプリートしてみよう！

ボタン操作不要の音声認識「直感ゲーム」!とに
かく「声」と「直感」を使ってしゃっくりを止めまくろ
う！個性豊かなキャラクターごとにしゃっくりス
ポットが違うぞ！声の強弱や叩く場所を駆使し
て、ストップ！ザ・しゃっくり！？

■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。


