
【905iシリーズ★コンテンツリスト】

待受画面 メインメニュー 電波マーク・アンテナマーク
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© 2007 SAN-X CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
© 2007 Imagineer Co.,Ltd.

© 2007 SAN-X CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
© 2007 Imagineer Co.,Ltd.

株式会社
SNKプレイモア

株式会社
tasuke

株式会社
アートスケープ

株式会社
アイフリーク

905ｉ発売同時315円（税込）

きせかえ★コレクション

宝石をモチーフにしたゴージャス系きせかえツール。
光の反射加減などを忠実に再現し、その色彩の豊か
さは携帯をゴージャスに演出してくれます。
利用状況によって宝石のサイズや光具合が、変化す
る等の遊び心も演出いたします。

525円（税込）

905ｉ発売同時

2007年度内（予定）

2007年度内（予定）

2007年11月（予定）

きせかえツール（９０５ｉ対応）

画面
価格（税込） サービス開始時期提供企業名 サイト名 概要

株式会社
e-JUENX Inc.

GMOメディア
株式会社

315円/525円（税込） 2007年度内（予定）

ﾗｯｾﾝ&名画きせかえﾂｰﾙ業界初美麗ﾌﾗｯｼｭ!ﾒﾆｭｰ､
ﾒｰﾙ送受信､電話発着信､電波電池などｹｰﾀｲを丸ごと
ﾁｪﾝｼﾞ!

905ｉ発売同時

ﾗｯｾﾝ&名画ｺﾚｸｼｮﾝ

・きせかえ.com・

癒しの風景・ペット・グラビアなどムードたっぷりの高画
質画像で飾る「オトナ」向けきせかえツールサイト!! 青
い海と空、南国の楽園、キュートな犬、セクシーグラビ
アまで、シンプル＆リッチなパックが勢ぞろい！

525円/315円（税込）

株式会社
MLJ ・どっきり・ｸｲｰﾝ

小泉麻耶、浜田翔子、石井めぐる・・・等のｸﾞﾗﾋﾞｱｱｲﾄﾞ
ﾙから、蒼井そら、柚木テイナなどのｾｸｼｰｱｲﾄﾞﾙの着
せ替えツールを用意します。ほか、ﾏﾆｱｯｸﾕｰｻﾞｰ用に
ｺｽﾌﾟﾚ衣装着せ替えなど視点をちょっと変えた変わり
種着せ替えも順次用意します。

MSF
株式会社

きせかえ☆恋友

人気キャラクター『一期一会』の"恋"をテーマにしたき

せかえ!!
待受画面から、メニュー第二階層、アラームまで大充
実の内容をご提供。
かわいいイラストで恋愛のドキドキ感を表現します！

315円（税込） 905ｉ発売同時

ニンテンドーDSでスマッシュヒット中の「どきどき魔女
審判！」が満を持して「きせかえツール」に登場。
モチーフとなる世界観やキャラクターのイメージに重
点を置き、丁寧に作成しました!!　見やすく、使いやす
い。そしてカワイイ「きせかえツール」です。
今後も「メタルスラッグ」、「KOF」、「DAYS　OF
MEMORIES」シリーズ等を順次配信予定！

905ｉ発売同時

2007年11月（予定）525円（税込）

105円/315円/
525円（税込）

ホールで好評稼働中「スカイラブ」と「シスタークエスト」
が待望の「きせかえツール化」!!
見やすさ、使いやすさはもちろん、世界観やキャラク
ターイメージも完全再現。実機同様、いつも「ドキ！ド
キ！」が止まりません。
今後も「超お父さん2」等、人気タイトルを順次配信予

定ですので、お楽しみに!!

210円/315円/
525円（税込）

2007年度内（予定）

ﾊﾟﾁｽﾛ・ｷﾝｸﾞ

「きせかえ大阪プロレス」はスペル・デルフィン率いる
プロレス団体「大阪プロレス」をモチーフにしましたきせ
かえツールです。スペル・デルフィンをはじめ人気レス
ラー達が勢揃い。携帯まるごとコーディネイト。

525円（税込）

クールでイケてるケータイへカスタマイズ！！
905i対応『ﾔﾊﾞﾓﾃ・俺のｶｽﾀﾑ・』は時間に応じて変わ
るトップメニューの背景画が特徴。
龍をテーマにしたクールなきせかえはかっこいいだけ
じゃない様々な仕掛けをご用意しています。

525円（税込）

SNK WORLD-i

・姫 GAL・ ・ｷﾗｷﾗ・

ケータイの中まで姫気分♪905i対応『・姫 GAL・ ・ｷﾗｷﾗ

・』はユーザーの時間に応じて変わるアイコン特徴。
朝・昼・夜で花の色や様子が大きく変化。蝶が花に止
まるなんてサプライズな演出もあります。
姫きせかえでオシャレ上級者に仲間入りしましょう！

ﾔﾊﾞﾓﾃ・俺のｶｽﾀﾑ・

SNK スロットパニックi

アミュー
株式会社

きせかえ★ｽﾀー

メニュー第２階層、利用履歴機能、メニュー並び替え
機能、メニュー並びのユーザーカスタマイズに対応予
定。バラエティに富んだクオリティの高い作品に使い
勝手の良さをプラスしてますますきせかえツールを楽
しんで頂けます。 210円～525円

（税込）

905ｉ発売同時
イマジニア
株式会社

いつでもﾘﾗｯｸﾏmini

905iになってリラックマがますます・可愛くなっちゃった

・

全画像Flash®アニメでかわいさ倍増・

さらに！よく使う機能がすぐに選べる「905i自動カスタ

マイズ機能」でとっても便利に・

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。

525円（税込）

905ｉ発売同時

株式会社
IRIコマース

&テクノロジー
きせかえ★ﾌﾟﾚｲﾄｲｽﾞ

905の高機能を生かして、スケートボードのムービーを
メニューパーツに配置。ストリート感溢れるアイコンとと
も、COOLにモーションするインタラクティブなインター
フェイスデザインを構成

315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】

待受画面 メインメニュー 電波マーク・アンテナマーク

きせかえツール（９０５ｉ対応）

画面
価格（税込） サービス開始時期提供企業名 サイト名 概要

©(株)オフィス・ミワ ©御堂義乗 ©Blanchic
©(株)イー・プロジェクト

©2007 Index Corporation All rights
reserved.
画像はサンプルです。実際の（配信）画像と
異なる場合があります。

©(株)オフィス・ミワ ©御堂義乗 ©Blanchic
©(株)イー・プロジェクト

©2007 Index Corporation All rights
reserved.
画像はサンプルです。実際の（配信）画像と
異なる場合があります。

©(株)オフィス・ミワ ©御堂義乗 ©Blanchic
©(株)イー・プロジェクト

©2007 Index Corporation All rights
reserved.
画像はサンプルです。実際の（配信）画像と
異なる場合があります。

©2007 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights
reserved.
©2007 Index Corporation. All rights
reserved.
画像はサンプルです。実際の（配信）画像と
異なる場合があります。

©2007 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights
reserved.
©2007 Index Corporation. All rights
reserved.
画像はサンプルです。実際の（配信）画像と
異なる場合があります。

©2007 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights
reserved.
©2007 Index Corporation. All rights
reserved.
画像はサンプルです。実際の（配信）画像と
異なる場合があります。

©Index Corporation All rights reserved.
※画像は制作段階のものになりますので、
実際配信されるものと多少変更になる場合
がございます。

©Disney Enterprises,Inc.All Rights
Reserved.

©Disney Enterprises,Inc.All Rights
Reserved.

©Disney Enterprises,Inc.All Rights
Reserved.

©FK/FG ©FK/FG ©FK/FG

©CAPCOM ©CAPCOM ©CAPCOM

©SEGA　©RED　©Sammy ©SEGA　©RED　©Sammy ©SEGA　©RED　©Sammy

©NHK/うるまでるび

©イメ★チェン/スーパージャム

©NHK/うるまでるび

©イメ★チェン/スーパージャム

©Hiroyuki Ehara
©2004-2007 CYBIRD

©Hiroyuki Ehara
©2004-2007 CYBIRD

©Hiroyuki Ehara
©2004-2007 CYBIRD

©1976,2007 SANRIO CO.,LTD. ©1976,2007 SANRIO CO.,LTD. ©1976,2007 SANRIO CO.,LTD.

©ジェイケン ©ジェイケン ©ジェイケン

株式会社
インデックス

株式会社
カプコン

株式会社
サンリオ

株式会社
ジェイケン

ジグノシステムジャパン
株式会社

美輪明宏麗人だより

美輪明宏の美的恐怖恋愛劇「黒蜥蜴」が華麗なきせ
かえツールで登場！女盗賊「黒蜥蜴」の世にも珍しい
宝石コレクションが、妖しい輝きを放ちます。また、麗し
い日本語による着信通知も魅力です。

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

個別課金

525円（税込）

※別途会員登録（315円/月）

が必要です。

2007年11月（予定）

ウォルト・ディズニー・
ジャパン
株式会社

ディズニー・コーディネート

「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズのきせかえツー
ルが遂に登場！905iの機能を生かした迫力の動画メ
ニューや使う頻度に合わせてメニューの配列が変わる
のでとっても便利♪

315円（税込）

525円（税込）

525円（税込）STAR WARS

ｷｾｶｴxﾃﾞｻﾞｲﾝch

『花キセカエ特集』第２弾として女性向けにFOMA®
905iシリーズ新機能満載のきせかえツールを提供しま
す。メニューの使用数に応じてアイコンが『葉』⇒『つぼ
み』⇒『花』⇒「花全開」と成長します。どんな花が咲く
かはお楽しみに！

315円（税込）

※ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞには
350ポイント

必要となります。

※月額会員となり
315円（税込）で

350ポイント取得

することができます。

STAR WARSから、905i用きせかえツールが登場！
映画の名シーン動画を搭載したきせかえツールで、い
つでもあの感動を体験出来る！！
第一弾は、エピソードⅢよりアナキン VS オビ=ワンの
戦いをお届けいたします。

株式会社
エムツープランニング

株式会社
サミーネットワークス

ｻﾐｰ777ﾀｳﾝ

サミーの人気パチンコ機種「CRサクラ大戦」が遂にき

せかえツールになって登場!!
あなたの携帯を、CRサクラ大戦の多彩な演出と魅力

的なキャラクターで彩ろう!

きせかえチャンネル

時間と連動して様々なアニメが見られる『待受画面』
や、昼夜で全く別のデザインが楽しめ、更にユーザー
の任意でメニュー項目を自由に変更&設定できる『カ

スタマイズメニュー』など、スペシャル仕様にて配信!!

525円（税込）

イメチェン★だいすき・

人気の「きせかえツール」がFOMA®905i シリーズ向
けにも対応。使えば使うほど便利になる機能が追加さ
れてよりグレードアップ！

315円（税込）

210円（税込）

ハローキティ、チャーミーキティ、マイメロディ他、サンリオキャ

ラクターのきせかえツール。第２階層メニューにも対応した

リッチでかわいいコンテンツを提供します。

315円（税込）

905ｉ発売同時

株式会社
サイバード

☆江原啓之☆

株式会社
コトブキソリューション

イメ★チェン

【おしりかじり虫】NHK「みんなのうた」で大人気のおし
りかじり虫（アニメーション：うるまでるび）を題材にした
コンテンツです。着信音はもちろん、ケータイ全部をか
じり虫でそめちゃおう！

315円（税込）

905iシリーズ全機種対応。サイト限定の江原啓之の
画像や動画、キャラクターできせかえでき、携帯をスピ
リチュアルに変身させられます。また、メニュー利用頻
度や電池残量の状態に連動してイラストのバック色や
動きなどが変化し、待ち受けフラッシュ画面では江原
啓之のスピリチュアルメッセージを表示、着信音は江
原啓之のボイスでお知らせします。全第2階層までの
メニューカスタマイズ（入れ替えは一部除く）が可能で
す。

905ｉ発売同時

セットアップ∞Lab

【905iシリーズ専用きせかえツール】を配信いたしま
す。可愛いアリスの世界を再現したキュートなセット。
905i専用の機能を使い、メニューのキノコが選ぶ毎に
大きくなっていきます。

315円（税込）

きせかえｷﾃｨ&ｻﾝﾘｵ

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

フラ×フラ

スタンダードなデザインのきせかえツールから、ちょっ
と変わったきせかえツールを取り扱ってます。”僕のオ

カンのきせかえツール” 903i/904iシリーズで好評発売

中♪”そこらへんのオカンがボールペンで書きました”
という微妙なタッチが意外と好評です。 315円（税込）

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。
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待受画面 メインメニュー 電波マーク・アンテナマーク

きせかえツール（９０５ｉ対応）

画面
価格（税込） サービス開始時期提供企業名 サイト名 概要

©畑健二郎／小学館・三千院家執事部・テ

レビ東京

©畑健二郎／小学館・三千院家執事部・テ

レビ東京

©畑健二郎／小学館・三千院家執事部・テ

レビ東京

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・

ADK
※画像は開発中のものです

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・

ADK
※画像は開発中のものです

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・

ADK
※画像は開発中のものです

©SEGA ©SEGA ©SEGA

©Tezuka Productions ©Tezuka Productions ©Tezuka Productions

©Cheburashka Project/TXBB ©Cheburashka Project/TXBB ©Cheburashka Project/TXBB

©井上雄彦・アイティープランニング

・東映アニメーション

©井上雄彦・アイティープランニング

・東映アニメーション

©井上雄彦・アイティープランニング

・東映アニメーション

©EMA ©DORASU ©EMA ©DORASU ©DORASU

©創通・サンライズ・毎日放送 ©創通・サンライズ・毎日放送 ©創通・サンライズ・毎日放送

©1976,2007 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S8102316

©1976,2007 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S8102316

©1976,2007 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S8102316

©1976,2007 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S8102315

©1976,2007 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S8102315

©1976,2007 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S8102315

株式会社
日本航空

インターナショナル
ＪＡＬ日本航空

東映アニメーション
株式会社

ｽﾗﾑﾀﾞﾝｸ☆ANiMO

まとめて★チェンジ

株式会社
ドラス

３０Φパラダイス

日本エンタープライズ
株式会社

株式会社
小学館ミュージック＆

デジタル
エンタテイメント

ﾊﾔﾃのごとく！
きせかえツール

バンダイネットワークス
株式会社

2007年12月（予定）

2007年11月（予定）

2007年11月（予定）

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時・・キキ＆ララ・・

ファンシーな絵柄が人気のキキ＆ララで着せ替えを楽
しもう！メインメニューでキキ＆ララのアニメーションを
表示。待受画面では、携帯連動フラッシュアニメに対
応し、より沢山のイラストが楽しめます。

525円（税込）

キティ・チャーミー

905iきせかえツールの動画再生機能を使って、メイン
メニューにハローキティのアニメーションをかわいく表
示！待受画面では、携帯連動フラッシュアニメに対応
し、より沢山のイラストを楽しめます。
＊画像は開発中のものですので、変更になる可能性
があります。 525円（税込）

525円（税込）

FOMA®905iシリーズより標準搭載される「きせかえ

ツール」のVIVID UIに対応したコンテンツを配信致し

ます。スタイリッシュなデザインと着うた®コンテンツを

組み合わせたパッケージで、905iを贅沢にカスタマイ
ズ！

315円（税込）/月：

300Point
525円（税込）/月：

550Point
840円（税込）/月：

900Point

Point追加：210円（税込）

/200Point

2007年12月（予定）

JALファン待望のデジタルコンテンツが、きせかえツー

ルで登場！ 新鋭のボーイング787をモチーフにし

た、JALならではのきせかえツールを無料でご提供し
ます。是非ご利用ください！

無料

機動戦士ガンダム

あの話題の新作「機動戦士ガンダム00"ダブルオー"」
モチーフが905i専用で登場！時間や電波･電池状態

で変化するFlash®待受！コクピットタイプのメインメ
ニューでは新着メッセージや不在着信等が分かる便
利モノ！ 905ｉ発売同時

大人気アニメ「ハヤテのごとく！」のきせかえサイトが
登場!!あなたの携帯をナギづくしにしちゃいます！この

サイトだけの限定着ボイスもあるぞ!!

315円/525円
（税込）

2007年11月（予定）
セイコーインスツル

株式会社
クレヨンしんちゃん

クレヨンしんちゃんがキミのケータイに嵐を呼ぶゾ～。
待受画面からメニューまでオラが『ケータイジャック』す
るゾ～。

525円（税込）

905ｉ発売同時

株式会社
セガ

ソニックカフェ

※12/1より
★ぷよぷよ！セガ

株式会社
ティーツーアイ

エンターテイメント
男のきせかえ

vivid_UI活用！905i向け新きせかえツール「tezuka
moderno アトム」が登場！
電池残量によってアトムのパワーが変わる待受画面
や利用頻度によってアトムの行動が変化するメニュー
画面などあなたの気分と気持ちにアトムが応えてくれ
る楽しいきせかえだよ。
（C）Tezuka Productions

個別課金

525円（税込）

/1ダウンロード

現在「ソニックカフェ」内にて大好評配信中の「ぷよぷ
よ！きせかえツール」の905i対応版です。ViVid UI、メ
ニュー第２階層、その他新機能に対応予定です。12月
１日の「★ぷよぷよ！セガ」誕生を記念して、「★ぷよ
ぷよ！セガ」月額会員様に無料でダウンロードして頂
けます。

315円（税込）
（月額会員登録が必要

315円）

2007年12月（予定）

３０Φスロット大集合！いつも光らせたい告知機ファン
垂涎のサイト！忠実再現スロアプリ，告知を楽しむピ
カアプリ，カリスマスロッター参画のＢＢＳｅｔｃ．
９０５ｉではスロ告知をいつも楽しめる着せ替えツール
追加！

315円（税込）

2007年12月（予定）
テレビ東京

ブロードバンド
株式会社

・ｷｾｶｴ・ｷｬﾗﾎﾟｹ・・

ロシアで４０年も愛され続けている不思議な動物「チェ
ブラーシカ」のきせかえツールを配信します。
可愛いチェブラーシカとその仲間たちのオリジナルコ
ンテンツをここでゲットしよう！
※画像は監修中のものです。
実際の画像とは異なる場合がございます。

個別課金

525円（税込）

/1ダウンロード

日本でのバスケットブームの火付け役になった名作
「SLAM DUNK」のきせかえをついに配信!!
更にはココでしか手に入れることが出来ないアニメフ
ラッシュ待受も提供します!!

525円（税込）

2007年12月（予定）
株式会社

寺島情報企画
きせかえちゃん（仮）

パネェ画、ジュエル画、メル画など、「デコメ®」や待受
けで大ヒットしたオリジナル企画から、タレント・キャラ
クターまで幅広い品揃え！

未定

■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】

待受画面 メインメニュー 電波マーク・アンテナマーク

きせかえツール（９０５ｉ対応）

画面
価格（税込） サービス開始時期提供企業名 サイト名 概要

©1976,2007 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S8102315
SANRIO/W・TVO・MMPC

©1976,2007 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S8102315
SANRIO/W・TVO・MMPC

©1976,2007 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S8102315
SANRIO/W・TVO・MMPC

©2007石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©2007石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©2007石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

©Pygos Grp ©Pygos Grp ©Pygos Grp

©2007 SAN-X CO.,LTD.ALL RIGHTS
RESERVED.
Licensed by GREEN CAMEL

©2007 SAN-X CO.,LTD.ALL RIGHTS
RESERVED.
Licensed by GREEN CAMEL

©2007 SAN-X CO.,LTD.ALL RIGHTS
RESERVED.
Licensed by GREEN CAMEL

©2007 SAN-X CO.,LTD.ALL RIGHTS
RESERVED.
Licensed by GREEN CAMEL

©2007 SAN-X CO.,LTD.ALL RIGHTS
RESERVED.
Licensed by GREEN CAMEL

©2007 SAN-X CO.,LTD.ALL RIGHTS
RESERVED.
Licensed by GREEN CAMEL

©2007 LEDRAPLASTIC RUN'A ©2007 LEDRAPLASTIC RUN'A ©2007 LEDRAPLASTIC RUN'A

©PROGRESS / ©Digital Media Factory ©PROGRESS / ©Digital Media Factory ©PROGRESS / ©Digital Media Factory

©YAMASA ©YAMASA ©YAMASA

©YAMAHA MUSIC MEDIA ©YAMAHA MUSIC MEDIA ©YAMAHA MUSIC MEDIA

©2007 Universal Studios. ALL RIGHTS
RESERVED.

©2007 Universal Studios. ALL RIGHTS
RESERVED.

©2007 Universal Studios. ALL RIGHTS
RESERVED.

大好評配信中のきせかえｼﾞｬｲｱﾝﾄﾊﾟﾙｻｰ!!待受け＆ﾒ

ﾆｭｰｱｲｺﾝがVGA対応でさらにかわいくなったｹﾛｯﾄが

縦横無尽に飛び回る!!!
315円（税込）

且つ
個別課金

105円（税込）

現実の撮影では不可能な映像世界を、CG映像により

実現!リアル（現実）のようなCG映像で、携帯電話をカ

スタマイズ!
｢ラグーンを泳ぐイルカ｣｢龍が舞う宇宙｣など、幻想世
界を提供致します。

月額取り放題(一部コンテンツ個別のみ)：525円（税込
み）
個別従量課金：210円/315円/525円（税込み）

©PROGRESS
©Digital Media Factory

525円（税込）

個別課金
210円/315円/
525円（税込）

/ダウンロード

モスクワ、パリ、ロンドン、マドリード、タンジール･･･彼
が記憶を取り戻すとき、 後通告が下される！ユニ
バーサル・ピクチャーズ製作の映画、「ボーン・アル
ティメイタム」の素材を活用し905i新機能を存分に利
用したきせかえツール。

未定

Popteen, egg など人気雑誌のﾓﾃﾞﾙを使った、905i向
けきせかえﾂｰﾙを制作し配信いたします。
人気ﾓﾃﾞﾙの撮りおろし写真・動画で構成する、超ﾘｯﾁ
なきせかえﾂｰﾙ！ 渋谷系GALNo.!ｺﾝﾃﾝﾂです。

315円/525円（税込）

ユニバーサル・
ピクチャーズ・ジャパン

有限会社
ﾕﾆﾊﾞｻｰﾙ･ﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ

バンダイネットワークス
株式会社

山佐
株式会社

山佐ｽﾛﾜｰﾙﾄﾞｉ

株式会社
ヤマハミュージック

メディア
GAL800%ﾒﾛﾗﾊﾞ☆ｳﾀﾌﾙ

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

株式会社
プログレス

CGきせかえ放題・・

2007年12月（予定）

2007年11月（予定）

今までのきえかえツールの常識を打ち破る！
ハイスペック・ハイクオリティきえかえツールサイト！
あの有名キャラクターから新進気鋭のクリエイター・ア
ニマル・キラキラ☆・エンタメまで、豊富なラインナップ
が目白押し♪

個別課金
525円/315円
/210円（税込）

/ダウンロード

プライムワークス
株式会社

カスタモ for ・ ・

315円（税込）

・ﾄﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱ・ｶｽﾀﾑ

・ドル・プレミア・カスタムでは、人気グラビアアイドルの

きせかえツールを多数配信しております。905iシリー
ズの発売に合わせ、アイドルの動画を使用した素材の
配信を開始致します。

315円（税込）

株式会社
フィールドシステム

遊iデザイン

ViViD UIの特徴である“ならびかえ”機能を使った作品
です。
メニュー項目の使用履歴を元に前回使った項目が自
動的に全面に表示されるデザインを採用し、シンプル
な中にセンスの光る作品になっています。

株式会社
フォーサイド・ドット・コム

girls・ﾄﾞﾚｯｻｰ・

girls・ﾄﾞﾚｯｻｰ・では、女性に人気の素材を多数配信し

ております。905iシリーズの発売に合わせ、設定個所
の幅を広げ、本格的なきせかえツールをご利用するこ
とができます。

525円（税込）

まめゴマの癒しの動きを各アニメで表現。人気のモ
チーフでまるごと着せ替えよう！

525円（税込）ぜ～んぶ♪まめゴマ

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

905ｉ発売同時

ﾓﾉｸﾛﾌﾞｰ♪いっぱい

モノクロのシンプルなデザインが男女問わず大人気。
あらゆる箇所をモノクロブーでいっぱいにして。

525円（税込）

ＰＩＮＧＵ

キュートなPINGUであなたのケータイを着せ替え！時
間帯で変化する待受画像もとってもデザインが豊富。

525円（税込）

マイメロデｲ/クロミ

きせかえｷｬﾗっぱ・

仮面ライダー電王、エヴァンゲリオン、ウルトラマン、ダ
ヤン、パンダーゼット、３２６、コードギアス、ビックリマ
ン、Pampered Girls、アランジアランゾなど多数のキャ

ラクターが905iに対応！より表現力豊かにケータイを
着せ替えます。 525円（税込）

マイメロディとクロミの様々なデザインがいっぱい。カ
レンダーなど便利機能がついた待受画面フラッシュや
凝ったつくりのメインメニューを多数ご用意！

525円（税込） 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。
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