【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】

iウィジェット®
情報サービス提供者

アプリ名（タイトル名）

サイト名（メニュー名）

概要（100字程度）

月額使用料（税込）

サービス開始時期

どこでもプチ★テニ
ウィジェット

いつでもテニス

無料でいつでも、どこでも、プチ★テニを楽し
もう！
待ち受けからすぐに楽しめるので、簡単に気
軽に２Ｄテニスを楽しむことができるぞ！

無料

2008年12月（予定）

株式会社
Contents Creation

美少女ﾂｷﾁｪｯｶｰ

株式会社
ｅｐｉｃｓ/ＮＩＡ Ｐ.

株式会社
fonfun

株式会社
jig.jp

住人ごっち～ズ

サッカー試合速報

麻雀でいこう！

住人ごっち～ズ

ｻｯｶｰｷﾝｸﾞ

麻雀でいこう！に登場する美少女キャラク
ターたちが、今日のツキをチェック！
今日のツキ具合を麻雀役をからめてチェック
してくれるぞ！
今日のツキをチェックした後は、月額登録し
て麻雀対局を楽しもう！

あの「たまごっち」がｉウィジェット®にも登場！
アナタのアドレス帳に登録されているトモダチ
が「たまごっち」になってケータイの中で生活
するアプリだよ。彼氏や彼女、先生や上司を
ケータイ住人にしちゃお。

Ｊリーグや日本代表戦はもちろん、欧州など
の主要海外リーグの試合スケジュールや試
合結果をリアルタイムでお届け。サッカーファ
ンにはたまらない情報が常にアナタの携帯
に！

無料

315円（税込）

210円（税込）

画面

©Contents Creation

©Contents Creation

©Contents Creation

©Contents Creation

© BANDAI・WiZ 2008
Source code © NIA P. 2008

© BANDAI・WiZ 2008
Source code © NIA P. 2008

©DataStadium / STATS /
StatsStadium / fonfun

©DataStadium / STATS /
StatsStadium / fonfun

©ASOBIMO,Inc

©ASOBIMO,Inc

©ASOBIMO,Inc

©ASOBIMO,Inc

©黒はむ/ASOBIMO,Inc

©黒はむ/ASOBIMO,Inc

本発表端末発売同時

本発表端末発売同時

本発表端末発売同時

jig付箋ﾒﾓｳｨｼﾞｪｯﾄ

jigデスクトップ

ｊｉｇ付箋メモがウィジェットに対応！
テキストメモ、画像メモをササっと登録・確認
でケータイでメモをもっと便利に！！

無料

2009年1月以降（予定）

アニフルウィジェット

ｱﾆﾒﾌﾙﾁｬﾝﾈﾙ

アニメフルチャンネルの新着情報やランキング
などのサイト情報に加え、アニメニュースなど
の情報を毎日更新！

無料

2008年11月（予定）

アーティストビデオｇｏｏの新着情報や
ｱｰﾃｨｽﾄﾋﾞﾃﾞｵgoo 着モーション®ランキングなどのサイト情報を
配信。

無料

2008年11月（予定）

NTTレゾナント
株式会社

音楽情報ウィジェット

ｲﾙｰﾅ戦記Mini

ｲﾙｰﾅ戦記Online

315円/420円/525円
（税込）
チャットしながら狩りできるフルポリゴン３ＤＭ
ＭＯＲＰＧイルーナ戦記Ｏｎｌｉｎｅ専用の
月額有料登録をした
ｉウィジェット®が登場！
会員様のみ個別課金
サーバーの混雑状況や自分の島の訪問者
を利用可能。
状況をいつでもどこでも簡単に確認できる
個別課金
ぞ！
105円/525円
（税込）

本発表端末発売同時

525円（税込）
アソビモ
株式会社

セブンソード

のんびり谷の黒雲Mini

ｾﾌﾞﾝｿｰﾄﾞ

のんびりｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ

現在開発中のセブンソードと連動する
「ｉウィジェット®」ミニアプリです。
セブンソード内の様々な情報を閲覧する事
ができます。

個別課金
525円
1,050円
2,100円
（税込）

210円/525円
（税込）
のんびりオンラインゲームで提供されるメガｉア
プリ「のんびり谷の黒雲Ｓ」の競売情報や部
月額有料登録をした
屋の訪問者を確認できる
会員様のみ個別課金
ｉウィジェット®だよ！
を利用可能。
いつでもかんたんに確認できるから、どんどん
個別課金
使ってね！
105円/525円
（税込）

■情報サービス提供者：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」「月額使用料（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。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。

未定

2009年1月以降（予定）

【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】

iウィジェット®
情報サービス提供者

株式会社
アドバンスト・メディア

株式会社
アルタビスタライズ

株式会社
インデックス

株式会社
インフォコム東日本

アプリ名（タイトル名）

サボテン生活

聖魔剣物語第１章

恋愛の神様ﾀﾛｯﾄ占い

株価アプリ

くにおくん時計ウィジェット

サイト名（メニュー名）

概要（100字程度）

月額使用料（税込）

サービス開始時期

声ちぇき！

話かけてサボテンを育てる「サボテン生活」
ｉウィジェット®で登場
毎日話しかけてサボテンを育てよう！
話しかける内容によって、いろんなサボテンに
育つよ♪

105円（税込）

2008年12月(予定)

英語の達人

恋愛の神様DX

リアルタイム株価

熱血硬派くにお君

秩序を正義とするライトサイドと混沌が支配
するダークサイドのあくなき戦いが続く世界。
そんななか冒険者たちは紫のオーブの発見
より運命が大きく変わって行く…
３Ｄ視点を採用した本格的ＲＰＧを
ｉウィジェット®で実現。ワンタッチ切り替えで
全ての会話を英語に切り替えられ、よりゲー
ムの雰囲気がアップします。

『恋愛の神様ＤＸ』がお届けする「恋愛の神
様タロット占い」は、タロット占いと待受け画
面設定がリンクして楽しめる、かわいくて楽し
いオリジナルウィジェット！その日のあなたの
運勢をいつでも、どこでも簡単に占うことがで
きます。

国内主要株価指数が１分間隔の自動更
新で御覧になれます。２０分遅延ながら、日
経平均株価（日経２２５）、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）、ヘラクレス指数のチャートでその
日の相場状況が瞬時にチェックできます。

294円（税込）

157円（税込）

無料

熱血硬派くにおくんの世界観を利用した時
525円（税込）
計の「ｉウィジェット®」を提供致します。メー
月額525円コース以
上に登録されている
ル受信時には懐かしのゲーム画面が再現さ
方が対象となります。
れます。

画面

©Advanced Media, Inc.

©Advanced Media, Inc.

©ALTAVISTA,©SUEHIRO

©ALTAVISTA,©SUEHIRO

©インデックス
原稿提供元
©アカデメイア

©インデックス
原稿提供元
©アカデメイア

Copyright © 2008 All Rights
Reserved. INFOCOM EAST
JAPAN CORPORATION.

Copyright © 2008 All Rights
Reserved. INFOCOM EAST
JAPAN CORPORATION.

本発表端末発売同時

本発表端末発売同時

本発表端末発売同時

本発表端末発売同時

©WebDoJapan ©ミリオン

株式会社
ウェブドゥジャパン

生理予測アプリ

ｾｼﾙﾏｸﾋﾞｰ

株式会社
エーディーアンドディー

無料☆映画ナビ

music.jp（仮）

健康☆カラダ美人

小悪魔きせかえ

無料ｴﾝﾀﾅﾋﾞ

生理期間や排卵日など、女性がもっとも気
になる‘カラダのリズム’を予測し、かわいいアイ
コンで表示された、あなただけ
’生理予測カレンダー’をｉウィジェット®でより
便利にお使いいただけます。

315円（税込）

2008年12月（予定）

大人気ブランドのセシルマクビーから小悪
魔きせかえ限定でｉウィジェット®が登場
おしゃれなあなたにぴったりな時計とスケ
ジュール帳をさっそくＧＥＴ

315円（税込）

本発表端末発売同時

人気映画ランキングや最新映画ＣＭ動画・
セレブ・芸能人のエンタメニュースなど全て無
料！映画上映時間スケジュールと連携し、
最新情報を素早くＧＥＴ！

無料

本発表端末発売同時

music.jpフル 他

「music.jp」配信中の着うたフル®、着うた
®、着メロの最新ランキングほか、
「music.jp」おすすめの先行配信曲・最新
曲や話題のアーティスト情報をご提供い
たします。
※サービス内容につきましては変更する
場合がございます。

無料

未定

お天気予報

登録地域の「雨レーダー」と「天気」をいつで
もチェック！！
６時間先までの雨雲の動きをアニメーション
で確認できるため、急な雨に困ることがあり
ません！！
毎日の通勤・通学に便利な「今日・明日の
気温」、「降水確率」も確認できます♪

無料
（一部機能は
105円(税込)）

2008年12月（予定）

株式会社
エムティーアイ

ウィジェット雨レーダー

■情報サービス提供者：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」「月額使用料（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。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。

©2008 Web Do Japan

©2008 Web Do Japan

©AD&D

©AD&D

【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】

iウィジェット®
情報サービス提供者

アプリ名（タイトル名）

サイト名（メニュー名）

概要（100字程度）

月額使用料（税込）

入力した生理日データに基づいて、次の生
理日・排卵日・お肌指数・ダイエット効果指
189円（税込）
ルナルナ★女性の医学 数の情報表示に加え、妊娠可能性をアイコ ※ビジターは試用期
ン表示します。生理日も入力／修正でき、 間等の制限あり。
利便性もバツグンです。

2008年11月（予定）

kabu.com証券

各種指数、投資情報や株式関連ニュース
等を表示し、自動配信するツールです（無
料）。オリジナルの投資情報「投資情報局」
やマネー占いなどをカンタンにチェックでき、お
取引画面へのアクセスもスムーズです。

無料

2008年11月（予定）

愛ナビ・ウィジェット

愛ナビ恋天使

４タイプのキャラクターが、毎日の運勢はもち
ろん、その結果に応じた励ましメッセージを１
対１でお伝え致します。あなたが毎日励まし
てほしいと感じるのは誰？ウィジェットだから、
ケータイを開けばずっと一緒！

無料

2008年12月（予定）

株式会社
交通新聞社

電光掲示発車案内

ぴたのり

駅の電光掲示板があなたのケータイに！時
刻表や運行情報をスマートにチェックできま
す。４駅まで登録可能なので、通勤・通学
の行きにも帰りにも大活躍。時間別の優先
表示設定も便利です。無料お試しもアリ！

157円（税込）

本発表端末発売同時

株式会社
コナミデジタル
エンタテインメント

e-AMUSEMENT NEWS

コナミネットDX

麻雀格闘倶楽部やＢＥＭＡＮＩシリーズをは
じめとするＫＯＮＡＭＩの人気アーケードゲー
ムと連動したｅ－ＡＭＵＳＥＭＥＮＴの最新
情報をあなたの携帯にお届け！

315円（税込）

2009年1月以降（予定）

株式会社
エムティーアイ

生理予報（仮）

カブドットコム証券
株式会社

kabuウィジェット

株式会社
ケイブ

画面

サービス開始時期

©2008 Konami Digital
Entertainment

江原啓之
ことたまウィジェット

☆江原啓之☆

ことたまウィジェットをダウンロードし携帯電話
の画面で貼付設定すると、江原啓之のキャ
ラクターが登場し、あなたに日常生活や人
生で役立つメッセージを伝えてくれます、また
タイムリーにサイトの更新情報もお知らせし
ます。

個別課金
105円（税込）

2008年12月（予定）

株式会社
サイバード

鏡リュウジ★今日の運勢

株式会社
サイバード

サン電子
株式会社

株式会社
セガ

メッセンジャーどこでも窓

上海ウィジェット

サカぷよWdgt

★鏡リュウジ★

鏡リュウジが太陽１２星座別に毎日の運勢
をお届けします。ラッキーデーには特別なアニ
メーションを表示しワクワク感を楽しめます。
また、実際の運行と連動した月の満ち欠け
を表示。端末を開くたびに、星空と星占いの
世界が広がります。

無料で楽しめるアバターメッセンジャーアプリ
「似顔絵メッセンジャー」の友達のオンライン
似顔絵ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ 状況がいつでもチェックできるよ！窓の向こう
から今日は誰が覗いているかな？もちろん
無料で使えるよ！

上海パズル

サカつくMOBILE

使って遊べるミニアプリ♪上海ウィジェットで
は、あなたのケータイ画面上で ［上海パズ
ルゲーム・麻雀占い・麻雀牌時計］ の３つ
のモードをお手軽に楽しむことができます。サ
クっと遊べる本格ミニゲームです！

セガの携帯コンテンツで大人気の「ぷよぷよ」
と「サカつく」が夢のコラボレーション！！
ゲームシステムは「ぷよぷよ」そのままで、サカ
つくテイストに大変身！！

■情報サービス提供者：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」「月額使用料（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。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。

210円（税込）

無料

315円(税込）

525円（税込）

©Hiroyuki Ehara/ © 2004-2008
CYBIRD

©Hiroyuki Ehara/ © 2004-2009
CYBIRD

©1999-2008 CYBIRD

©1999-2009 CYBIRD

©2008 CYBIRD

©2008 CYBIRD

©SUNSOFT

©SUNSOFT

2008年12月（予定）

2008年12月（予定）

未定

本発表端末発売同時

【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】

iウィジェット®
情報サービス提供者

アプリ名（タイトル名）

サイト名（メニュー名）

概要（100字程度）

月額使用料（税込）

サービス開始時期

ｻｸﾗｳｨｼﾞｪｯﾄ

サクラ大戦ケイタイクラブ

人気ゲーム「サクラ大戦」のｉウィジェット®が
登場！時計やメモとして使えるバナータイプ
のウィジェットです。ぺたぺた貼り付けてケータ
イ画面をさくらさんたちで飾っちゃおう！

315円（税込）

本発表端末発売同時

株式会社
セガ

ぷよぷよ！ウィジェット

株式会社
ゼンリンデータコム

株式会社
タイトー

地図アプリ

インベーダークリック・ミニ

クターのラーメンタイマー

★ぷよぷよ！セガ

ゼンﾘン地図+ナビ

インベーダーでＧＯ！

どこでもクター

ご存知『ぷよぷよ』がｉウィジェット®に！
いつでもどこでも、カンタンルールの「ひとりで
ぷよぷよ」を楽しめます。
貼り付け状態では基本の連鎖から大連鎖
まで、いろんな連鎖のデモが見られるよ！

時計が時を刻むように、常に今いる場所を
住所で知らせる。さらにフリーワード入力す
れば、知りたい場所の地図を簡単に探せ
る。
回転する地球を眺めながら、実用的に役立
つのが地図アプリウィジェットです。

あのスペースインベーダーが１キーゲームに
なってｉウィジェット®に登場！
連打で地球を守れ！ゲーム終了時には成
績によって称号が表示されるぞ！
最高ランクの称号を目指して頑張れ！

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

もう誰一人のばさない！世界初（？）未来
315円（税込）
型ラーメンタイマー登場！出来上がりの麺の
・
固さを選べるフレキシブル麺セレクト機能搭
無料
載。タイマーだけじゃない！待ち時間にゲー （一部機能制限あり）
ムもできておいしく食べられるぞ！

株式会社
ドワンゴ
・
株式会社
チュンソフト

株式会社
ナビタイムジャパン

©SEGA ©RED

©SEGA

©SEGA

©ZENRIN DataCom CO.,LTD.

© ZENRIN DataCom CO.,LTD.

©TAITO CORP.1978,2008

©TAITO CORP.2008

本発表端末発売同時

2009年1月以降（予定）

本発表端末発売同時

©D3 PUBLISHER ©GIGA-RENSYA ©D3 PUBLISHER ©GIGA-RENSYA

マイ★アイドル
占いウォッチ

株式会社
ティンマシン

©SEGA ©RED

2008年11月（予定）

株式会社
ディースリー・
パブリッシャー

株式会社
ディーピー

画面

新・吉宗時計
モバジェット

危険なマイ★アイドル

大都吉宗CITY

エヴァ・ウォッチ＆タイマー ｴｳﾞｧ＆GAINAXｹﾞｰﾑ

風来のシレンPlatina2

NAVITIME

風来のシレンDX

NAVITIME

アイドルと危険な恋が楽しめる「危険なマイ
★アイドル」から、とっても可愛い時計ウィ
ジェットが登場！おはようからおやすみまで、
315円（税込）
貴女の２４時間をアイドル達がしっかりサ
・
無料
ポート。時間によって変化する挨拶を楽しん
（一部機能制限あり）
で♪
毎日楽しめる占い機能も付いてます★

大都技研のパチスロ機「新・吉宗」の人気
キャラクターを使い、待受画面上で「大都吉
宗ＣＩＴＹ」の新着情報確認および機能的な
デジタル時計表示や運試しゲームが同時に
楽しめるサービスです。

新世紀エヴァンゲリオンのｉウィジェット®用ア
プリが情報料無料で登場！
メールの着信を教えてくれるデジタル時計や
日常生活に便利なタイマー機能を搭載。

ダンジョン内で倒れたプレイヤーを他のプレイ
ヤーが救助に向かうことができる「風来救助
隊」が、「ウィッジェット機能」に対応。ゲーム
アプリを起動していなくても自動的に救助完
了が届く、完了情報が届いたら直ぐゲーム
復活を行える、といった「より手軽に！よりス
ピーディに！」ご利用できます。

ＮＡＶＩＴＩＭＥウィジェットを起動するだけで、
ＧＰＳ測位によって今いる場所周辺のコンビ
ニ、グルメ店舗、銀行や駅などの場所を素
早く簡単に探し出せることができます。
探し出したスポットはレーダーに表示され、
今いる場所からの距離や位置関係を確認
できるだけでなく、ｉアプリ®と連携して地図を
見たりナビをすることもできます。
※ｉアプリと連携してのナビゲーションは会員
登録が必要です。

■情報サービス提供者：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」「月額使用料（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。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。

315円（税込）

無料

315円（税込）

無料

本発表端末発売同時

©D3 PUBLISHER ©Xcraft

©D3 PUBLISHER ©Xcraft

©DAITO GIKEN, INC. /©DP

©DAITO GIKEN, INC. /©DP

©GAINAX・カラー/Project Eva.

©GAINAX・カラー/Project Eva.

©CHUNSOFT/すぎやまこういち

©CHUNSOFT/すぎやまこういち

©NAVITIME JAPAN

©NAVITIME JAPAN

2009年1月以降（予定）

本発表端末発売同時

2008年12月（予定）

本発表端末発売同時

【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】

iウィジェット®
情報サービス提供者

アプリ名（タイトル名）

サイト名（メニュー名）

概要（100字程度）

月額使用料（税込）

サービス開始時期

無料

2008年12月（予定）

株式会社
日本航空
インターナショナル

JAL☆便利ツール

JAL日本航空

セレクテッド画面では、世界主要都市の現
在時刻を設定できるＪＡＬオリジナルデザイン
の世界時計を表示。フルアプリ画面では、
国内線予約の検索画面に切り替わり、ケー
タイ端末からカンタンに航空券の空席照会・
予約が可能。その他、ＪＡＬのキャンペーン
情報配信など、お楽しみコンテンツも検討
中！

日本放送協会

NHK時計

NHKケータイ

テレビ放送で長年、時刻を表示してきたあ
の「ＮＨＫ時計」を、ｉウィジェット®向けに提
供。みなさまの端末でレトロテイストなデザイ
ンの時計機能をお楽しみいただけます。

無料

本発表端末発売同時

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾄｸする

マクドナルドから「おすすめ情報」が更新され
ると、アイコンが回転してお知らせするウィ
ジェットアプリを配信！
ウィジェットアプリからおすすめ情報を確認♪
したり、”もっと詳しくボタン”を押すと、お店で
使える割引クーポン「かざすクーポンアプリ」
が起動するので、マクドナルドの店頭にある
読み取り機にかざしてください。（対応地域
は拡大中）

無料

本発表端末発売同時

日本マクドナルド
株式会社

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾄｸするｱﾌﾟﾘ

Super
ｶﾞﾁｬﾋﾟﾝ☆ﾎﾞﾝﾊﾞｰﾏﾝ

株式会社
ハドソン

シムシティfrontier

麻雀コロシアム

THE ツンデレ美少女
ウィジェット（仮）

大人気キャラクター「ガチャピン」と「ボンバー
マン」が新たな冒険にチャレンジ！
個性的なステージから待望の「ムック」と「ボ
着☆あぷ♪ﾎﾞﾝﾊﾞｰﾏﾝ
ンバーマン」の合体も実現！？
さらにｉウィジェット®を使って、ここだけのミニ
ゲームを遊ぶこともできちゃうよ。

iシムシティ

シムシティに新作が登場！
ユーザー同士がネットワークでつながり、形
成されるエリアを発展させていこう！
高低差の実装や環境問題に焦点をあてた
要素も満載！
ｉウィジェット®を使って自分のエリア情報やイ
ベントをいつでも確認できるぞ！

315円（税込）

210円（税込）
＋ポイント課金
315円
（税込）

着☆あぷ♪に本格思考麻雀が登場！！
ゲーム画面は牌を大きく描画し、見やすさを
追求！モードは「ステージモード」や「ＣＰＵ
着☆あぷ♪ﾎﾞﾝﾊﾞｰﾏﾝ 対戦モード」など、４つ搭載！！
さらに「ウィジェット」機能を用いて自分のス
テータス確認や、ミニゲーム［雀牌パズル］が
遊べます！

SIMPLE100ｼﾘｰｽﾞ

ツンデレ美少女がウィジェットになって登
場！
ついアプリの起動を忘れて、リナのゴキ
ゲンを損ねていたアナタもウィジェットな
らいつでも一緒。アプリに即アクセスでき
たり、「ＳＩＭＰＬＥ１００」の更新情報を「プ
チリナ」がお知らせします！

Hello Kitty
×
ALBA ROSA

ハローキティとチャーミーキティの可愛く便利
なウィジェットを配信します。ダウンロード数
制限はありません。毎月ウィジェットの世界
ｷﾃｨ/ﾁｬｰﾐｰｳｨｼﾞｪｯﾄ
観に合う変更パーツ画像を追加していきま
すので、多種多様なデザインをお楽しみいた
だけます。

girlsﾄﾞﾚｯｻｰ

Ｈｅｌｌｏ ＫｉｔｔｙとＡＬＢＡ ＲＯＳＡがコラボした
ｉウィジェット®用ミニアプリが登場！！Ｋｉｔｔｙ
と一緒にスケジュールをチェックしちゃおう♪

Ｈｅｌｌｏ ＫｉｔｔｙとＡＬＢＡ ＲＯＳＡがコラボした
ｷﾃｨ×ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾗ ｉウィジェット®用ミニアプリが登場！！Ｋｉｔｔｙ
と一緒にスケジュールをチェックしちゃおう♪

■情報サービス提供者：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」「月額使用料（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。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。

©2008 McDonald's

©FUJITV KIDS / ©HUDSON
SOFT

©FUJITV KIDS / ©HUDSON
SOFT

2008年12月（予定）
©HUDSON SOFT
©2008 Electronic Arts Inc.
SimCity,Electronic Arts,EA logo
are trademarks or registered
trademarks of Electronic Arts
Inc.All rights reserved.

315円（税込）

105円（税込）

2008年12月（予定）

210円（税込）

©HUDSON SOFT

©HUDSON SOFT

©BANDAI NETWORKS/©D3
PUBLISHER 2008
©Sonic Powered Co.,LTD.

©BANDAI NETWORKS/©D3
PUBLISHER 2008
©Sonic Powered Co.,LTD.

©1976,2008 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S9102723

©2004,2008 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL NO.S9102723

2008年11月（予定）

2008年12月（予定）

315円
525円
1,680円
（税込）

2008年12月（予定）

315円/525円
（税込）

2008年12月（予定）

株式会社
フォーサイド・ドット・コム

Hello Kitty
×
ALBA ROSA

©2008 McDonald's

2008年12月（予定）

バンダイネットワークス
株式会社
・キティとチャーミーの
マンスリー・
カレンダー
・キティとチャーミーの
アナログ・クロック
・キティとチャーミーの
計算機

画面

【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】

iウィジェット®
情報サービス提供者

アプリ名（タイトル名）

サイト名（メニュー名）

概要（100字程度）

月額使用料（税込）

サービス開始時期

株式会社
フォーサイド・ドット・コム

Hello Kitty
×
ALBA ROSA

ﾗﾌﾞﾒﾙMODE

Ｈｅｌｌｏ ＫｉｔｔｙとＡＬＢＡ ＲＯＳＡがコラボした
ｉウィジェット®用ミニアプリが登場！！Ｋｉｔｔｙ
と一緒にスケジュールをチェックしちゃおう♪

105円
315円
1,050円
（税込）

2008年12月（予定）

Rody時計

カスタモ for 

大人気の「Ｒｏｄｙ」の時計が登場！イラスト
にはない質感のＲｏｄｙのアナログ時計で、待
受画面をほんわかさせちゃおう！

個別課金
105円（税込）

本発表端末発売同時

画面

© 2008 LEDRAPLASTIC RUN'A

プライムワークス
株式会社

エド・エンバリー時計

カスタモ for 

「エド・エンバリー」の独特のタッチを、時計の
ウィジェットで提供します。絵本の世界を、
携帯の時計にして楽しもう！

個別課金
105円（税込）

本発表端末発売同時

© 2008 EE/IP
Licensed by PLAZASTYLE.

エルマー時計

カスタモ for 

人気の「ぞうのエルマー」から、時計のウィ
ジェットを配信します。カラフルなエルマーの
世界が携帯ウィジェットの世界でも再現され
ます。

個別課金
105円（税込）

本発表端末発売同時

© 2008 David McKee
Licensed by PLAZASTYLE.

株式会社
毎日新聞社

ニュースウィジェット

株式会社
モブキャスト

トレジャー×ハンターズ

株式会社
ユーマインド

キモチpod

楽天オークション
株式会社

ワンナップゲームズ
株式会社

楽オク☆アプリ

タワーブロックスMini

「毎日新聞・スポニチ」に掲載している政
治・経済・国際・社会・スポーツ・エンタメの
最新ニュースをいち早くお届け。「今」注目の
話題をすぐにチェックできます。

無料
※一部有料
105円（税込）

本発表端末発売同時

探索とキャンプを繰り返して行い、宝物（トレ
ジャー）をゲットしていくゲームです。探索の
結果は時間や、ＧＰＳによる位置情報の変
動によって変化します。隊員が罠や仕掛け
ウリキリアリmobGame
に遭遇したり、お宝を発見すると画面にアイ
コンが表示されるのでアプリをセレクテッド（操
作モード）状態にして適切な指示を送りま
しょう。

315円（税込）
または
個別課金
105円（税込）

2008年11月（予定）

キモチｐｏｄは、移り気なお知らせ用
ｉウィジェット®。爆発したり、増えたり、捕ま
えたりする、ファニーなサイト情報をお届け。
ハートの中のアイコンが新着コンテンツのほ
か、爆弾やめったにいない未確認生物に！

315円（税込）

2008年11月（予定）

毎日新聞･ｽﾎﾟﾆﾁ

最強ﾃﾞｺｱﾆ

楽オク

出品、入札、ウォッチリスト登録中の商品を
かんたんにチェック。楽オクからのおすすめ情
報も見れるよ。プリインストールなのでダウン
ロード不要。今すぐ楽オク☆アプリを使ってみ
よう！

超人気ワンボタンゲーム「タワーブロックス」
が、いつでもプレイ可能のちょいヒマに便利な
アプリ！
ﾜﾝﾎﾞﾀﾝﾀﾜｰﾌﾞﾛｯｸｽ
起動中は、「ワンボタンタワーブロックス」サ
イトへ即座にアクセスできるショートカット機
能も付いています！

■情報サービス提供者：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」「月額使用料（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。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。

無料

本発表端末発売同時

315円（税込）

本発表端末発売同時

©YouMind

©YouMind

©2007 Digital Chocolate, Inc. All
Rights Reserved.
©2008 ONEUPGAMES Inc.

©2007 Digital Chocolate, Inc. All
Rights Reserved.
©2008 ONEUPGAMES Inc.

【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】

iウィジェット®
情報サービス提供者

株式会社
インフォコム東日本

(プリインストールウィジェットアプリ／全機種搭載（ドコモ））
アプリ名（タイトル名）

概要

株価アプリ

国内主要株価指数が１分間隔の自動更新で御
覧になれます。２０分遅延ながら、日経平均株
価（日経２２５）、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ヘラ
クレス指数のチャートでその日の相場状況が瞬
時にチェックできます。

画面イメージ

ウ_21_1
Copyright © 2008 INFOCOM
EAST JAPAN CORP. All rights
reserved

グーグル株式会社

Googleモバイル

Web検索機能が利用できるアプリです。過去に
入力した検索ワードや、トレンド急上昇中のワー
ドの入力もできます。また、Gmail、乗換案内、
PicasaなどのGoogleサービスを呼び出すことが
できます。

株式会社
ゼンリンデータコム

地図アプリ
（※１）

時計が時を刻むように、常に今いる場所を住所
で知らせる。さらにフリーワード入力すれば、知
りたい場所の地図を簡単に探せる。
回転する地球を眺めながら、実用的に役立つの
がiウィジェット®版地図アプリです。

ウ_39_1

©ZENRIN DataCom CO.,LTD.

日本マクドナルド
株式会社

マクドナルドから「おすすめ情報」が更新される
と、看板が回転してお知らせするウィジェットア
プリを配信！
ウィジェットアプリからおすすめ情報を確認♪し
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾄｸするｱﾌﾟﾘ
たり、”もっと詳しくボタン”を押すと、お店で使え
る割引クーポン「かざすクーポンアプリ」が起動
するので、マクドナルドの店頭にある読み取り機
にかざしてください。（対応地域は拡大中）

ウ_61_1

©2008 McDonald's

楽天オークション
株式会社

楽オク☆アプリ

出品、入札、ウォッチリスト登録中の商品をかん
たんにチェック。楽オクからのおすすめ情報もみ
れるよ。プリインストールなのでダウンロード不
要。今すぐ楽オク☆アプリを使ってみよう！

ウ_53_1
コピーライトがあればこちらに記載
願います。

株式会社
エヌ・ティ・ティ・ドコモ

iWウォッチ

iウィジェット上でグラフィカルな時計を楽しむこと
ができるウィジェットアプリです。5種類のデザイ
ンと、各デザイン3色の計15種類の組み合わせ
から、お好みの時計を選ぶことができます。

株式会社
エヌ・ティ・ティ・ドコモ

Start! iウィジェット

iウィジェットの使い方をムービーで見ることがで
きるウィジェットアプリです。また、iモードに接続
して新しいウィジェットアプリをダウンロードでき
るサイトへ簡単にアクセスすることもできます。

■（※１）地図アプリウィジェットは、N-04Aにはプリインストールされません。
■情報サービス提供者：５０音順（敬称略）
■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。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。

ウ_21_2
Copyright © 2008 INFOCOM
EAST JAPAN CORP. All rights
reserved

ウ_39_2

© ZENRIN DataCom CO.,LTD.

ウ_61_2

©2008 McDonald's

【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】

iウィジェット® (プリインストールウィジェットアプリ／機種別搭載（メーカー））
機種名

アプリ名（タイトル名）

F-01A
F-03A

歩数や消費カロリーなどの情報をすぐに確認す
ることができます。また、iアプリと連携すると、歩
ウォーキングチェッカー 数データをメールで自動送信したり、歩数によっ
て得たポイントで観賞魚やアイテムなどを購入し
てレイアウトするアクアリウムも楽しめます。

N-01A
N-02A
N-04A

手軽に付箋形式のメモを貼り付けることができ
るウィジェットアプリです。メモは最大50件まで保
存することができます。画面のデザインは3種類
あり、各種画面を一括で変更することが可能で
す。

付箋アプリ

画面イメージ

概要

©Primeworks

時刻表ウィジェット

時刻表をダウンロードし、列車の発車時刻まで
分／秒単位でカウントダウン表示するウィジェッ
トアプリです。
発車時刻のアラーム通知可能なスケジュール
登録機能もあります。時刻表はメニューから更
新でき、さらに、GPS機能を利用して最寄り駅を
探せます。
Powered by JRトラベルナビゲータ Powered by JRトラベルナビゲータ

P-01A
P-02A

ファミリー伝言板

ファミリー伝言板はメモやスケジュールを家族や
友達と手軽に共有できるアプリです。ユーザ登
録してグループに参加すると入力したメモやス
ケジュールが同じグループにいるユーザどうし
で共有できます。また、対応するテレビを使って
グループのメモやスケジュールを確認すること
ができます。
©Panasonic Mobile
Communications Co.,Ltd.

P-01A

©Primeworks

ぷよぷよ!ウィジェット

ｉウィジェット上で起動できるウィジェットアプリで
す。個別表示では、上から落ちてくる「ぷよ」を4
つつなげて消す、簡単落ち物パズル「ぷよぷよ」
を遊べます。一覧表示では、連鎖の組みかたの
基本がわかるオートデモが再生されます。

■機種名：英語表記順
■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。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。

©Panasonic Mobile
Communications Co.,Ltd.

