
iアプリ®オンライン

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

©Contents Creation

©Contents Creation ©Contents Creation

©満田拓也・小学館/NHK・NEP・
ShoPro

©満田拓也・小学館/NHK・NEP・
ShoPro

©ASOBIMO,Inc ©ASOBIMO,Inc

©ASOBIMO,Inc ©ASOBIMO,Inc

©黒はむ/ASOBIMO,Inc ©黒はむ/ASOBIMO,Inc

©WINLIGHT ©WINLIGHT

©WINLIGHT ©WINLIGHT

©WINLIGHT ©WINLIGHT

株式会社

ウインライト

雀ナビ四人麻雀

HiSpeed
雀ﾅﾋﾞ四人麻雀ｵﾝﾗｲﾝ

2008年11月（予定）

315円（税込） 2008年11月（予定）

ｵﾝﾗｲﾝ対戦ｸｲｽﾞ
ばと☆ぷり

萌きゅあっと
315円（税込）

早押しで答えて先制攻撃！！クイズにバ
トル要素が加わった新感覚萌えオンライ
ンクイズバトル、それが「ばと☆ぷり」！
アニメ・ゲーム・特撮など一風変わった問
題が１０，０００問以上！正解を続けると
自慢のプリンセスが成長します！バトル
ロワイヤルへいざ！！

ｴﾚﾒﾝﾀﾙﾅｲﾂ ｵﾝﾗｲﾝ ＲＰＧ王国
315円（税込）

210円/525円
（税込）

月額有料登録をした
会員様のみ個別課金

を利用可能。
個別課金

105円/525円
（税込）

エレメンタルナイツオンラインはプレイ
ヤーキャラはモチロン、仲間やモンス
ター、ダンジョンも全て３Ｄで描かれた本
格派ＭＭＯＲＰＧです！巨大ドラゴンとの
戦闘や装備のキセカエ等、どこでもリア
ルタイムに体感できます！！フリー
チャットや掲示板機能も標準装備しもは
やＰＣゲームと肩を並べたゲームで
す！！

2008年11月（予定）

2009年1月以降（予定）

未定

本発表端末発売同時

315円/420円/525円
（税込）

月額有料登録をした
会員様のみ個別課金

を利用可能。
個別課金

105円/525円
（税込）

セブンソード ｾﾌﾞﾝｿｰﾄﾞ

 525円（税込）

個別課金
525円

1,050円
2,100円
（税込）

株式会社
T2iエンターテイメント

メジャードリーム「聖秀編」 メジャードリーム

ｲﾙｰﾅ戦記Online S ｲﾙｰﾅ戦記Online

アソビモ

株式会社

のんびり谷の黒雲S のんびりｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ

315円（税込）

2008年12月（予定）

VS　TANK

株式会社

Contents Creation

いつでもショット 315円（税込）

いつでもテニス　オンライン いつでもテニス 315円（税込）

戦車部隊を率いて対戦だ！
フィールドを縦横無尽に駆けめぐり、砲
弾を叩き込め！
改造で攻撃、速度、防御がパワーアッ
プ！
さらにビジュアルもどんどん強力に！
自分で育てた部隊で 強を目指せ！

いつでもテニスが、ついにオンライン対
戦機能を搭載！
全国の友達と手に汗握る、リアルタイム
の通信対戦を楽しもう！

2009年1月以降（予定）

画面

【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

本発表端末発売同時

「週刊少年サンデー」で絶賛連載中＆ア
ニメも絶好調の「メジャー」が携帯サイト
に！
本格野球アプリで遊べるぞ！
しかも今回は「ⅰアプリコール®」対応な
ので、ゲーム仲間を誘って対戦を楽しめ
ちゃう！
新サービスで仲間と盛り上がれ！

チャットしながら狩りできるフルポリゴン３
ＤＭＭＯＲＰＧが、ｉアプリオンラインに対
応！
美しいグラフィックに加え高速通信に対
応することで、メガｉアプリの限界に迫る
パフォーマンスを実現！
さあ、仲間を見つけて冒険を始めよう！

セブンソードは新モデル向け「ｉアプリオン
ライン」として開発しているオンライン戦
争ＲＰＧです。

新機種の性能を発揮した美麗なグラ
フィック、そして対人戦、戦略性が楽しめ
るゲームとなっております。

女の子も男の子も楽しめるかわいいＭＭ
ＯＲＰＧ！　モンスターを倒してレベルアッ
プしたり、釣りや合成をしてみたり、自分
の家や庭をカスタマイズしたりと、楽しみ
方は無限大！　フリーチャットもできる
よ！

大人気！携帯の定番オンライン麻雀が
「ｉモード®」史上 速のスピードでリ
ニューアル！ストレスフリーのサクサク通
信対戦を体感して下さい！
超有名プロ雀士とオンライン対戦できる
プロリーグも是非！

■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。



iアプリ®オンライン

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 画面

【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

©WINLIGHT ©WINLIGHT

©WINLIGHT ©WINLIGHT

©WINLIGHT ©WINLIGHT

©WebDoJapan©ミリオン

Copyright© 2008 A team Inc. All
rights reserved.

Copyright© 2008 A team Inc. All
rights reserved.

©CAPCOM ©CAPCOM

©2006 CAVE Co., Ltd. ©2006 CAVE Co., Ltd

©2008 Gameloft. All Rights
Reserved. Gameloft, the Gameloft
logo, and Asphalt 4: Elite Racing
are trademarks of Gameloft in the
U.S. and/or other countries. All
manufacturers, cars, motorbikes,
names, brands, and associated
imagery featured in this game are
trademarks and/or copyrighted
materials of their respective
owners. All rights reserved.

株式会社
ウインライト

ゲームロフト

株式会社

アスファルト４

オンライン（仮称）
ｳﾘｷﾘ!超高品質ﾚｰｽ

個別課金
525円（税込）

未定

315円（税込） 2009年1月以降（予定）

株式会社

カプコン
ロスト プラネット カプコンパーティ

株式会社

ケイブ

対戦！

ローズシスターズ

ピンクスゥイーツ外伝

オンライン

極上シューティング

315円（税込） 2008年12月（予定）

2008年12月
αテスト開始予定

無料

2009年3月
正式サービス

開始予定
525円
（税込）

2008年12月（予定）

株式会社
ウェブドゥジャパン

ダウンタウン熱血行進曲

オンライン
熱血硬派くにお君

株式会社

エイチーム
ロストエリュシオン ﾛｽﾄｴﾘｭｼｵﾝ

525円（税込）
月額525円コース以
上に登録されている
方が対象となります。

2008年11月（予定）

315円（税込） 2008年11月（予定）

ﾊﾞﾄﾙｽﾀｰｵﾝﾗｲﾝ ｱﾆﾒTVﾓﾊﾞｲﾙ

ﾌｧﾗﾝｸｽｵﾝﾗｲﾝ ＲＰＧ王国

315円（税込） 2009年1月以降（予定）

315円（税込） 2009年1月以降（予定）ﾊｰﾚﾑ×ﾃﾞｭｴﾙ 萌きゅあっと

いつもの待受の女のコ達がカードゲーム
になった！！ハーレム×デュエルは３枚
ずつの女のコのカードを選んで戦うオン
ラインカードバトル！！全国のユーザー
とお気に入りのカードで勝負！購入した
待受をバトルに参加させることもできま
す！

早押しで答えて先制攻撃！！スキルを
使って回答をあばけ！！クイズにバトル
要素が加わった新感覚オンラインクイズ
バトル「バトルスターオンライン」！歯応
えのある問題が１０，０００問以上！バト
ルロワイヤルへいざ！！

手軽に楽しめるオンラインＲＰＧ、ファラン
クスオンライン。アクセスしていない間も
作戦通り冒険してくれるオートバトル機能
搭載だから忙しい人でも短時間で冒険が
できます！建築やオークション、所属勢
力システムなど遊び方は無限大！

熱血硬派くにおくんシリーズでも特に人
気の高い『ダウンタウン熱血行進曲』がｉ
アプリオンラインとなって登場！！当時
のプレイ感覚そのままに 大４人までの
白熱した対戦が楽しめます！！

太古のオーバーテクノロジーが今も色濃
く影響を及ぼす世界を舞台に数万人が
同時にプレイ出来る、本格３ＤＭＭＯＲＰ
Ｇです。ｉアプリオンラインのラグの無いプ
レイ環境と、多人数ＰＴならではのチーム
ワークで、深みのある冒険をお楽しみく
ださい。

好評配信中の「ロスト　プラネット」が新モ
デル向けにパワーアップ！「ｉアプリオン
ライン対応」の対戦モードを搭載、さらに
３Ｄグラフィックも向上し、より一層迫力あ
るプレイが楽しめる！

アーケードの人気シューティングを題材
にした対戦アプリです。キャラクター成長
要素や、豊富な武器カスタマイズ要素な
ど、やりこみ要素満載！しかも、リアルタ
イムで全国のユーザーと遊べるリアルタ
イム対戦機能を搭載！ライヴ感あふれ
る白熱した戦いをお楽しみ頂けます。

「アスファルト」シリーズが、さらにゴー
ジャスに、さらに洗練された都市型レー
シング体験を実現！　夢のような高級車
を自在に操りながら、ハイスピードバトル
を繰り広げよう！　オンラインで他プレイ
ヤーと対戦！頂点を目指そう！！

■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。



iアプリ®オンライン

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 画面

【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

© 2008 Gameloft. All Rights
Reserved. Gameloft, the logo
Gameloft and Real Football are
trademarks of Gameloft in the US
and/or other countries.

©GENKI  ©Genki Mobile ©GENKI  ©Genki Mobile

©Genki Mobile ©Arcadia ©Genki Mobile ©Arcadia

©Genki Mobile ©Genki Mobile

©Genki Mobile ©Genki Mobile

©Genki Mobile ©Genki Mobile

©Genki Mobile ©Genki Mobile

©Genki Mobile ©Genki Mobile

©Genki Mobile ©Arcadia ©Genki Mobile ©Arcadia

未定

リバーシオンライン 直感☆ 100\ ｹﾞｰﾑ 105円（税込） 未定

ボウリングオンライン

わんこそばオンライン 直感☆ 100\ ｹﾞｰﾑ 105円（税込）

105円（税込） 未定

直感☆ 100\ ｹﾞｰﾑ

ポーカーオンライン 直感☆ 100\ ｹﾞｰﾑ

105円（税込） 本発表端末発売同時

105円（税込） 未定

大富豪オンライン 直感☆ 100\ ｹﾞｰﾑ

ダブルステニスオンライン 直感☆ 100\ ｹﾞｰﾑ

105円（税込） 未定

千切りオンライン 直感☆ 100\ ｹﾞｰﾑ 105円（税込） 本発表端末発売同時

首都高バトルONLINE 首都高バトル３Ｄ 525円（税込） 本発表端末発売同時

個別課金
525円（税込）

2008年12月（予定）
ゲームロフト

株式会社
リアルサッカー2009
オンライン（仮称）

ｳﾘｷﾘ!超高品質ｽﾎﾟｰﾂ

元気モバイル

株式会社

人気のリアルサッカーシリーズがオンラ
インになって登場！！ 新グラフィックエ
ンジンと高性能ＡＩによってプレイがさらに
進化！　スペイン代表選手「セスク・ファ
ブレガス」をカバー選手に起用！オンラ
イン対戦によりさらに白熱したサッカー
ゲームが楽しめます。

まだ見ぬライバルと「１対１」の直接対
戦。
ｉアプリオンライン専用となって「首都高バ
トル」が生まれ変わる！
流麗なグラフィックで展開される、リアル
タイムのハイスピードガチンコバトル！
首都高を疾駆する国内メーカーの人気
実名車に魂を込め、全国 速ドライバー
を目指そう！

「ｉアプリオンライン」＋「音声認識」のハイ
エンドな技術が生み出した、誰でも遊べ
て熱くなる通信対戦ゲーム！
机の上に置いたケータイの横で「トントン
♪」と机を叩けば、画面内のキャベツが
どんどん刻まれていくぞ！
どちらがたくさん刻めるか、リアルタイム
の真剣勝負だ！

カードゲームの定番「大富豪」が通信対
戦で楽しめる♪
好きな相手に直接呼びかけて「１対１」の
勝負を挑むもヨシ！
腕試しにフリーバトルでどこかの誰かと
通信対戦するもヨシ！
「大富豪オンライン」でまだ見ぬ強敵と腕
を磨こう☆

ケータイの前で手を振ってプレーする「直
感☆テニス」がｉアプリオンラインに！
しかもただの通信対戦ではなく、なんと
協力しての「ダブルステニス」を遠く離れ
たユーザーと一緒に遊べちゃう♪
「対戦」と「協力」の融合したテニスゲー
ムの究極系を思う存分楽しもう☆

ケータイを振ってストライク！
直感操作でだれでも楽しく遊べるボウリ
ングゲームがｉアプリオンライン対戦版に
なって帰ってきた！
アバター同士のコミュニケーションも図れ
るから臨場感たっぷり！パーティー感覚
で楽しめちゃう♪

いつでも！どこででも！誰とでも！
全国のユーザーと　安心して遊べる、シ
ンプル＆親切設計のオンライン対戦！
相手が「人」だからこそ生まれる　引くか
勝負するかの駆け引き。　ポーカーフェイ
スを気取ってＢＥＴコインを釣り上げよ
う！

対戦テーブルゲームの王道「リバーシ」
をオンラインで！
簡単操作で、サクサク対戦＆サクサク練
習♪
プレイヤー同士で通信対戦が可能なの
で、日頃の練習の成果を存分に試せる
ぞ！
自分なりの戦法を編み出して、友達に差
をつけよう！

通信で対戦！
「食べ物系」バラエティーゲームがオンラ
インに登場☆
テンポよくそばをすすって椀数を稼ぎ、対
戦相手より１杯でも多くそばをたいらげ
ろ！
対人戦ということで緊張感満点の真剣勝
負を体感しよう！

■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。



iアプリ®オンライン

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 画面

【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

©2008 Konami Digital
Entertainment

©2008 CYBIRD ©2008 CYBIRD

©SUNSOFT ©SUNSOFT

Tetris ® & © 1985 - 2008 Tetris
Holding, LLC. Licensed to The
Tetris Company. Game Design by
Alexey Pajitnov. Logo Design by
Roger Dean. All Rights Reserved.
Sub-licensed to Electronic Arts
Inc. and G-mode, Inc

Tetris ® & © 1985 - 2008 Tetris
Holding, LLC. Licensed to The
Tetris Company. Game Design by
Alexey Pajitnov. Logo Design by
Roger Dean. All Rights Reserved.
Sub-licensed to Electronic Arts
Inc. and G-mode, Inc

©2007,2008 ARMOR
PROJECT/SQUARE ENIX All
Rights Reserved.

©SEGA ©SEGA

©SEGA
CHARACTER DESIGN：KATOKI
HAJIME

©SEGA
CHARACTER DESIGN：KATOKI
HAJIME

©Sony Computer Entertainment
Inc.

©Sony Computer Entertainment
Inc.

©GIGA-RENSYA  ©SAND LOT ©
D3 PUBLIHER

©GIGA-RENSYA  ©SAND LOT ©
D3 PUBLIHER

315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

クイズマジックアカデミー

mobile3
コナミネットDX

地球防衛軍ＭＯＢＩＬＥ

（仮称）
地球防衛軍３MOBILE

株式会社
ディースリー・
パブリッシャー

株式会社
スクウェア・エニックス

いただきストリート

MOBILE
スクエニモバイル

対戦ぷよぷよﾌｨｰﾊﾞｰDX ★ぷよぷよ！セガ

株式会社

セガ

2009年3月以降（予定）未定

315円（税込） 2008年11月（予定）

株式会社
ソニー・コンピュータ
エンタテインメント

みんなのGOLF モバイル３ みんなのGOLF

315円（税込） 本発表端末発売同時

電脳戦機バーチャロン ★ぷよぷよ！セガ

525円（税込） 2008年11月（予定）

初の本格的ロボット対戦アクションゲー
ムとして、様々なハードでファンを熱狂さ
せてきた「電脳戦機バーチャロン」が、つ
いにⅰアプリ®に登場！！さらに今回は
高速通信でのリアルタイム対戦を実現！
カラーエディットで自分だけのバーチャロ
イドを作成して、ネットワークバトルに名
乗りを上げよう！

315円（税込） 2008年12月以降（予定）

サン電子

株式会社
ジャンケン魂 上海パズル

株式会社

ジー・モード
TETRIS LEAGUE 対戦ぐるじゃむ

2008年12月（予定）

315円（税込） 本発表端末発売同時

株式会社

サイバード
似顔絵メッセンジャー 似顔絵ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ 無料

2009年1月以降（予定）未定

ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ®シリーズでおなじみの超
国民的ゴルフゲーム『みんなのＧＯＬＦ』
の携帯版。今度の『みんＧＯＬ　モバイル
３』はオンライン機能がパワーアップ。友
達をラウンドに簡単に誘える上、チャット
も楽しめちゃいます！

電話帳からお友達を招集して一緒にクイ
ズ対戦が楽しめるｉアプリオンライン対応
の新モード搭載！いつでもどこでもクイ
ズ大会を開いちゃおう！

無料で楽しめるメッセンジャーアプリ。着
せ替えも出来て自由に作れちゃう可愛い
「似顔絵アバター」を使って、アバターメッ
センジャーの新しい楽しさをみんなで満
喫しよう！楽しいオンラインゲームも搭
載！

燃え上がれ！ジャンケン魂。拳と運だけ
がモノをいう熱い戦いジャンケン。「ｉアプ
リコール®」で友達を呼び出し対戦ができ
ます。また通信対戦で県内 強、日本
強を競います。各種イベントやハンドツー
ルでも楽しめます。

全国のユーザーとＴＥＴＲＩＳで勝負！　ｉ
アプリオンライン対応で、いつでもどこで
も完全リアルタイム対戦が可能！　テトリ
スバトルを盛り上げる新システム「ｉｔｅｍ
ＯＮ」も追加！！　さらに対戦が盛り上が
ること間違いナシ♪

誰でも手軽に楽しめる定番ボードゲーム
の決定版「いただきストリート」でついに
対戦プレイが楽しめる！
人間同士の対戦ならではの巧妙な駆け
引きや、こだわりのプレイスタイルがドラ
マチックなゲーム展開を生み出します。
思わず声を出したり、地団太を踏んだり
したくなるような、スリリングな展開があ
なたを待っています！

対戦ぷよぷよフィーバーがｉアプリオンラ
インで高速対戦が可能な「ＤＸ」になった
よ。
ロビー機能の追加や友達とグループを
作ってグループ同士で対抗戦ができるラ
ンキングなど「ＤＸ」な要素が盛り沢山！

地球防衛軍が遂にＭＯＢＩＬＥで出動！
地球侵略を始めた異星生命体フォーリ
ナー達の猛攻から地球を仲間と共に力
を合わせ守りぬけ！シリーズ初の試みと
なるオンラインモードなどが搭載予定！
新たなる地球防衛軍がここから始まる！

■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。
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【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

©CHUNSOFT/すぎやまこういち ©CHUNSOFT/すぎやまこういち

©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT

©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT

©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT

©2001-2008 NBGI ©2001-2008 NBGI

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

「ゲーム画面は開発中のものです」
©Bbmf / ©MEGAHOUSE

©Bbmf

「ゲーム画面は開発中のものです」
©ATLUS 1996,2008　©Bbmf

「ゲーム画面は開発中のものです」
©ATLUS 1996,2008　©Bbmf

　525円/1,050円
（税込）

2009年1月以降（予定）

315円（税込） 2009年1月以降（予定）OthelloSuperDX さくっと★対戦アプリ

株式会社
ビービーエムエフ

ペルソナ モバイル

オンライン メガテンオンライン

本発表端末発売同時

バンダイネットワークス
株式会社

機動戦士ガンダム

ONLINE
未定 未定 未定

株式会社
バンダイ

ナムコゲームス
通信対戦もじぴったん ナムコゲームス 315円（税込）

315円（税込） 2008年12月（予定）

315円（税込） 本発表端末発売同時対戦☆ボンバーマン＋ 対戦☆ボンバーマン

麻雀コロシアム 着☆あぷ♪ﾎﾞﾝﾊﾞｰﾏﾝ

株式会社
ハドソン

対戦☆大富豪＋ 対戦☆ボンバーマン 315円（税込） 本発表端末発売同時

株式会社
ドワンゴ

・
株式会社

チュンソフト

風来のシレンPlatina2 風来のシレン DX 315円（税込） 2009年1月以降（予定）

ｉアプリオンラインを利用して、全国で冒
険中のプレイヤーの様子を見ることがで
きる「ＬＩＶＥ機能」が登場。ＬＩＶＥ機能はピ
ンチの時、プレイヤーへ応援メッセージを
送ることで、他の風来人プレイヤーとのコ
ミュニケーションを取ることも可能だ！

『機動戦士ガンダム』がオンライン対戦ア
クションゲームとなって登場！
数多のモビルスーツや様々な戦場がキミ
を待つ！
スピーディに展開する他プレイヤーとの
激戦の中で、キミは生きのびることがで
きるか！？

さくっと★対戦アプリで人気のＯｔｈｅｌｌｏオ
ンラインのシリーズ 新作が新モデルで
いよいよ登場！アドレス帳やさく★プリの
ともだちリストを参照して、好きなユー
ザーとオンライン対戦が可能に！そして
大規模トーナメント大会も開催…！シ
リーズ 高傑作がここに登場するぞ。

本作は、家庭用ゲームソフト『ペルソナ』
シリーズの世界観をモチーフにしたＲＰＧ
「ペルソナ　モバイル　オンライン」の、ｉア
プリオンライン対応バージョンになりま
す。「ｉアプリコール®」機能や新たな
チャット機能を搭載し、リアルタイムの対
戦やコミュニケーションが楽しめます。

カードゲーム人気Ｎｏ．１の大富豪が対
戦☆ボンバーマンサイトで新登場！
「対戦☆大富豪＋」は２～４人でリアルタ
イム対戦を行う大富豪です。
前の人より強いカードを出しあい、一番
早く手持ちのカードがなくなった人が勝ち
となる定番カードゲームです。
誰よりも早くカードを出し切り、大富豪の
座を勝ち取ろう！

人気アクションゲーム「ボンバーマン」の
対戦ゲームが新登場！
２人～８人でリアルタイム対戦を行うボン
バーマンです。
パワーアップアイテムを集めてバトルを
有利に戦い抜け！

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対戦モード」など、４つ搭載！！
さらに「ｉアプリオンライン」機能を用いて

大４人の通信対戦を実現！

今度は通信対戦でもじぴったん！全国
のプレイヤーとリアルタイム通信対戦で
腕を競えるよ！
ステージは全部で１６ステージと盛りだく
さん！交互にもじを追いて、みんなで通
信対戦もじぴったん！

■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。


