【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】
®

®

iコンシェル (トルカ )
お店で取得したり、ＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトなどからダウンロードしたトルカ（クーポン等）が自動で最新の情報に更新されます。トルカが更新されたことは待受画面上で確認できます。

情報サービス提供者

株式会社
i.JTB

提供コンテンツ名

・プラン・おすすめ情報
・季節特集紹介
・風景待受け紹介

グルメGyaO MINI
クーポン

サイト名（メニュー名）

旅！遊び！JTB

概要（100字程度）

ＪＴＢおすすめのプランやキャンペーン、季節
情報をお届けします。ご旅行に役立つ情報
満載！また、ＪＴＢオリジナルの風景待受け
画像も配信します！

芸能人がオススメするお店からお得な
クーポン情報までグルメ情報なら「グルメ
ＧｙａＯ ＭＩＮＩ」！
ｸﾞﾙﾒGyaO MINI フリーワードやジャンルなどのこだわり検
索はもちろん、とっておきの特集を随時提
供中！診断などのおもしろコンテンツも盛
りだくさん！

月額使用料（税込）

サービス開始時期

無料

2008年11月（予定）

無料

本発表端末発売同時

画面

©USEN CORPORATION

株式会社
USEN

・モバイルＧｙａＯ
クーポン
・モバイルＧｙａＯ
コミッククーポン

モバイルＧｙａＯ

モバイルＧｙａＯのお得なポイントプレゼント
キャンペーン情報や、新作動画・コミックの情
報をお届けします。

無料

本発表端末発売同時

©USEN CORPORATION

株式会社
角川モバイル

株式会社
ぐるなび

シネプレックス情報

ぐるなびクーポン

Movieウォーカー

ぐるなび

mobileOZ更新情報

mobileOZ

シネマ試写会
プレゼント情報

mobileOZ

新占いリリース情報トルカ

OZの恋愛占い

ホテルお得宿泊プラン
情報

OZトラベル予約

ｳﾙﾄﾗRPG情報ﾄﾙｶ

ウルトラＲＰＧDX

全国のＣＩＮＥＰＬＥＸ各店より、各種キャン
ペーンや試写会情報を配信します。
・映画料金や売店飲食商品などの割引クー
ポン
例）一般・大高￥２００ＯＦＦ
プレゼントポップコーン
・ポイントアップクーポン
例）Ｗポイント
・キャンペーン情報や試写会情報の配信
・周辺施設タイアップ情報

飲食店・レストラン検索の定番サイト。お店
のお得なクーポン情報を「トルカ®」で取得で
きます。クーポン情報のサービス内容が更新
された際、情報更新のお知らせが「ｉコンシェ
ル®」対応端末に配信されます。

ｉモード®公式サイトとしてサービスさせていた
だいております「ｍｏｂｉｌｅＯＺ」の特集情報を
更新していきます。

無料

本発表端末発売同時

無料

本発表端末発売同時

無料

2008年11月（予定）

無料

2008年11月（予定）

315円（税込）

2008年11月（予定）

「ＯＺトラベル」のホテル施設で提供している
プランの中から特に、お得なオススメプランの
情報を提供していきます。

無料

2008年11月（予定）

本気ゲームの決定版★傑作メガＲＰＧ専
門サイト！ウルトラＲＰＧＤＸの、お得な
キャンペーン情報や新作情報、無料お試
しクーポンと更新情報をいち早くお知らせ
する「トルカ®」です。

315円（税込）

2008年11月（予定）

「ｍｏｂｉｌｅＯＺ」の人気サービス、シネマ試写
会プレゼント。新規に応募スタートする作品
情報を提供していきます。

©ぐるなび

©ぐるなび

©Smith&Mobile Japan

©Smith&Mobile Japan

スターツ出版
株式会社

スミスアンドモバイル
株式会社

ｉモード®公式サイトとしてサービスさせていた
だいております「ＯＺの恋愛占い」の占い更新
情報を提供していきます。

■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。

【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】
®

®

iコンシェル (トルカ )
お店で取得したり、ＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトなどからダウンロードしたトルカ（クーポン等）が自動で最新の情報に更新されます。トルカが更新されたことは待受画面上で確認できます。

情報サービス提供者

提供コンテンツ名

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
セガ

セガモバクーポン情報

セガモバ

セガアミュ－ズメント施設向け会員サービス
「セガモバ」でお得なクーポン情報を配信！
クーポンをＧＥＴしてセガのお店でトクしちゃお
う！

無料

本発表端末発売同時

画面

©SEGA

全日本空輸
株式会社

ANAオススメ情報

ＡＮＡ全日空

株式会社
東京ニュース通信社

TVガイドトルカ

ＴＶガイド

イオントルカ

Shufoo!mobile

ＡＮＡ全日空のおトクなキャンペーン情報
やオススメ情報の「トルカ®」を配信いたし
ます。

無料

本発表端末発売同時

ＴＶガイドからＴＶにまつわる最新情報を
「トルカ®」で毎週配信。今週のオススメ
番組や、今週生まれの芸能人、「着うた
®」＆メロランキングに、取材こぼれ話な
どの撮影秘話も…！？

無料

2008年11月（予定）

デジタルチラシサイトＳｈｕｆｏｏ！ｍｏｂｉｌｅでは
月替わり・週替わりのお得な情報・クーポンが
閲覧・取得できるサイトです。「Ｓｈｕｆｏｏ！」
と同様に携帯電話で「電子チラシ」を閲覧で
きる機能や「店舗情報」、「地図情報」が得
られる仕組みも備わっております。

無料

2008年11月（予定）

©SEGA

画面はイメージです。

凸版印刷
株式会社

イトーヨーカドートルカ

Shufoo!mobile

デジタルチラシサイトＳｈｕｆｏｏ！ｍｏｂｉｌｅでは
月替わり・週替わりのお得な情報・クーポンが
閲覧・取得できるサイトです。「Ｓｈｕｆｏｏ！」
と同様に携帯電話で「電子チラシ」を閲覧で
きる機能や「店舗情報」、「地図情報」が得
られる仕組みも備わっております。

無料

2008年11月（予定）

画面はイメージです。

ハックドラッグトルカ

Shufoo!mobile

デジタルチラシサイトＳｈｕｆｏｏ！ｍｏｂｉｌｅでは
月替わり・週替わりのお得な情報・クーポンが
閲覧・取得できるサイトです。「Ｓｈｕｆｏｏ！」
と同様に携帯電話で「電子チラシ」を閲覧で
きる機能や「店舗情報」、「地図情報」が得
られる仕組みも備わっております。

無料

2008年11月（予定）

画面はイメージです。

株式会社
ドワンゴ

■クーポン＆おトク情報

タワーレコード

タワーレコード店頭に設置したＲ／Ｗ
（リーダー/ライター）にアクセスすると、全
国のタワーレコードで使えるお得なクーポ
ンや、イチオシの新譜情報などが取得で
きます。

無料

本発表端末発売同時

株式会社
日経BP

nikkeiBPトルカ

nikkeiBP net

日経ビジネスをはじめとした最新号情報にあ
わせ携帯コンテンツの紹介を配信いたしま
す。１１月のタイミングでは、「日経ビジネス」
「日経トレンディ」「日経エンタテインメント！」
「日経ヘルス」の４誌を予定しております。

無料

2008年11月（予定）

株式会社
日本旅行

学生旅行情報
東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ（R)
情報

無料

2008年11月（予定）

無料

本発表端末発売同時

ピーシーフェーズ
株式会社

SN情報

日本旅行宿ぷらざ

STYLE NOTE

学生に人気の旅行先や宿泊施設の情報
の提供を紹介する「トルカ®」と、人気の
高い東京ディズニーリゾート®に関するお
すすめ宿泊情報を紹介するトルカを提供
する予定です。

サイト内、またはリーダライター設置店舗
（一部ブランド店舗のみ）からトルカ®を取
得いただきますと、アパレルウェブが厳選
する「AMO'S STYLE」、「URBAN
RESEARCH」、「earth music＆ecology」な
ど気鋭のファッションブランドの新着情
報、セール/イベント情報、クーポン情報
をご提供いたします。

■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。

【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】
®

®

iコンシェル (トルカ )
お店で取得したり、ＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトなどからダウンロードしたトルカ（クーポン等）が自動で最新の情報に更新されます。トルカが更新されたことは待受画面上で確認できます。

情報サービス提供者

株式会社
ビックカメラ

株式会社
ファミマ・ドット・コム

株式会社
ブランディング

提供コンテンツ名

・セール情報★
「ビックカメラ.com」
・ソフト・ゲーム・
ホビーニュース
・パソコンニュース
・デジタルカメラ
総合ニュース

ファミマTカード
お試しトルカ

girls shopping ﾄﾙｶ

サイト名（メニュー名）

ビックカメラ.com

famima.com

girls shopping

概要（100字程度）

ｉモード®サイト「ビックカメラ．ｃｏｍ」におい
て、新製品情報、タイムセールなどの情報
を、リアルタイムに配信していきます。

福岡県のファミリーマート限定で店頭端末
＜Ｆａｍｉポート＞を利用して「ファミマＴ
カードお試しトルカ®」を配信。
会員メリットを期間限定で体験頂き、ファミ
マＴカードの入会促進をおこなうとともにｉ
コンシェル®サービスを活用して情報提
供（トルカ更新）

ｇｉｒｌｓ ｓｈｏｐｐｉｎｇの売れ筋ランキングや月
間ランキングや様々なトルカ®を配信！今
後も色々なトルカを配信予定です。

月額使用料（税込）

サービス開始時期

無料

本発表端末発売同時

無料

無料

画面

©BICCAMERA.COM

©BICCAMERA.COM

Copyright © FamilyMart Co., Ltd.
All Rights Reserved.

Copyright © FamilyMart Co., Ltd.
All Rights Reserved.

2008年11月（予定）

2008年11月（予定）

© 2008 BRANDING,inc.

株式会社
マガボン

雑誌中吊り情報

magabon

トルカ®をダウンロードすることで、お好みの
雑誌の中吊り・新聞広告などを見ながら、雑
誌の発売を知ることができます。
ｉコンシェル®登録すればさらに、自動更新が
可能になります。

無料

2008年11月（予定）

©TUGUBOAT

株式会社
丸井

ﾏﾙｲﾄﾋﾟｯｸｽ

マルイ

マルイの最新情報を随時更新！「スパークリ
ングセール」（夏・冬）や、「マルコとマルオの４
日間・エポスカード会員限定１０％ＯＦＦ」の
開催情報など、お得なセール情報もお届け
します！

無料

本発表端末発売同時

※画像は開発中のものです

株式会社
モンテローザ

株式会社
リクルート

モンテトルカ

モンテローザ

サイト内、またはリーダライター設置店舗（一
部店舗のみ）からトルカ®を取得いただきま
すと、店舗でのお会計時に利用できるお得
な割引クーポンや、季節限定おすすめメ
ニューなどの新着情報をご提供いたします。

今週の5時から占い

リクナビ派遣

リクナビ派遣がお送りする、あなたのアフター
ファイブを占う「今週の５時から占い」仕事運
や恋愛運、金銭運に加えて、開運酒やあな
たの仕事帰りの運勢を占います。

無料

2008年11月（予定）

女性転職とらばーゆ

女性の“働く”を応援する、とらばーゆが提供
する転職占い。生年月日から導き出される
宿命六甲（森の人、山の人、太陽の人、剣
の人、大地の人、夜空の人）別に全体運、
恋愛、相性のほか、転職のツボまでわかりま
す。毎週水曜更新。

無料

2008年11月（予定）

転職占い･運命のﾂﾎﾞ

無料

本発表端末発売同時

©RECRUIT

・特集記事
・メールマガジンの
更新情報

株式会社
ワーナー・マイカル

ワーナー・マイカル
スケジュール

資格･ｹｲｺとﾏﾅﾌﾞ.net

資格・ケイコとマナブ．ｎｅｔで公開中の特集
記事やメールマガジンの更新情報をご案内さ
せていただきます。

無料

2008年11月（予定）

ワーナー・マイカル

全国のワーナー・マイカル・シネマズで上
映する映画情報と上映開始時間などを毎
週ご案内します。全国一斉公開される最
新作の公開日などをご案内する「ｉスケ
ジュールTM」と合わせてご利用ください。

無料

本発表端末発売同時

Copyright©2008 WARNERMYCAL Copyright©2008 WARNERMYCAL
CORP ALL right reserved.
CORP ALL right reserved.

■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。

【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】
®

®

iコンシェル (トルカ )
お店で取得したり、ＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトなどからダウンロードしたトルカ（クーポン等）が自動で最新の情報に更新されます。トルカが更新されたことは待受画面上で確認できます。

情報サービス提供者

株式会社
ワールド

提供コンテンツ名

INDEXトルカ

サイト名（メニュー名）

WORLD

概要（100字程度）

ＯＬに人気のブランドＩＮＤＥＸより、お得な
セールやキャンペーン情報および
クーポンを随時お届けします。またＩＮＤＥＸ
ページ内では、おすすめ商品や全国に展開
する店舗情報をご覧になることができます。

月額使用料（税込）

サービス開始時期

無料

本発表端末発売同時

画面

©WORLD CO.,LTD.

■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。

©WORLD CO.,LTD.

【新端末（２００８年１１月以降） コンテンツリスト】

iコンシェル®(トルカ®)【ドコモプレミアクラブ】
情報サービス提供者

提供コンテンツ名

・ﾄﾞｺﾓﾌﾟﾚﾐｱｸﾗﾌﾞ
会員向けお得情報ﾄﾙｶ
株式会社
・ﾄﾞｺﾓﾌﾟﾚﾐｱｸﾗﾌﾞ会員限
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
定優待ｻｰﾋﾞｽ提携企業
ｸｰﾎﾟﾝﾄﾙｶ

サイト名（メニュー名）

ドコモプレミアクラブ

概要（100字程度）

ドコモプレミアクラブ会員向けのお得情
報や提携企業が提供している割引クー
ポンなどの特典を各ブランド毎にトルカ®
で取得できるようになります。
iコンシェル®をご契約いただくと一度ダウ
ンロードしたトルカの特典内容が変更と
なるたびにお客様に通知し、最新の情報
をケータイにお届けします。
※本サービスの利用にはドコモプレミア
クラブへのご加入が必要となります。

画面

月額使用料（税込）

サービス開始時期

無料

本発表端末発売同時

対象提携企業は下記リストの通りです。

カテゴリ

企業名

株式会社すかいらーく

グルメ

株式会社レインズインターナショナル

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

ファーストフード／宅配ピザ

日本マクドナルド株式会社

コーヒーショップ

株式会社ドトールコーヒー

ＣＤ／ＤＶＤショップ

タワーレコード株式会社

シネコン

株式会社松竹マルチプレックスシアターズ
（MOVIX）

テーマパーク

株式会社ユー・エス・ジェー
（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(R）)

リラクゼーション

株式会社グローバル医学研究所
（てもみん）

■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）」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。

対象ブランド

