
【新端末（2008年11月以降）　コンテンツリスト】

ⅰアバターＴＭ

情報サービス提供者 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） サービス開始時期

株式会社アイフリーク ﾃﾞｺﾒ★ｺﾚｸｼｮﾝ

デコメ★コレクション内のマイルームで、オリジナルｉアバターが表示されます！

2008年11月（予定）

LOUNGEうた\315

Ｊ－ＰＯＰの名曲の数々を人気アレンジャー達が心地よいＪ－ＰＯＰカフェ・ミュー
ジックにオリジナルアレンジ♪人気有名プロデューサー監修によるアレンジもライ
ンナップ♪♪ｉアバター登録で「＠ＬＯＵＮＧＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ」をあなた仕様にアレ
ンジして、おしゃれで高品質な着うたフル（Ｒ）を取りホーダイしちゃおう！ 本発表端末発売同時

うた@LOUNGE

倖田來未や浜崎あゆみなど、日本のトップアーティストの楽曲を手がける人気ア
レンジャー達が手がける、「＠ＬＯＵＮＧＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ」オリジナルアレンジのお
しゃれで高品質なＪ－ＰＯＰカバー曲の着うたフル（Ｒ）が取り放題♪♪ｉアバター
登録で「＠ＬＯＵＮＧＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ」をあなた仕様にアレンジしちゃおう♪ 本発表端末発売同時

株式会社アリコシステム 高校教師ラブ物語

大人気☆乙女のためのボイス付き恋愛ゲーム！！イケメン男子から愛の囁きに
恋心１００％爆裂確実♪さらにアナタのアバターがゲーム内に登場しちゃいま
す。プアーなスタイルもオシャレなスタイルも大歓迎、今までとは違う恋愛ゲーム
を楽しんでね☆ 2008年12月（予定）

株式会社イージャンクション 待ちデコ

プリ画、待ち受け画像へのＦＬＡＳＨ®合成に引き続き、ｉアバター合成サービスを
開始します。
お気に入りのプリ画、待ち受け画像へオリジナルのｉアバターを手軽に合成し、コ
レクション出来ます。 2008年11月（予定）

株式会社インデックス
Ｇｏｃｃｏ株式会社 ﾌﾟﾛﾌ名刺Ｇｏｃｃｏ

ケータイ小説や動画付ブログ等、使えば判る嬉しい機能満載な無料ＳＮＳ「プロ
フ名刺Ｇｏｃｃｏ」のプロフィール画像にｉアバターがご利用いただけます。

本発表端末発売同時

株式会社サイバード i似顔絵ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ

無料で使えるメッセンジャーアプリが遂に登場！お気に入りのアバターを使っ
て、友達とのチャットを楽しもう♪オンライン対戦ゲームも付いて面白さ２倍！

2008年1月以降（予定）

サン電子株式会社 上海パズル

「ジャンケン魂」がｉアバターに対応します。ｉアプリオンライン対応ゲーム「ジャンケ
ン魂」の対戦エントリーや全国ランキング表示などで、ご自分のアバターを表示
することができます。

未定

アットザラウンジ株式会社

iアバター対応サイト

概要

○○○
※全体に公開
♀女性
※全体に公開
O型
東京都
※全体に公開

自己紹介

・・・・・・・・・・・・

アバターをつくる・登録するアバターをつくる・登録する

アバターを着せ替えアバターを着せ替え

外部サイト連携外部サイト連携

SNS・コミュニティ/GAME サイト等

アバターを対応サイトでつかうアバターを対応サイトでつかう
アバターを携帯電話でつかうアバターを携帯電話でつかう

マチキャラ（iコンシェル）
デコメ・デコメアニメ等

マチキャラ/デコメ等マチキャラ/デコメ等

アバターをアプリで作るアバターをアプリで作る

iアバターメーカー

iアバター 携帯電話

ゲームサイト

コミュニティーサイト

○○○
※全体に公開
♀女性
※全体に公開
O型
東京都
※全体に公開

自己紹介

・・・・・・・・・・・・

アバターをつくる・登録するアバターをつくる・登録する

アバターを着せ替えアバターを着せ替え

外部サイト連携外部サイト連携

SNS・コミュニティ/GAME サイト等

アバターを対応サイトでつかうアバターを対応サイトでつかう
アバターを携帯電話でつかうアバターを携帯電話でつかう

マチキャラ（iコンシェル）
デコメ・デコメアニメ等

マチキャラ/デコメ等マチキャラ/デコメ等

アバターをアプリで作るアバターをアプリで作る

iアバターメーカー

iアバター 携帯電話

ゲームサイト

コミュニティーサイト

■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」「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アバターＴＭ

情報サービス提供者 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） サービス開始時期

株式会社ジー・モード ｱﾊﾞﾀｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

サイトで配信中のアプリがぜんぶｉアバターに対応！　ｉアバターを使って全国の
プレイヤーと真剣勝負を楽しもう！！　パズルやアクションゲームなど盛りだくさ
ん♪　月額３１５円で遊び放題♪♪

2008年12月（予定）

まんとらＣＩＴＹ

待受Ｆｌａｓｈ®＆アニメ系情報サイト「まんとらＣＩＴＹ」にてｉアバターの利用が可能
になります。毎日更新の「星座占い」とあなた専用のページ「ＭＹアルバム」にて
あなたのアバターが表示されます。

2008年11月（予定）

WorldClubMusic

クラブ系着うた・情報サイトＷｏｒｌｄＣｌｕｂＭｕｓｉｃ内、楽曲、アルバムのユーザー投
稿型レビューにてアバター表示！自分以外のアバター付きレビューも見れてま
す！気が合う音楽仲間を探そう！

本発表端末発売同時

WorldClubMusicフル

クラブ系着うたフルサイトＷｏｒｌｄＣｌｕｂＭｕｓｉｃフル内、楽曲、アルバムのユーザー
投稿型レビューにてアバター表示！自分以外のアバター付きレビューも見れて、
気が合う音楽仲間を探そう！

本発表端末発売同時

ググッド♪チャネル

エンターテイメント総合サイト「ググッド♪チャネル」にてｉアバターの利用が可能
になります。毎日更新の「星座占い」とあなた専用のページ「ＭＹアルバム」にて
あなたのアバターが表示されます。

2008年11月（予定）

ググッド美スタイル

美容総合情報サイト「ググッド美スタイル」にてｉアバターの利用が可能になりま
す。毎日更新の「星座占い」とあなた専用のページ「ＭＹアルバム」にて自分のア
バターが表示されます。

2008年11月（予定）

対人対局着替麻雀

ｉアバターと画像連携！麻雀対局画面、ランキング表示、ステータス表示、待受
画像、デコメ、トルカにｉアバター会員のｉアバター画像が表示されます。

本発表端末発売同時

脳番地パワー

ｉアバターと画像連携！ランキング表示、カルテ表示にｉアバター会員のｉアバター
画像が表示されます。

本発表端末発売同時

dwango.jp(うた)

ｉアバターを使用したあしあと帳が登場！自分のアバターをみんなに自慢しちゃ
おう！

本発表端末発売同時

ググッドёモール

ｉアバターを使用したプロフィールを作成♪あなたのキャラクターがググモに登場
します。

2008年11月（予定）

携帯ゲーム百選

もぐらたたきやだるまおとしなど誰でも知っているゲームでも、自分のアバターの
顔が出てくるととってもコミカルに変身！

本発表端末発売同時

アイドルがイッパイ

グラビアアイドル専門サイト「アイドルがイッパイ」のマイページにｉアバターを表
示。
お気に入りの待受画像をコレクション出来るマイ写真集にも表示する事でカスタ
マイズが更にアップする事で楽しさ倍増！！ 本発表端末発売同時

株式会社
スターゲートネットワーク

株式会社ドワンゴ

ディーエヌ株式会社

■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」「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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ⅰアバターＴＭ

情報サービス提供者 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） サービス開始時期

株式会社ドワンゴ めちゃモテ超TRACK∞

音楽エンターテイメント総合サイト「めちゃモテ超ＴＲＡＣＫ∞」にてｉアバターの利
用が可能になります。毎日更新の「星座占い」とあなた専用のページ「ＭＹアルバ
ム」にてあなたのアバターが表示されます。

2008年11月（予定）

日本エンタープライズ
株式会社

デコデコメール

『ｉデコデコメール』では、「ｉアバター」をオリジナルデコメ®として配信できる「アバ
ター画メーカー」が登場予定！「ｉアバター」上に任意のうごくメッセージを入力で
きます。
また、「ｉアバター」をテンプレートに読込んでダウンロードすることも可能となりま
す。

2008年11月（予定）

ｽﾞｰｷｰﾊﾟｰ

５００万人がハマっている！大人気アクションパズル・ズーキーパーがｉアバター
に対応。ランキングにアバターが表示されることにより、より盛り上がること間違
いなし！

2008年1月以降（予定）

恋友パーティ

ユーザ同士の恋愛コミュニケーションゲームサイト「恋友パーティ」がｉアバターに
も対応！アバターを使ってさらにゲームを楽しもう！

2008年1月以降（予定）

ﾐﾆﾌﾞﾛｸﾞｏｆｆｙ

ｏｆｆｙは、新しいファンのカタチを実現する無料コミュニティサイト！ｉアバターをプロ
フィール画像に設定してコミュニティやフリノリを楽しもう！

本発表端末発売同時

ぴあデジタル
コミュニケーションズ

株式会社
免許をとろう

本物さながらのリアル自動車教習所のシミュレーションゲーム「免許をとろう！」
で、試験に合格すると、なんと貴方のアバターの免許証が発行されます（サイト
上で表示）。

本発表端末発売同時

ビー・ナチュラル株式会社 放課後げいむ

「放課後げいむ」で大人気の「ぼくらの秘密基地」にて、ｉアバターとの画像を連
携をします。秘密基地画像だけでなくｉアバターを表示させることができます。

2008年11月（予定）

速報ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ&ｱｲﾄﾞﾙ

オーディション情報数Ｎｏ１！「月刊Ａｕｄｉｔｉｏｎ」公式携帯サイト「速報オーディショ
ン＆アイドル」からボタン一つでオーディションに応募しよう♪有名タレント、アイド
ルの待受けや、芸能養成所のレッスンが自宅で受講できるコーナーも大好
評！！芸能界への近道です！！ｉアバターで作成したオリジナルアバターがマイ
ページに表示されさらに華やかに！！

2008年11月（予定）

ﾊﾟﾆｯｸ7ﾓﾊﾞｲﾙ

日本一のパチスロ漫画誌，パニック７のモバイル版。実戦データ分析アプリ、オリ
ジナルパチスロアプリ、モバイル漫画とコンテンツが盛りだくさん！！掲示板にｉ
アバターで作成したアバターが表示されます。みんなで盛り上がろう！！

2008年11月（予定）

懸賞なび

懸賞なび　毎日当選者続出！『懸賞なび』は親指一つで懸賞に応募できる、懸賞
情報数・当選人数Ｎｏ．１の懸賞情報サイト。
日々の応募状況や獲得ポイントを確認できる『マイページ』にｉアバターが登場。
自分で設定したアバターを楽しむことができます。 2008年11月（予定）

懸賞ﾊﾟｽﾞﾙﾗﾝﾄﾞ

懸賞パズルランド　クロスワードやお絵かきなどの定番パズルや、まちがい
探しナンバーネットなどのオリジナルパズルなど全１４種類のパズルで遊べるサ
イト。ポイント獲得状況を見たりプレゼント応募ができる『マイページ』にｉアバター
が登場。
さらに、ポイントランキングでライバルたちのアバターをチェックできます。
マイページとランキングを彩ります。

2008年11月（予定）

まんがの森

ＢＬ、恋愛、ギャンブルなど、独占先行配信、ここだけのオリジナル作品多数の電
子コミックサイト！あなたのｉアバターがおすすめのコンテンツを紹介してくれま
す！

未定

バンダイネットワークス
株式会社

株式会社白夜プラネット

■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」「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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ⅰアバターＴＭ

情報サービス提供者 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） サービス開始時期

株式会社ヒューベースi 懸賞パズルメイト

パズルのクリア数や順位が楽しいアバター付きで表示されます。懸賞応募やご
意見ページにも反映され、パズルを解く楽しみ、応募する楽しみをアバターが盛
り上げます！

本発表端末発売同時

ｵｰﾅｰｽﾞｷﾝｸﾞ

ｉアバター対応オンライン対戦型育成シミュレーション！サッカークラブチームを競
わせる「ワールドフットボールクラシックス」、「 強」を目指し育てた格闘家を戦
わせる「格闘王伝説」。二つの世界で頂点を極めろ！

本発表端末発売同時

ｻｯｶｰｷﾝｸﾞ

試合速報はもちろん！国内外のサッカー情報が満載♪
オンライン対戦型シミュレーションゲームや自分のアバターが表示される「サポー
ターズブログ」等、サッカー好きにはたまらないコンテンツを続々配信中！

本発表端末発売同時

株ゲッチュ

ケータイ初の株式市場　『株ゲッチュ！』は、「投資家」や「企業家」として活動をし
ながら億万長者を目指す株式投資＆企業育成シミュレーションゲーム！
アバターをゴージャスにすればリッチな社長になりきり度ＵＰ♪

本発表端末発売同時

株式会社ボルテージ 恋デコ日記

完全無料！安全！な女性専用ＳＮＳ♪デコメールでかわいく日記の更新ができ、
ｉアバターも使えてカスタマイズも簡単♪みんなに自分の事を相談できるマイアン
ケート機能など楽しみ満載★

本発表端末発売同時

東大式！井出麻雀

井出洋介が開講した麻雀塾。それが「東大式！井出麻雀」。麻雀を好きな人はも
ちろん、麻雀を知らない人も遊びながら学べるサイトです。リアルオンラインアプ
リではｉアバターでゲームが楽しめます！

2008年12月（予定）

 デコれトウシバ犬

ゆるキャラで大人気！東芝キャラクターのトウシバ犬がデコメールになりました
★送りたくなるテンプレートやメールをちょこっと飾る素材も充実！！　初心者で
も簡単にかわいいデコメが作れちゃいます♪マイページやデコメテンプレートにｉ
アバターが表示できます！ 2008年12月（予定）

株式会社マイテック
エンターテイメント

株式会社fonfun

■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」「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。




