iアプリタッチ対応コンテンツ一覧

アプリタイトル

リアルサッカー：タッチ対戦(仮称)

人気のｻｯｶｰｼﾘｰｽﾞ｢ﾘｱﾙｻｯｶｰ｣がiｱﾌﾟﾘﾀｯﾁ対応で登場!!Bluetooth機能を使
用し､友達とﾃﾞｰﾀ交換をして白熱ﾌﾟﾚｲ!!面白さが2倍になって登場!!
提供企業

アプリタイトル

かざすだけで、すぐ対戦！定番スポーツの王道、ボウリングゲームが「iアプリタッ
チ」を使用すれば、簡単に対戦プレイが可能になります！お友達とアプリでボウリ
ングしよう！
元気モバイル株式会社

提供企業

ゲームロフト株式会社

対戦☆ボウリング

メニューリスト名

ｳﾘｷﾘ!超高品質ｽﾎﾟｰﾂ

メニューリスト名

直感☆¥100ｹﾞｰﾑ

価格（税込）

個別課金315円（税込）

価格（税込）

月額105円（税込）

サービス開始時期 本発表端末発売同時

サービス開始時期 2009年10月

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

アプリタイトル

アプリタイトル

いつでもテニス touch

FeliCaマークをタッチするだけで、近くのお友達と、簡単に、手に汗握る３Ｄテニ
ス対戦が楽しめるぞ！キャラクターを育成して、お友達に差をつけよう！
提供企業

株式会社Contents Creation

メニューリスト名 いつでもテニス

©Contents Creation

価格（税込）

©Genki Mobile

月額315円（税込）

サービス開始時期 本発表端末発売同時

©Contents Creation

バス釣りにいこう touch

FeliCaマークをタッチするだけで、お手軽に、２人だけの白熱した、３Ｄフィッシン
グ対戦が始まる！このみのポイントで、お友達とフィッシング勝負だ！勝負方式も
５種類あって、何度も対戦を楽しめるぞ！
提供企業

株式会社Contents Creation

メニューリスト名 バス釣りにいこう

©Contents Creation

価格（税込）

月額315円（税込）

サービス開始時期 本発表端末発売同時

©Contents Creation
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アプリタイトル

アプリタイトル

VS TANK touch （仮）

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最強を目指せ！
提供企業

ｉアプリオンラインを使用したリアルタイムバトル「TETRIS LEAGUE」 今度は新機
能ｉアプリタッチに対応！ Bluetooth通信を使って目の前の人と今すぐ対戦！ 今
度のTETRISはトモダチがライバルだ！
提供企業

株式会社Contents Creation

メニューリスト名
メニューリスト名
価格（税込）
サービス開始時期

TETRIS LEAGUE

株式会社ジー・モード
対戦ぐるじゃむ

価格（税込）

月額315円（税込）

サービス開始時期 本発表端末発売同時

いつでもショット
月額315円（税込）

Tetris(R)&(C) 1985-2009 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.

2009年夏予定

©Contents Creation

アプリタイトル

ぷよぷよフィーバーDX (BT ver.)

ご存知「ぷよぷよフィーバーＤＸ」がｉアプリタッチに対応！体験版付きなので情報
料無料でお友達と簡単に対戦できちゃう♪初心者も上級者もフィーバーモードで
アツい対戦を楽しもう!!
提供企業

株式会社セガ

メニューリスト名 ★ぷよぷよ！セガ

©SEGA

価格（税込）

月額315円（税込）

サービス開始時期 本発表端末発売同時

©SEGA

アプリタイトル

V.RバーチャレーシングＤＸ

全ての3Dゲームの原点”バーチャレーシング”が、ワイド画面になって更に豪華
に!! コンシューマゲームのような臨場感を味わいながら近くの友達とリアルタイム
レーシング対戦。体験版付きなので情報料無料でも遊べるぞ！
提供企業

株式会社セガ

メニューリスト名 ★ぷよぷよ！セガ

©SEGA

価格（税込）

月額315円（税込）

サービス開始時期 本発表端末発売同時

©SEGA
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アプリタイトル

アプリタイトル

電脳戦機バーチャロン

ｉアプリオンラインでも大好評のバーチャロンがｉアプリタッチにも対応！迫力の横画
面で近くの友達とリアルタイム対戦！体験版付きなので情報料無料でも対戦できま
す！
提供企業

価格（税込）

株式会社セガ

サービス開始時期 2009年6月

メニューリスト名 ★ぷよぷよ！セガ

©SEGA

アプリタイトル

月額315円（税込）

株式会社セガ

メニューリスト名 ★ぷよぷよ！セガ

©SEGA

提供企業

価格（税込）

月額315円（税込）

サービス開始時期 2009年8月

©SEGA

価格（税込）

株式会社セガ

月額315円（税込）

サービス開始時期 2009年7月

メニューリスト名 ★ぷよぷよ！セガ

©SEGA

アプリタイトル

簡単操作でスーパープレイ！リアルなテニスを誰でも簡単に楽しめるテニスゲー
ム。ＴＶ中継かと思われるほどの臨場感あふれる「リプレイ映像」を実現!!体験版付
きなので情報料無料で近くの友達と勝負できます。
提供企業

「ぷよぷよ」と「コラムス」が合体！ｉアプリタッチでより簡単に近くのお友達と対戦
できます。ルールはシンプルだから初心者でも楽しめます。体験版付きなので情報
料無料でも遊べるぞ！

CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME

パワースマッシュMobile

ぷよぷよ～ん＆コラムス

©SEGA

みんなのテニス モバイル VS

大人気の『みんテニモバイル』に、対戦機能が追加になった『みんなのテニス モ
バイル VS』が登場！『みんテニモバイルVS』では近くにいる友達とBluetooth通信
で対戦ができます！みんなで盛り上がろう！
提供企業

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

メニューリスト名 SCEJ

価格（税込）

月額315円（税込）

サービス開始時期 本発表端末発売同時

©Sony Computer Entertainment Inc.
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アプリタイトル

対戦アルカノイド

アプリタイトル

ブロック崩しの決定版★大人気の『アルカノイド』がさらに進化！１人プレイはも
ちろんＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機能を活かした「対戦プレイ」のほか「２人協力プレイ」も楽しめ
る！
提供企業

価格（税込）

株式会社タイトー

メニューリスト名 インベーダーでGO!

サービス開始時期 本発表端末発売同時

（ｃ）TAITO CORP.1986,2009

アプリタイトル

月額315円（税込）

あの「クターのブルーウォーター」がiアプリタッチの対戦モード追加でバージョン
アップ！テクノウォーターライダーをかっ飛ばし仲間との疾走感あふれるデッドヒート
は「夏」に向けたベストマッチなゲームになるぞ！
提供企業
メニューリスト名

株式会社ディースリー・パブリッシャー
どこでもクター

地球防衛軍３が待望のモバイル化！圧倒的な表現力でこれまでのケータイアプ
リの概念を覆すクオリティーを実現！次から次へと押し寄せるフォーリナーの大群を、
力を合わせて迎え撃ち、地球を防衛せよ！
株式会社ディースリー・パブリッシャー

提供企業
メニューリスト名

地球防衛軍３MOBILE（仮）

（ｃ）TAITO CORP.1986,2009

クターのブルーウォーター TypeD

価格（税込）

月額315円(税込）

サービス開始時期 2009年6～7月予定

©D3PUBLISHER ©GIGA-RENSYA

地球防衛軍３MOBILE

価格（税込）

価格未定

サービス開始時期 ７月中旬

©GIGA-RENSYA ©SANDLOT ©D3PUBLISHER

アプリタイトル

ファミスタワイヤレス

野球ゲームの決定版「ファミスタ」がiアプリタッチ対応の対戦ゲームとして登場！
リアルな友達との対戦は熱くなること間違いなし！！
株式会社バンダイナムコゲームス

提供企業
メニューリスト名

ナムコ･ゲームス

（C)1986-2009 NBGI

価格（税込）

月額315円(税込）

サービス開始時期 2009年6月1日

（C)1986-2009 NBGI
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アプリタイトル

THE 対戦オセロデラックス

大人気のオセロデラックスで遂に対人対戦が可能に！シンプルで誰でも手軽に
ちょっとした時間で対戦を楽しめます！
提供企業
メニューリスト名

株式会社バンダイナムコゲームス
SIMPLE１００シリーズ

価格（税込）

月額105円（税込）

サービス開始時期 本発表端末発売同時

©2009 NBGI/©D3P ©MEGAHOUSE オセロは登録商標です。

アプリタイトル

THE 対戦野球デラックス

SIMPLE100シリーズの名作野球が完全リニューアル！好評のペナントモードに加
えてワールドモードではペナント参加選手から選んで代表チームを作って、トーナメン
ト戦に参加する新モード搭載！対戦は自分の作ったチーム同士で対戦が可能！
提供企業
メニューリスト名

株式会社バンダイナムコゲームス
SIMPLE１００シリーズ

©2009 NBGI/©D3P

価格（税込）

月額105円（税込）

サービス開始時期 7月中旬予定

©2009 NBGI/©D3P
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