
©2006 ParityBit/ENTERBRAIN,INC.

※画面は開発中のものです。

シミュレーション

ｉアプリで大好評配信中の、元祖・競走
馬育成シミュレーション『ダービースタリオ
ン』がメガｉアプリになって大パワーアップ！
グラフィックやサウンドの強化はもちろん、
追加機能も満載です！　ご期待くださ
い！

月額３１５円 未定

ゲームタイトル ジャンル提供企業名
ｉモード情報料

（税込）
サービス

開始時期

今なお根強い人気を誇る格闘ゲームの
代名詞「ストリートファイターＺＥＲＯ」が９
０３ｉに見参！メガゲームだからできた多
彩なアニメーションと技の数々が格闘魂
に火をつける！！

月額３１５円
９０３ｉ発売

同時期

FOMA
®
903iシリーズ向け「メガゲーム

TM
」ラインナップ

未定デビル メイ クライ （仮）

概要（100字程度） 画面

 ©Q ENTERTAINMENT　©2004 BANDAI/NBGI

©Q ENTERTAINMENT　©2005 BANDAI/NBGI

開発中

９０３ｉの超高速３Ｄが「デビル メイ クライ」
のスタイリッシュアクションを現実のものに
した。伝説の魔剣士の血を引くダンテが
ケータイの中を縦横無尽に駆け巡る！
魔剣士ダンテの華麗な舞を目撃せ
よ！！ 未定

© CAPCOM 2006

９０３ｉ発売
同時期

アクション

バイオハザード
エピソード

アクション

９０３ｉならではの 先端３Ｄで「バイオハ
ザード」の世界観と圧倒的な恐怖を実
現。格段にグレードアップしたビジュアル
がキミの背スジを凍らせる！数多のミッ
ションをクリアしてラクーンシティを守
れ！！

© CAPCOM 2006

ストリートファイターZERO アクション

株式会社
カプコン

モンスターハンター アクション

狩るか？狩られるか？「モンスターハン
ター」が９０３ｉでも大暴れ！完全３Ｄで
表現されたフィールドやモンスター、１６０
を超える多彩なクエストを体験せよ！や
り尽くせない超ボリュームは誰もが驚く事
間違いなし！

ルミネスモバイルi（仮）

月額３１５円

© CAPCOM 2006

未定 未定

メテオスモバイル

キューエンタテイ
ンメント

株式会社

月額３１５円
アルゼ

株式会社
はいさい潮姫 シミュレーション

パチスロアプリ・完全フル再現！
５号機のアプリの全演出、全制御が入っ
たパチスロアプリです。
沖縄風の演出、そしてボーナスが当たれ
ば、彩ちゃんがいろんな衣装で踊って祝
福。５０G以内に連荘すればするほど、プ
レミア演出が近くなる！

株式会社
エンターブレイン

ダービースタリオン
forDoCoMo

パズル

パズル

PSP®で好評を博した音と光の電飾パズ
ルゲーム「ルミネス」のiアプリがいよいよ

FOMA
®
 に登場！

新J-POPなどをダウンロードしてルミネ
スをプレイでき、さらに９０３iでは大迫力
の生音スキンも配信予定。
※SO９０３i専用については、ソニー・エリ
クソンのメーカーサイト「SO@Planet」にて
SO９０３iのワイド画面に対応したオリジ
ナルLUMINESを端末発売日より無料配
信します。

ニンテンドーDS® で大人気の打上パズ
ルゲーム「メテオス」がついにiアプリに登
場。

大４人の通信対戦で全国のユーザー
と対戦可能。モバイルでも快適な操作
感で白熱の惑星バトルを楽しもう！
さらに宇宙人育成や、惑星ガチャガチャ
等ボリューム満載！

月額３１５円
月額５２５円

個別課金
１５７円

２００６年
１２月（予定）

２００７年
３月（予定）

月額３１５円

個別課金
５３円

月額３１５円
２００６年

１１月（予定）

©ウェブドゥジャパン ©ミリオン

２００６年
１０月（予定）

©ARUZE CORP.

月額３１５円
２００７年

２月（予定）

IMJ Mobile / Mobile & Game Studio

株式会社IMJ
Mobile

Blue Blaze

「Blue Blaze」は９０３ｉの大容量を活かし
た極上演出のシューティングゲームです。
宇宙、地上、砂漠、海上、基地内部な
ど種類豊富なステージが、高速スクロー
ルや多重スクロールを多用した美麗なグ
ラフィックで登場します。
各ステージの 後には巨大なボスが登
場し、大迫力の空中戦を楽しむことがで
きます。

アクション

トレジャーチェイサー

開拓生活
 ワールド・ネバーランド
～コルネア王国物語～

株式会社
アルティ

株式会社
ウェブドゥジャパン

ダウンタウン熱血行進曲ＤＸ アクション

人気シリーズ「ダウンタウン熱血行進曲
それゆけ大運動会」が９０３ｉメガｉアプリ専
用で登場!
４種目が一つのアプリになっただけではな
く、アプリオリジナルの新規要素を追加し
ているので、昔楽しんだユーザーも、新
規のユーザーも楽しめること間違いナシ
です!!

数多くの迷宮を冒険し、そこに眠る財宝
を集める、『トレジャーチェイサー 』は探検
収集型ロールプレイングゲームです。９０
３iの大容量を活かし、大迫力のビジュア
ル演出によるパーティバトルもストレスなく
遊べます。しかも落としきりアプリなので
時と場所を選ばず冒険を満喫することが
できるのです。

時に恋して働いて…自分だけの村を育
てていこう！　幾世代にもわたる人生を
疑似体験できる生活シミュレーション
「ワーネバ」シリーズ 新作が遂に登場
です。９０３iの中に生まれる様々な「村」
は通信を介して繋がって、不思議な世
界を生み出していきます。

ロールプレイング

育成ゲーム

月額５２５円

月額４２０円

２００６年
１２月（予定）

２００６年
１２月（予定）

©Althi Inc.

©Althi Inc.

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

■提供企業名50音順（敬称略）
■各企業様によって、ｻｰﾋﾞｽ内容・ｻｰﾋﾞ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、ｻｰﾋﾞｽ名は各社の商標または登録商標です。
■「ｹﾞｰﾑﾀｲﾄﾙ」、「概要」、「ｉﾓｰﾄﾞ情報料」、「ｻｰﾋﾞｽ開始時期」、「画面」、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。
■「ｼﾞｬﾝﾙ」については、配信ｻｲﾄのｼﾞｬﾝﾙと異なる可能性がありますのでご了承ください。
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®
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TM
」ラインナップ

概要（100字程度） 画面

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

© GENKI　©GenkiMobile

２００６年
１２月（予定）

２００６年
１２月（予定）

未定

©2006 Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

首都高バトル
EVOLUTION2

アクション

©G-mode

©SQUARE ENIX CO.,LTD.All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN：TETSUYA
NOMURA

月額５２５円

株式会社
スクウェア・
エニックス

DIRGE of CERBERUS
LOST EPISODE -FINAL

FANTAＳＹ VII-
ロールプレイング

※P９０３ｉ
プリイン専用

PS®２で発売された「DIRGE of
CERBERUS -FFVII-」。そこでは語られ
なかった物語がこの作品で明らかになる
ガンアクションRPG。
移動や謎解きを行う「フィールドモード」
と、射撃を行う「FPSバトルモード」を切り
替えるなど、ハイエンド携帯端末用に遊
びやすく 適化。

モバイル・パワフルプロ野球
MEGA（仮）

本格３Dレースアクションの 新作が９０
３i専用として登場！前作と比べてコース
クオリティ＆車両ラインナップを大幅強
化。全て実名で登場する人気車を操作
し、首都高をモチーフとした舞台を颯爽と
駆け抜けろ！

元気モバイル
株式会社

株式会社
コナミデジタルエ
ンタテインメント

モバイル・パワフルプロ野球がますます進
化！
◆進化した野球システム！
飛びつきやヘッドスライディング、悪送球
など、新要素が満載！ＣＯＭの思考が
大幅強化！より賢くなったＣＯＭに勝て
るか？！家庭用でおなじみの投手の「ピ
ヨリ」や「ノックアウト」も再現！
ランナーの表示も家庭用と同じになっ
た！
◆アレンジモードの追加
１１月に配信予定の新アプリ「サクセス大
学野球編」で作成したオリジナル選手を
試合で使用できるようになるぞ！
◆充実のペナントモード
じっくりやり込めるペナントモード搭載！
「お休み」や「ケガ」など、新し要素が加わ
りよりリアルなペナントレースが楽しめる
ゾ！

スポーツ

Ｐ９０３ｉ発売
同時期

イレーサー

辺境の惑星で繰り広げられる、 強３Ｄ
レースゲーム！
携帯の極限を追及した美麗なグラフィッ
クと､圧倒的なスピード感！
８台同時走行で、古代遺跡やメテオ降
り注ぐ灼熱の溶岩地帯を駆け巡る過酷
なバトルレース！

未定アクション
２００７年

２月（予定）

© 2006 SUCCESS

フライハイトクラウディア2
マスターエディション

大好評を博した前作よりも更にスケール
を拡大し、満を持して「フライハイトクラウ
ディア２」が登場！９０３i対応の「マスター
エディション」は追加ダンジョンやサウンドク
オリティの強化など、ボリューム満点の仕
上がりとなっています。 月額３１５円

９０３ｉ発売
同時期

Mobile三國志３

信長の野望・覇王伝

シミュレーション

シミュレーション

智に優れる者がいる、武に長ずる者がい
る。
『Mobile三國志３』は、動乱の三国時代
を舞台にプレイヤーがひとりの君主とな
り、個性豊かな配下を適材適所に活か
し、中国全土の統一を目指す歴史シ
ミュレーションゲームです。

人の心を掴む力が天下を統べる力とな
る！
『信長の野望・覇王伝』は、織田信長や
武田信玄、上杉謙信をはじめとする大
名となり、個性溢れる武将の人心を掌
握しながら、戦国乱世の統一を目指す
歴史シミュレーションゲームです。

月額５２５円

月額５２５円
２００６年

１２月（予定）

９０３ｉ発売
同時期

©KOEI Co.，Ltd.

©KOEI Co.，Ltd.

株式会社
ケイブ

ラヴニーの絵本 ロールプレイング

みんなで楽しめるケータイ初の本格オンラ
インアクションＲＰＧです。手書き調の優
しいグラフィックで描かれた世界を舞台
に、他のプレイヤーとパーティーを組んで
一緒に冒険できます。メガゲーム版では
コミュニティ機能を内包したデラックスな内
容となっています。

月額３１５円
２００６年

１２月（予定）

 CAVE CO., LTD. 2006

ロールプレイング

株式会社
講談社

はじめの一歩 アクション

３Dアクションボクシングアプリが大容量を
いかしてリッチにエキサイティングにパワー
アップ！　間柴や伊達等自由にキャラを
選択して無制限に楽しめるハイクオリティ
バトルと、新たなユーザー同士のコミュニ
ケーションを演出するＧＰＳ対戦を実
現！

月額５２５円
（予定）

２００７年
１月

（予定）

©森川ジョージ/講談社 ©講談社/インタラクティブブレインズ

北斗の拳SE
超DX版

サラリーマン金太郎
超DX版

シミュレーション

シミュレーション

人気のパチスロ機「北斗の拳SE」がメガi
アプリで登場です。
従来のアプリに比べサウンド・演出面が
強化されよりリアルに、また通常版とボー
ナス版を1本にまとめたためロード時間も
短くになりました。使い勝手もクオリティー
も更に向上したメガiアプリをお楽しみくだ
さい。

人気のパチスロ機「サラリーマン金太郎」
がメガiアプリで登場です。
従来のアプリに比べサウンド・演出面が
強化されよりリアルに、また通常版とボー
ナス版を1本にまとめたためロード時間も
短くになりました。使い勝手もクオリティー
も更に向上したメガiアプリをお楽しみくだ
さい。

月額５２５円

株式会社ジー･
モード

株式会社
サクセス

月額５２５円

株式会社
コーエー

株式会社
サミーネットワー

クス

９０３ｉ発売
同時期

９０３ｉ発売
同時期

©武論尊・原哲夫／ＮＳＰ1983 版権許諾番号ＧＳ-４０６．

©本宮ひろ志/集英社/CIA

■提供企業名50音順（敬称略）
■各企業様によって、ｻｰﾋﾞｽ内容・ｻｰﾋﾞ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、ｻｰﾋﾞｽ名は各社の商標または登録商標です。
■「ｹﾞｰﾑﾀｲﾄﾙ」、「概要」、「ｉﾓｰﾄﾞ情報料」、「ｻｰﾋﾞｽ開始時期」、「画面」、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。
■「ｼﾞｬﾝﾙ」については、配信ｻｲﾄのｼﾞｬﾝﾙと異なる可能性がありますのでご了承ください。
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FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

©1987-2006 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/CHUNSOFT/SQUARE ENIX All
Rights Reserved.

ドラゴンクエストII
悪霊の神々

ロールプレイング

日本を代表するRPGのシリーズ第２作
目「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」がメガ
iアプリの大容量を活かして再登場。
前編と後編ふたつのアプリがひとつになっ
て、さらに遊びやすくなりました！

月額５２５円 未定

聖剣伝説
 -ファイナルファンタジー外伝-

ロールプレイング

人気アクションRPG「聖剣伝説」シリーズ
の第１作目がフルカラーで登場。初のオリ
ジナル完全移植に加え、グラフィックを
ケータイにあわせてリニューアル。「マナの
樹」をテーマとした重厚で切ないストー
リーと爽快なアクションが楽しめます。 ５２５円

（１ダウンロード）
２００６年

１１月（予定）

©1991,2006 SQUARE ENIX CO.,LTD.All Rights Reserved.

イース　フェルガナの誓い ロールプレイング

RPGの名作、イースシリーズの 新作が
メガiアプリとなって登場！
美麗な３Ｄグラフィック、壮大なシナリオ、
それらを彩る華麗なサウンド。
携帯アプリの常識を覆すボリュームとクオ
リティをお楽しみ下さい！

株式会社
タイトー

PSP®で人気の新感覚パズルアクション
がメガiアプリとなって
登場！脱出請負人「Mr．ESC」となっ
て、火災、洪水、地震など
の災害から人々を救出せよ！ 速を目
指してLet's EXIT！！

個別課金
５２５円

２００６年
１２月（予定）

サクラ大戦 アドベンチャー
２００６年

１２月（予定）

ケータイデEXIT パズル

©2006 Nihon Falcom corporation
©2006 ScriptArts Co.,Ltd.

Presented by TAITO

© 2005 Gameloft. All Rights Reserved. Published by Gameloft under license from Ubisoft Entertainment. Based

on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Prince of Persia, Prince of Persia The Two Thrones are

trademarks of Jordan Mechner in the US and/or other countries used under license. Gameloft is a trademark of

Gameloft in the U.S. and/or other countries.

© 2006 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft is a trademark of Gameloft in the U.S. and/or other
countries.

©SEGA　©RED

月額３１５円

©TAITO CORP.2006

２００６年
１２月（予定）

ソニック・ザ・ヘッジホッグ２ アクション

ハイスピードアクション『ソニック』シリーズ
第二弾を完全移植！　全１１ステージを
新登場の相棒テイルスと駆け抜け、Dr．
エッグマンの野望を阻止しよう！　更に９
０３i専用のアタックモードを追加してパ
ワーアップ！

『サクラ大戦』がついにFOMA
®
 のｉアプリと

して登場します!!９０３ｉの性能をフルに活
かし、ムービー、キャラクターボイスも実
装！さらに新規イベントグラフィックも大幅
に追加してパワーアップ！貴方の携帯
に、あの感動が蘇ります。

月額３１５円
９０３ｉ発売

同時期

©SEGA

月額３１５円／
ポイント制

株式会社
ディーピー

吉宗（メガｉアプリ）（仮） シミュレーション

吉宗が９０３i専用アプリとなって大都吉
宗CITYに新登場！
ユーザーの皆様のアツい要望にお応えし
て、BIG中の「歌」をリアルに再現！今ま
で以上の臨場感でプレイできるぞ！

月額３１５円 未定

株式会社
ティンマシン

タイプｄｅデート☆ VOICE！ アドベンチャー

登場するガールズキャラクター達とタイピン
グでコミュニケーションして、キャラクターの
好感度を上げていく新感覚の恋愛タイピ
ングゲームです｡
タイピングの入力結果によってキャラクター
の表情やストーリーが変化し、会話シー
ンはアニメ声優のボイスにより臨場感豊
かに表現されます。

月額２１０円
２００６年

１２月（予定）

©TinMachine,Inc.

９０３ｉ発売
同時期

９０３ｉ発売
同時期

アクション

スポーツ

古代バビロンを舞台としたアクションゲー
ム「Prince of Persia ３」をソニー・エリク
ソン端末向けに特別にカスタマイズしたワ
イド画面と迫力ある３Dサウンドで楽しめ
ます。王宮や空中庭園を上下に飛び回
り、ゴールを目指して戦い抜いてくださ
い。

メジャーリーガー「Derek　Jeter」（現NY
ヤンキーズ）公認の本格野球ゲームを
SO９０３iの画面に合わせて描画領域を
広げ、迫力あるプレイをお楽しみいただ
けるようカスタマイズしました。

※画面は『吉宗DX』のものです。

©Sony Ericsson Mobile Communications Japan, Inc.

©Sony Ericsson Mobile Communications Japan, Inc.

©DAITO GIKEN, INC. / (C)DP

AquaBlock+
※SO専用

ソニー・エリクソ
ン・モバイルコミュ
ニケーションズ株

式会社

無料

９０３ｉ発売
同時期

９０３ｉ発売
同時期

テーブルゲーム

パズル

ソニー・エリクソン オリジナルゲーム
「BILLIARD」がSO903iの描画領域に合
わせて縦ワイド版で登場。３Dサウンドに
も対応し、よりリアリティ溢れるビリアード
をお楽しみいただけます。

ソニー・エリクソン オリジナルゲーム
「AquaBlock」がSO903iの描画領域に
合わせて縦ワイド版で登場。上から落ち
てくるブロックに押し潰されないよう、イル
カを操作してゴールを目指してください。

株式会社
セガ

無料
BILLIARD+
※SO専用

無料

無料

Prince of Persia 3
for SO

※SO専用

DEREK JETER PRO
BASEBALL 2006 DX

for SO
※SO専用

株式会社
スクウェア・
エニックス

■提供企業名50音順（敬称略）
■各企業様によって、ｻｰﾋﾞｽ内容・ｻｰﾋﾞ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、ｻｰﾋﾞｽ名は各社の商標または登録商標です。
■「ｹﾞｰﾑﾀｲﾄﾙ」、「概要」、「ｉﾓｰﾄﾞ情報料」、「ｻｰﾋﾞｽ開始時期」、「画面」、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。
■「ｼﾞｬﾝﾙ」については、配信ｻｲﾄのｼﾞｬﾝﾙと異なる可能性がありますのでご了承ください。



ゲームタイトル ジャンル提供企業名
ｉモード情報料

（税込）
サービス

開始時期

FOMA
®
903iシリーズ向け「メガゲーム

TM
」ラインナップ

概要（100字程度） 画面

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

※画面は開発中のものです。

ユビテクノ
株式会社

鬼浜爆走愚連隊
メガｉアプリ

シミュレーション
月額３１５円
月額５２５円

アビリット大人気機種「鬼浜爆走愚連
隊」が大容量メガｉアプリで登場!!大容量
ならではの鬼浜爆走愚連隊に乞うご期
待。

９０３ｉ発売
同時期

©ABILIT  ©SYSCOM ©UBITECHNO

２００６年
１１月（予定）

２００６年
１１月（予定）

©ATLUS 2004 ©Bbmf
Developed by Interactive Brains Co.,Ltd.

©Bbmf/©SEIBU KAIHATSU INC

２００４年にPS２で発売された３Ｄロール
プレイグ『DEGITAL DEVIL SAGAアバ
タールチューナー』をメガｉアプリ専用で前・
後編に分けて配信。フル３Dで構築され
た１５０階の巨大な塔を舞台にケータイオ
リジナルの物語が展開されます。
後編ではゲームシステムがより強化さ
れ、ゲーム性もボリュームアップ。前編の
謎もすべて解明される完全版です。

「さくっと★対戦アプリ」で大人気の落ち
物パズル「ハナビス-online-」が９０３iで
豪華になって登場。人気のゲームシステ
ムはそのままに、花火演出や３Dサウン
ド、ゲーム画面が更に美しく！既に配信
中の「ハナビス-online-」とも対戦可能！

ロールプレイング 月額３１５円

月額３１５円
（サイト内のゲー
ム遊び放題）

DEGITAL DEVIL SAGA ア
バタールチューナー for

Mobile
前編（仮)/後編（仮）

メガ・ハナビス-online-

株式会社
ビービーエムエフ

パズル

株式会社
バンダイナムコ

ゲームス

バンダイネット
ワークス

株式会社

株式会社
ドワンゴ／
チュンソフト

株式会社
ハドソン

桃太郎電鉄JAPAN
 豪華版

テーブルゲーム

９０３iシリーズのメガゲーム
TM

に早くも“桃
鉄”が登場！「桃太郎電鉄JAPAN」を
もとに、ケータイシリーズ初の絶好調シス
テムを搭載！さらに季節によってマップが
変化するぞ！豪華版ならではの「桃太
郎電鉄JAPAN」を楽しもう！ 未定

月額３１５円
２００６年

１１月（予定）

BOMBERMAN Act:Zero
MOBILE Type

アクション

Xbox３６０
ＴＭ

で大人気のアクションゲーム
が早くもiモードに移植決定！９０３iシ
リーズのハイスペックな機能をフル活用し
て、３D表現の限界まで迫ります！キャラ
クターもリアルになって、今までとは一味
違う“ボンバーマン”を体感して下さい。

未定

鉄拳２
９０３ｉ発売

同時期
アクション

アーケード、家庭用で大人気の３D格闘
ｹﾞｰﾑ「鉄拳２」が、９０３iシリーズ向けメ
ガiアプリで遂に登場！
鉄拳シリーズでも特に人気の高い本作
を忠実に再現！
また、ルールや操作方法などにアレンジを
加え、携帯端末でも操作しやすい「お手
軽モード」を実装し、格闘ゲーム初心者
やライトユーザーでも「鉄拳」の世界を味
わうことが出来ます。

月額３１５円

©HUDSON SOFT

２００６年
１２月（予定）

アドベンチャー

サウンドノベルの代表作とも言える「かま
いたちの夜」シリーズ。その 終章である
「かまいたちの夜×３」が９０３iに登場し
ます。過去２作品の集大成である本作
は新たな悲劇を絡めながら真相を明らか
にしていく物語です。 月額３１５円

／ポイント制

５２５円
（個別課金）

風来のシレンMEGA ロールプレイング

大ヒットRPG「不思議のダンジョン 風来の
シレン」を再現し、好評を得ているiアプリ
版が、グラフィック・エフェクト共により美しく
リアルにグレードアップしました。新要素も
満載で９０３iで新しく登場します。

９０３ｉ発売
同時期

２００６年
１１月（予定）

機動戦士ガンダムSEED
鳴動の宇宙

アクション

「機動戦士ガンダムSEED」が９０３i専用
アプリになって登場！９０３iの大容量を
活かし、アクションシューティング&対戦格
闘という新しいゲーム性を確立！総勢１
２種類以上のＭＳの操作が可能であり、
コンシューマゲーム機級のゲームボリュー
ムとクオリティを実現しているぞ！さらに
キャラクター達が喋り、リアルなBGM/効
果音がキミの五感を刺激する！！

未定

かまいたちの夜×３
三日月島事件の真相

©2006 CHUNSOFT/すぎやまこういち

©1994-2006 NBGI

©創通エージェンシー・サンライズ・毎日放送　©BANDAI NETWORKS

©CHUNSOFT/我孫子武丸/田中啓文/牧野修
©2006 CHUNSOFT/我孫子武丸/羽毛田丈史

ぴあデジタルコ
ミュニケーションズ

株式会社

テーブルゲーム

上級者も満足の将棋アプリ「金沢将棋」
が、「強さ」はそのままに、ついに通信なし
で対局できる９０３i専用メガiアプリとなっ
て登場！リアルな盤面や駒音、充実の
機能満載。勿論、初心者から上級者ま
で楽しめるレベル設定あり。 月額３１５円

免許をとろう！
普通免許・実技編

（９０３i版)

囲碁・将棋チャンネル
金沢将棋

（９０３iバージョン）

©PIA ©UNBALANCE Corp.

シミュレーション

リアル教習所シミュレーション「免許をとろ
う！」で一番人気の普通免許・実技ア
プリが、９０３i専用メガｉアプリでよりリアル
にパワーアップ！夜間や雨天の教習、対
向車とのすれ違い等、臨場感抜群！更
に教官は声を出して指導します。 月額３１５円

２００６年
１２月（予定）

２００６年
１２月（予定）

※画面は開発中のものです。

©HUDSON SOFT

©PIA ©ASOBISM

■提供企業名50音順（敬称略）
■各企業様によって、ｻｰﾋﾞｽ内容・ｻｰﾋﾞ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、ｻｰﾋﾞｽ名は各社の商標または登録商標です。
■「ｹﾞｰﾑﾀｲﾄﾙ」、「概要」、「ｉﾓｰﾄﾞ情報料」、「ｻｰﾋﾞｽ開始時期」、「画面」、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。
■「ｼﾞｬﾝﾙ」については、配信ｻｲﾄのｼﾞｬﾝﾙと異なる可能性がありますのでご了承ください。



ゲームタイトル ジャンル提供企業名
ｉモード情報料

（税込）
サービス

開始時期

FOMA
®
903iシリーズ向け「メガゲーム

TM
」ラインナップ

概要（100字程度） 画面

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

９０３ｉ発売
同時期

９０３ｉ発売
同時期

©BELLCO  ©UBITECHNO

©OKAZAKI ©UBITECHNO

ベルコ大人気３アプリ　「スーパービンゴ」
「デカデジ」「さるかに711」が１ファイルで
全てDLできる９０３ｉ専用スーパーパック
配信!ダウンロード後は好きな機種を選ん
でPLAYできるよ！

岡崎産業渾身の３アプリ　「ランスロット」
「スーパージャックポット」「ジャックポット」が
何と１ファイルでＤＬ可能！驚愕のスー
パーパック登場。好きな時に好きなアプリ
で思う存分楽しもう!

月額３１５円
月額５２５円

月額３１５円
月額５２５円

スーパービンゴ・デカデジ・さ
るかに７１１

スーパーパック

ランスロット・スーパージャック
ポット・ジャックポット

スーパーパック

ユビテクノ
株式会社

シミュレーション

シミュレーション

牧場物語モバイル
Life&Love

（「牧場物語モバイル」サイ
ト）

新・川のぬし釣り
（「川のぬし釣り」サイト）

株式会社
ライブウェア

シミュレーション

スポーツ

ペットと一緒に魚釣り！
「川」「海」に続く第３弾は可愛いお供と
一緒に「ぬし」に挑戦。
カッパ・ネコ娘・タヌキが一緒に釣りへお出
かけします。
手ごわい大物もペットのお手伝いでゲッ
ト！
簡単操作で誰でも遊べる釣りゲームの
決定版です。

「女の子版」も遊べる！
プレイヤーの約半数が女性である本作
ならではの嬉しいモードです。
ほのぼのと作物や動物を育てる牧場生
活も全面一新。
綺麗な「花園」や冒険が待受ける「鉱
山」が加わり、結婚にも何か秘密が･･･

© Liveware Inc.　© Marvelous Interactive Inc.

© Liveware Inc.　© Marvelous Interactive Inc.

月額３１５円

月額３１５円

９０３ｉ発売
同時期

２００６年
１２月（予定）

■提供企業名50音順（敬称略）
■各企業様によって、ｻｰﾋﾞｽ内容・ｻｰﾋﾞ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、ｻｰﾋﾞｽ名は各社の商標または登録商標です。
■「ｹﾞｰﾑﾀｲﾄﾙ」、「概要」、「ｉﾓｰﾄﾞ情報料」、「ｻｰﾋﾞｽ開始時期」、「画面」、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。
■「ｼﾞｬﾝﾙ」については、配信ｻｲﾄのｼﾞｬﾝﾙと異なる可能性がありますのでご了承ください。



月額３１５円
月額５２５円

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

アドベンチャー

ごく普通の女子高生だった「私」は、突然
アリスと呼ばれてシロウサギを追いかける
ことに。
ルイス・キャロルの不思議の国のアリスで
おなじみのキャラクターたちが、闇の迷宮
へとアリスを誘う。
シロウサギを追いかけたアリスは迷宮の
果てで何を見るのか……。
不思議で少し不気味な選択型テキスト
ホラー。
後編では、シロウサギを追って私は走る。
真実と破滅に向かって歪みの国の果てで
アリスを待ち受けるものとは？アリスが真
実にたどりついたとき、新たな惨劇の幕が
あがる･･･！

「先生　約束覚えている？」
あなたの部屋に自分のものではないカレ
ンダーはありませんか？
身に覚えのない電話はかかってきません
か？
畳み掛けるように起こる数々の心霊現
象に、あなたは耐えられるか？
心霊現象体験 ショートホラーアドベン
チャー。

©ＳＵＮＳＯＦＴ　２００６

ロールプレイング

育成ゲーム

シミュレーション

月額３１５円

サン電子
株式会社

歪みの国のアリス　前編/後編 アドベンチャー

２１０円
（１ダウンロード）
※前編・後編ご

とに課金

© GenkiMobile

元気モバイル株
式会社

未定

月額３１５円
２００７年

１月（予定）

IMJ Mobile / Mobile & Game Studio

開発中株式会社
IMJ　Mobile

エアマッチ！ゴルフ アクション

「エアマッチ！ゴルフ」は通信対応のゴル
フゲームです。
「エアマッチ」とはユーザのプレイデータを
用いた疑似対戦システムで、ルールに
従った演出で結果を再現し、あたかもリ
アルタイムで対戦しているように通信対
戦を楽しむことができます。
１人プレイは育成モードで、１８ホールを
回ったスコアによって、プレイヤーキャラが
レベルアップしていきます。プレイデータは
サーバーへ蓄積され、ランキングやエア
マッチに対応します。
大会で上位を取ると賞金が贈られ、それ
を使って各種のグッズやアイテムを買うこと
ができ、プレイヤーは自分なりのキャラク
ターをカスタマイズすることができます。

株式会社
カプコン

ロックマン５
ブルースの罠！？

アクション

敵か、味方か！？　ブルースと対決。謎
のロボット軍団を倒し、ライト博士を救い
出せ！みんなのロックマンが大活躍する
人気アクションシリーズの第５弾！

ロックマンエグゼ
レジェンド オブ
 ネットワーク

逆転裁判
蘇る逆転

アドベンチャー

人気法廷アドベンチャーゲーム『逆転裁
判』がハイクオリティグラフィック、日本語
／英語両対応、さらに待望の”第五話
「蘇る逆転」”を加えてリニューアル！！

ロールプレイング

遥かなる時を越え、ついに動き出した壮
大なる陰謀…。熱斗とロックマンの新たな
る戦いが始まる！アプリオリジナルストー
リー第２弾がいよいよ登場！！

月額３１５円
２００６年

１０月

©ＳＵＮＳＯＦＴ　２００６

© 2006 SUCCESS／Crea-Tech

２００６年
１２月（予定）

©althi Inc.

©2006　松永直己／ＳＵＣＣＥＳＳ

©FAITHCORPORATION　©DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd.

© CAPCOM 2006

２００６年
１０月

© CAPCOM 2006

２００６年
１２月（予定）

２００６年
１２月（予定）

月額３１５円

月額３１５円

２００６年
１０月

月額３１５円
/６０チケット

※追加チケット
１０５円

/２０チケット

９０３ｉ発売
同時期

９０３ｉ発売
同時期

© CAPCOM 2006

大人気パチンコ機「CR中森明菜 歌姫
伝説」の実機シミュレーターアプリです。
実機の演出をアプリで可能な限り再現し
ています。「１／２の神話」「DESIRE」な
どの数々のﾋｯﾄ曲をもﾓﾁｰﾌにした液晶
演出はファンならずとも必見！　パチンコ
知らなくとも楽しめるパチンコシミュレー
ターアプリです。

ｉモード情報料
（税込）

サービス
開始時期

画面

FOMA
®
 903ｉ/902ｉ/901ｉ/900ｉシリーズ向けｉアプリゲームラインナップ

ゲームタイトル ジャンル 概要提供企業名

CHAIN
-連鎖殺人事件-

アドベンチャー

「未来を垣間見る力」を持つ主人公が、
黙示録になぞらえた連続殺人事件の謎
を解き明かす！好評配信中の『サイコミ
ステリーシリーズ』最新作、第９弾はラジ
オドラマとアプリのコラボレーション！

月額３１５円
２００６年

１１月（予定）

自分だけの女子プロレス軍団を作り上げ
よう。
レスラーは商品などについているバーコー
ドを読むことによって登場。気に入ったレ
スラーがいたらスカウトして入手。集めた
レスラーを試合や会話などで育てていき
ます。

熱狂的なファンを持つ、メタルシリーズの
完全新作が、「iモード」で登場します。
新たなフィールド、新たな賞金首、そして
新たな戦車。
オールドファンだけでなく、全てのRPGユー
ザーを虜にする伝説のRPG再び。

月額２１０円

メタルサーガ MOBILE

レッスルエンジェルス 愛

中森明菜　歌姫伝説DX

サン電子
株式会社

一夜怪談

月額５２５円
株式会社
アルティ

J.B.ハロルドシリーズ
　「サンフランシスコ・ブラック・

ベル」
アドベンチャー

上院議員のスキャンダル…そしてJ.B.ハロ
ルドに忍び寄る銃口。
新生「J.B.シリーズ」第２弾はサンフランシ
スコを舞台に広げられる、本格推理アド
ベンチャーゲームです。

株式会社
サクセス

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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。
■「ゲームタイトル」、「概要」、「価格」、「サービス開始時期」、「画面」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。
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ロールプレイング

© 2006 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.　CONCEPT DESIGN:TETSUYA
NOMURA

©2006 Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

２００６年
１１月（予定）

 ©2006 Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

©2006　SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.　Developed by MSF/Winds

２００６年
１１月（予定）

月額３１５円
今冬

（予定）

月額３１５円

月額３１５円
※パワプロワー

ルド内

２００６年
９月

MONOTONE

舞台は突如現れた魔王に『色』と『音』が
奪われはじめた世界。プレイヤーは勇者
“モノ”を操作して魔物を退治し、『色』と
『音』、そして人々の『希望』を復活させ
ながら世界を旅してまわるRPG。バトルは
シンプルなパズルアクション。 月額２１０円

FRONT MISSION 2089-II シミュレーション

人気シミュレーションRPG「フロントミッショ
ン」モバイル版の新シリーズが遂に登
場！ゲームシステムも“ジョブシステム”の
採用、“バトル中の演出強化”など、大
幅にバージョンアップ。
※９０３ｉ対応時期は２００６年１１月を
予定

月額５２５円

J.LEAGUE OFFICIALLY LICENSED PRODUCTS　©SEGA

（社）日本野球機構承認　NPB BIS プロ野球公式記録使用　©SEGA

©SEGA

ウイニングイレブン２(仮) スポーツ

ウイニングイレブン２がいよいよ登場！
これまでにお客様からのご要望が高かっ
た、思考ルーチンをさらに強化し、これま
で以上にリアルな選手の動きを実現。
さらに、グラフィックも大幅向上しているの
で、臨場感あふれる試合をお楽しみいた
だくことができます。
もちろん、チーム/選手データは最新のも
のを使用。

今春
（予定）

開発中

©1999&2006 Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

２００６年
１０月１６日

Tetris® &©1985 - 2006 Tetris Holding, LLC.Licensed to The Tetris Company. Game
Design by Alexey Pajitnov.Logo Design by Roger Dean.All Rights
Reserved.Sublicensed to Electronic Arts Inc. and G-mode, Inc.

ドコモダケ:©NTT DoCoMo/ dentsu ©G-mode

月額５２５円
９０３ｉ発売

同時期

月額３１５円

パズル

サクセス大学野球編 スポーツ

株式会社
コナミデジタルエ
ンタテインメント

ウイニングイレブン
クラブマネジメント(仮)

スポーツ

株式会社
ジー・モード

人気No.１パズル「TETRIS」と「ドコモダ
ケ」が夢のコラボレーション!
４ライン消し（テトリス）などの技を決める
と、ドコモダケファミリーがかわいくアニメー
ションするほか、ゲーム中にドコモダケの
CMソングがBGMとして使用可能になって
います。 月額１０５円

月額２１０円

家庭用「実況パワフルプロ野球６」の「サ
クセスモード」がアプリで復活！
◆舞台は大学野球！
野球や勉強、恋愛、アルバイトなど、イ
ベントが盛りだくさん！
◆育成できる大学は３校！
選手を一人作成すると、新規の大学が
選択可能になり、最大３校の中から育
成する舞台を選べるようになるぞ！大学
により発生するイベントや練習メニューも
異なるので、完成する選手のタイプのま
ちまちだ！
◆育てた選手は、PS®２ 用「実況パワフ
ルプロ野球１３」で使用できるぞ！

ウイニングイレブンモバイルにサッカークラブ
経営シュミレーションアプリが遂に登場！
ゲーム開始時は大好きな国内クラブチー
ムで戦術を駆使したり、お気に入りの選
手を獲得して世界の頂点を目指そう！
通信機能を使って、ユーザー間のチーム
同士で提携ができ、独自の練習方法を
交換できるなど、ケータイならではの機能
が満載。
もちろん、登場する選手やチームは実名
です！
※一部チーム/選手を除く
さらに、シュミレーションゲームでありなが
ら、試合シーンはこれまでのウイニングイレ
ブンモバイルで培った思考ルーチンを採
用しているため、本格的に再現されま
す。

テトリス☆ドコモダケ

J.LEAGUE プロサッカークラブ
をつくろう！モバイル

セガ最強サッカーゲームサイト！国内ナ
ンバー１サッカーシミュレーションゲーム『サ
カつく』とリアルなアクションサッカーゲーム
『Ｊリーグプロストライカー』の両コンテンツ
がプレイできる魅力満載のサイト。

スポーツ

ぷよぷよSUN パズル

大人気落ちものパズルゲームの第３
弾！
新たに、大量のおじゃまぷよを送り込める
『太陽ぷよ』が登場し、大逆転が可能に
なりました。
ステージ間の漫才デモや、連鎖中のアニ
メーション等、演出もパワーアップしていま
す。

月額３１５円
２００６年

１１月（予定）

９０３ｉ発売
同時期

©SEGA

９０３ｉ発売
同時期

ダービー馬をつくろう！
モバイル

育成ゲーム

競馬ゲームの最高峰「ダビつく」シリーズ
のモバイル版！競走馬を育成・生産し、
日本ダービー、そしてGⅠレース全てを制
覇！
モバイルならではの、全国のユーザーとの
ネットワークレースが大好評！

プロ野球チームをつくろう！
モバイル

スポーツ

国内No.１プロ野球シミュレーションゲー
ム！
もちろん選手、監督が実名で登場。
プレイヤーは監督兼球団経営者となって
日本一、世界一の球団を目指す。ユー
ザ間対戦の「バトルモード」も熱い！

月額５２５円

株式会社
スクウェア・
エニックス

株式会社
セガ

株式会社
セガ

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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。
■「ゲームタイトル」、「概要」、「価格」、「サービス開始時期」、「画面」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。
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©高橋弥七郎・メディアワークス／「灼眼のシャナ」製作委員会
©TAITO CORP.2006

イースⅤ Lost Kefin,
Kingdom of Sand

ロールプレイング

ひぐらしのなく頃に アドベンチャー

灼眼のシャナ アクション

小説、コミック、アニメで大人気の「灼眼
のシャナ」を２Dアクションゲームとして再
現。原作１巻から４巻までのシャナの戦
いがケータイで蘇ります。
充実したゲームシステムと共に、キャラク
ターの魅力を引き立たせる演出画面で
新しいシャナの魅力を提供。

未定
２００６年

１１月（予定）

砂嵐に守られた幻の都｢砂の都ケフィ
ン｣･･･新たなる冒険を求めてアドルはサ
ンドリアの街に降り立った｡
新たなアクションに[ジャンプ][錬金魔法]
を加え､より奥深い物語が始まる!
ケータイならではの快適なアクションRPG
を体感しよう!

個別課金
５２５円

２００６年
１０月（予定）

©1995-2006 Nihon Falcom corporation
©2006 ARC SYSTEM WORKS Co.,Ltd.

Presented by TAITO

電車でGO！シカゴ編 シミュレーション

アニメ、漫画でも人気の同人ゲーム『ひぐ
らしのなく頃に』が遂にiモードに登場！各
編ごとに提示される謎と手がかりを元に、
殺人事件の真相を推理するサウンドノベ
ル。原作同様の感動と恐怖を忠実に再
現！謎や伏線が全編に張り巡らされた
シナリオは、ミステリーファンも納得の完成
度。

未定
２００６年

１２月（予定）

今回の「電車でGO！」は日本を飛び越
えて、初の海外編が登場！路線はアメリ
カはシカゴの名物「BrownLine」！高層
ビルの谷間を走る高架鉄道は数々の映
画やドラマの舞台にもなった路線だ。
さぁ、シカゴの街を電GO!で運転しちゃお
う！更に観光モードも充実！

月額３１５円
２００６年

１２月（予定）

Powered by Railfan
　　　　　　©ONGAKUKAN Co.,Ltd　©TAITO CORP.1996,2006

©07th Expansion　©TAITO CORP.2006

©Sony Computer Entertainment inc.

トロのお話しアプリ
ムネきゅんなのニャ

お話ゲーム

ムネきゅん要素満載！！
プレイステーション® の「どこでもいっしょ」
でおなじみのトロとお話し遊びが楽しめる
ｉアプリ。
他愛のないお話しの中にもジーンとする
深～いコトバが。ショッキングなトロの「旅
立ち」も・・・。

株式会社
ソニー・コン

ピュータエンタテ
インメント

月額３１５円
２００６年

１１月（予定）

みんなのＧＯＬＦ
モバイル２＋

スポーツ

大好評！リアルタイム対戦が、より手軽
に楽しくなりパワーアップ！！
『みんなのＧＯＬＦ モバイル２』がリニューア
ル！！リアルタイム対戦が
より手軽に楽しくライバルたちと対戦を楽
しめるようになりました！！

©Sony Computer Entertainment Inc.

月額３１５円
２００６年

１１月（予定）

日本プロ野球機構公認！日本プロ野
球全チームのチーム名、８００名の総勢
選手が全て実名で登場します。ユーザー
は監督や選手となり自分の好きな各球
団の選手を揃えて優勝を目指します。
携帯では初のプロ野球ネットワーク対戦
ゲームで他ユーザーとのリアルタイム対戦
が可能です。

月額３１５円

月額３１５円

ＭＬＢﾓﾊﾞｲﾙｹﾞｰﾑ

めざせ!ﾌﾟﾛ野球ｵﾝﾗｲﾝ

スポーツ

スポーツ

日本初！MLB公認の最新選手データ
を使用し、選手･球団が実名で登場す
るMLBゲームサイトです。オンライン対戦
に加えて、ユーザー間選手トレードでオリ
ジナルチームも作成が可能！

９０３ｉ発売
同時期

©tasuke/©MLBPA. Official Lisence Major League Baceball Players Association. Visit
the Players Choice on the web at www.bigleaguers.com

©tasuke

株式会社
ディースリー･パ

ブリッシャー

THE お姉チャンバラモバイル

９０３ｉ発売
同時期

クターのブルーウォーター

アクション

アクション

キャラクター

THE 地球防衛軍モバイル

©GIGA-RENSYA©D3PUBLISHER

携帯電話でいつでも｢お姉チャンバラ｣！
爽快感、斬撃感をそのままに片手でサク
サク楽しめる驚きの操作性を実現。バト
ルモード、探索モード、アドベンチャーモー
ドで物語が展開。妹の咲を探して美貌
の女剣士彩の戦いがはじまる！
※１１月オープン予定「ＳＩＭＰＬＥ５００シ
リーズ」内コンテンツ

人気の｢地球防衛軍｣シリーズが登場！
携帯で再現された絶望感溢れる地球
防衛軍の世界。携帯版ならではのオリジ
ナル要素も搭載。サバイバルミッションで
は膨大な数の巨大生物が登場。３Dア
プリの真の限界突破、ここに極まる！
※１１月オープン予定「ＳＩＭＰＬＥ５００シ
リーズ」内コンテンツ

笑っているのか泣いているのかさっぱりわ
からない驚異の無表情キャラ「クター」。
そんなクターが今度は水上を爆走だ！右
へ左へ急カーブ、障害物をすり抜けて、
ライバル達とデッドヒート！リンゴを取って
猛チャージ！！水しぶきを飛ばしまくって
トップを目指せ！このかわいさ、スピード
感はやみつき感間違いなし！
※１２月オープン予定「どこでもクター」内
コンテンツ

月額３１５円

個別課金
５２５円

個別課金
５２５円

２００６年
１１月（予定）

２００６年
１１月（予定）

２００６年
１２月（予定）

©TAMSOFT©D3PUBLISHER©SonicPowered.

©SANDLOT©D3PUBLISHER©INTERACTIVEBRAINS

株式会社
タイトー

株式会社
タスケ

株式会社
ディースリー･パ

ブリッシャー

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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。
■「ゲームタイトル」、「概要」、「価格」、「サービス開始時期」、「画面」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。
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株式会社
ドワンゴ

／スパイク
ご当地検定 クイズ

４７都道府県の地理・歴史・グルメ・方
言・エンタメ等楽しみながら知識が増える
「ご当地検定」。携帯電話で日本全国
の方言が聞ける!検定問題を解けば、全
国の知識が増えて会話も広がる!
さて、キミの日本人レベルはどれくらい?

月額３１５円
２００７年

１月（予定）

©2006 Spike All Right Reserved.

月額３１５円

月額３１５円

２００６年
１２月（予定）

月額３１５円

©GAINAX・カラー/Project Eva.
©BANDAI NETWORKS

２００６年
９月

２００６年
９月

©BANDAI 2005
©BANDAI NETWORKS

©VANGUARD

新世紀エヴァンゲリオン
ダイスバトルインパクト

シミュレーション

すごろく形式でフィールド上を歩き回り、
キャラクターのレベルアップや、プレイヤー
同士でのポイント・アイテムの争奪戦を
行っていくゲーム。各ステージ、一定のタ
イミングで｢使徒｣が現れるので、強力な
カードをゲットし装備を整え､｢使徒｣に立
ち向かおう！！

バンダイネット
ワークス

株式会社
デジモンポケットダンジョン パズル

デジモンがパズルのダンジョンに挑む！
様々なアイテムを駆使してトラップを切り
抜けろ！モタモタしてると敵デジモンとエン
カウント！！見事バトルを勝ち抜いてい
けば、どんどん強いデジモンに進化する
ぞ！

機動武闘伝Gガンダム
前編・後編

©創通エージェンシー・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

月額３１５円
９０３ｉ発売

同時期
アクション

Ｇガンダムの世界観を活かした格闘ゲー
ム。迫力あるキャラクターが必殺技を繰り
ひろげ、激しいバトルを展開するぞ。前
編はＴＶシリーズ前半のサバイバル１１
を、後編はＴＶシリーズ後半のネオ香港
決勝を再現！

©OmiyaSoft
©2006　DWANGO Co., Ltd.

“Culdcept”、“カルドセプト”は有限会社大宮ソフトの登録商標です。

©2006 NBGI

月額３１５円
今冬

（予定）

カルドセプト モバイル
 アナザーチャプター

ロールプレイング

『携帯ゲーム百選』で、現在好評配信
中の「カルドセプト　モバイル　アナザー
チャプター」が、新機種９０３iシリーズに
対応することが決定。熱いカードバトル
や、豊富なクエスト、ダンジョン探索なども
そのままに、メガiアプリの大容量仕様に
よって更にパワーアップします。

株式会社
ドワンゴ

ひぐらしのなく頃に アドベンチャー

『アニメ版「ひぐらしのなく頃に」竜騎士０７
監修オリジナルアドベンチャーゲームを９０
３iシリーズ対応で『携帯ゲーム百選』に
て配信。新キャラクターであるプレイヤー
の選択が、登場人物たちの運命を左右
する!?ファン待望のコンテンツが登場!!』 月額３１５円

２００６年
１２月（予定）

©2006竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会･創通エージェンシー
©2006　DWANGO Co., Ltd.

川島教授の全脳ﾄﾚ(仮) 学習

東北大学　川島隆太教授　監修の脳
を活性化する｢全脳トレアプリ｣や、楽し
みながら脳年齢を測定できる｢脳年齢
測定機能｣など、脳に役立つゲームやコ
ンテンツをご提供致します。
また、アーケード用ゲーム機「みんなで鍛
える全脳トレーニング」データ連動できる
機能もあり、携帯端末と全国のアミュー
ズメント・スペースの両方でお楽しみいた
だけます。

株式会社
バンダイナムコ

ゲームス

桃太郎電鉄CHUBU テーブルゲーム

今回の「桃鉄」は中部地方が舞台！初
めて搭載される戦国武将システムがゲー
ムの行方を大きく左右するぞ！信長、秀
吉、家康といった歴史に名高い武将を
味方につけるのがカギ！その他、中部地
方ならではのイベントも満載！

©HUDSON SOFT

月額３１５円
２００６年

１１月（予定）

大貝獣物語MOBILE ロールプレイング

ファンタジー大作RPGが１２年の時を経て
遂に復活！かわいらしい“貝獣”たちや、
個性溢れる魅力的な仲間たちと共に、
幻大陸シェルドラドを救おう！ケータイ版
オリジナル要素もバッチリ追加。

株式会社
ハドソン

脳内覚醒
ハニカムビート

パズル

SUDOKU２
 -数独２- （仮）

©BIRTHDAY/HUDSON SOFT

月額３１５円
２００６年

１０月下旬
（予定）

全世界で大人気「SUDOKU -数独-」
の待望の第２弾が早くも登場！１～９ま
での数字を重ならないようにマス目に入
れるだけのシンプルかつ奥が深いパズル
です。初めての人も絶対はまるロジックパ
ズルをお楽しみ下さい。 月額３１５円 未定

※画面は開発中のものです。

©2001-2006 NIKOLI Co.,Ltd.　©HUDSON SOFT

パズル

ハチの巣みたいなハニカムパネルをビート
して同じ色に揃える新感覚パズルが登
場！反転させて、色を揃えて、パネルを
消す！簡単そうで奥が深いゲームです。
シンプルパズルで脳内を覚醒せよ!!

月額３１５円
２００６年

１０月

©HUDSON SOFT

スリザーリンク パズル

ニコリ社問題提供の新作パズル登場！
盤面の数字から隠された一本線を解き
明かそう。線は重なったり、交わったりした
らアウトです。慣れてくるとサクサク解けて
爽快！一度ハマるとやめられなくなっちゃ
うかも!? 月額３１５円

２００６年
１２月（予定）

©2001-2006 NIKOLI Co.,Ltd.　©HUDSON SOFT

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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。
■「ゲームタイトル」、「概要」、「価格」、「サービス開始時期」、「画面」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。



FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

ｉモード情報料
（税込）

サービス
開始時期

画面

FOMA
®
 903ｉ/902ｉ/901ｉ/900ｉシリーズ向けｉアプリゲームラインナップ

ゲームタイトル ジャンル 概要提供企業名

©創通エージェンシー・サンライズ
©BANDAI NETWORKS/講談社

パズル

マジックアローピュアホワイト パズル

バンダイネット
ワークス

株式会社

デジモンポケットウォーズ

秘密戦隊ゴレンジャー

月額３１５円

©2005-2006 Shift
©BANDAI NETWORKS

月額３１５円
２００６年

１１月（予定）

２００６年
１２月（予定）

メガヒットゲーム「XI[sai]」の開発元：
Shiftが送り出したパズル「マジックア
ロー」。その第二弾がついに登場だぞ！
今度のゲームは破壊力抜群の爆弾パネ
ルが新たに追加、爽快感がグーンとアッ
プ！

月額３１５円
２００６年

１２月（予定）

機動戦士ガンダム
MSマスターズRebirth

ロールプレイング

大人気サイト「機動戦士ガンダムＭＳマ
スターズ」に待望の続編アプリが登場！
超美麗なグラフィックに加え、ＭＳカスタマ
イズやパイロット毎の特殊能力など新規
要素が大幅に追加！
新たなＭＳを駆り、一年戦争を再び駆け
抜けろ！

ズーキーパーファンの皆様、長らくお待た
せいたしました！
あのハマリ系パズルゲーム「ズーキー
パー」がパワーアップして登場！
性悪園長の難問をクリアしながら動物園
の平和を再び取り戻せ！

©本郷あきよし・東映アニメーション・フジテレビ
©BANDAI NETWORKS

©BANDAI NETWORKS
©Buddiez,inc.

©石森プロ・東映
©BANDAI NETWORKS

月額３１５円
２００６年

１０月

アクション

キミのデジモンが強大な敵デジモンに挑
む！ステージをクリアすると、レアデジモン
が手に入るぞ。このレアデジモンは、バン
ダイより絶賛発売中の「デジウィンドウ」へ
赤外線を使って送ることができるのだ。

月額３１５円
２００６年

１０月（予定）

アクション

今年で３０作目を数えるスーパー戦隊シ
リーズの第一作
「秘密戦隊ゴレンジャー」がアクションゲー
ムで登場！
ゴレンジャーを使い分け、黒十字軍を撃
滅せよ。
おなじみのゴレンジャーハリケーン、なぞな
ぞも完全再現!!

立喰師列伝
～やつらのための言葉があ

る～
パズル

「攻殻機動隊」「イノセンス」などの脚本・
監督を務めた押井守監督最新作「立
喰師列伝」がパズルで登場！
「けつねそば」「ぎゅうどん」など、原作に散
りばめられたキーワードを上手に組み合
わせ、複数連鎖で相手を押し切ろう！

©2006 押井守・Production I.G / 立喰師列伝製作委員会
©BANDAI NETWORKS

月額３１５円
２００６年

９月

すもももももも
～地上最強のヨメ～

かしまし
～ガール・ミーツ・ガール～

株式会社
ワークジャム

ズーキーパークエスト

２００６年
１１月（予定）

２００６年
１１月（予定）

アドベンチャー

アドベンチャー

　武術家一族の血筋を守るため、九頭
竜もも子が犬塚孝士に結婚を迫る一方
で、結婚に反対する武術家達が二人に
襲いかかります。
　プレーヤーはもも子になって、孝士の希
望に沿った選択をしつつ、敵に対し有効
な手を見つけ出して戦います。

宇宙船の事故によって男から女になった
大佛はずむを取り巻き、純真で不思議
な恋愛模様が展開します。
プレーヤーは宇宙人となって、はずむ達
地球人の感情を正しく観察し、感情を
失ったせいで滅亡の危機を迎えている母
星のために研究します。

©大高忍／スクウェアエニックス・すもも製作委員会　©WorkJam

©あかほりさとる・桂遊生丸・メディアワークス/かしまし製作委員会　©WorkJam

月額３１５円

月額３１５円

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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。
■「ゲームタイトル」、「概要」、「価格」、「サービス開始時期」、「画面」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。
■「ジャンル」については、配信サイトのジャンルと異なる可能性がありますのでご了承ください。



メガｉアプリ
対応

株式会社 アクセル 駅すぱあと

ＧＰＳ機能対応により、今いる場所の最寄り駅をご案内します。さ
らに路線図から出発・到着駅を指定可能になりました。
さらに経費精算に便利な探索結果を記録してＰＣから抽出できる
機能や、野球・サッカーなどのスポーツ情報
ちょっとした時間の暇つぶしに定番ゲームの利用も可能です。

対応 ２１０円 ９０３ｉ発売同時期

イマジニア 株式会社 開運夢診断
ＧＰＳで今いる場所の恋愛運、金運、仕事運を診断できる「パワー
スポット診断」！調べたい日付も指定できるので、デートや仕事の
予定を立てるのにも便利！

非対応 ３１５円 ２００６年１０月（予定）

株式会社 ウェザーニューズ ウェザーニュース
ＧＰＳを使って、今いる所の天気予報をピンポイントで一発表示。
雨雲レーダーや現在の実況値にも簡単にアクセスできます。

非対応 ３１５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 駅前探険倶楽部 駅探乗換案内
今いる場所から目的地まで、ＧＰＳの現在地から、最適な駅と乗
換経路をワンタッチで簡単に検索できる！駅ホームや紙の時刻表
をリアルに再現。見やすい時刻表をケータイで持ち運ぼう！

対応 ２１０円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社
エキスプレスコンテンツバンク

交通情報アクセス
周辺道路情報を一発検索！！一般道路の規制・渋滞情報を簡
単に調べることが出来ます。

非対応 ３１５円 提供中

ナビダス渋滞予報
｢交通情報｣､「渋滞予測」、｢ルート案内｣､｢おでかけ情報｣などの
機能を満載した総合ドライバーズサイトです｡

非対応 ３１５円 ２００６年１２月（予定）

超らーめんナビ
全国１２０００件のラーメン店情報！年間合計４０００食を食べ尽く
す８人のラーメン達人が美味しい情報教えます

非対応 ３１５円 提供中

エヌ・ティ・ティ番号情報
株式会社

iタウンページ

全国のタウンページ情報から業種や名前、電話番号でお店を検索
できます。
お店にはそのまま電話をかけたり、地図で場所を確認することができ
て、とても便利！

非対応 無料 ２００６年１１月（予定）

ＮＴＴレゾナント 株式会社 まちｇｏｏ
グルメやショッピングなどお店の情報にクーポンやバーゲンといったお
得な情報を加え、イベント・レジャーなどのお出かけ情報などを提供
中！

非対応 無料 提供中

渋滞近道マップル

「Ｍｙカーナビ」はドライブに必要な情報を取り揃えた次世代ケータイ
カーナビゲーション。
出発時刻やガイド・駐車場情報などドライブ中に知りたい情報が満
載。走行中には音声付きで目的地までナビゲートします。

対応 ３１５円 ９０３ｉ発売同時期

お天気予報

『お天気予報ＧＰＳ』はＧＰＳを用いて現在地の詳細な天気予報を
簡単・スピーディに確認することができます。２４時間の天気や週間
天気、雨雲の動きを確認することができるので外出先の天気確認
に最適なアプリです。

非対応 １０５円 ２００６年１２月（予定）

まっぷるガイド
「食べる」「見る」「遊ぶ」「泊まる」の豊富なガイド情報と見やすい地
図・ルート案内で、旅行の計画から実行までをトータルサポート！

非対応  ３１５円 ２００６年１１月（予定）

株式会社 ぐるなび ぐるなび
今いる場所からお店まで
最寄り駅からお店まで
分かりやすいルート案内を地図上に表示。

非対応 無料 ２００６年１１月（予定）

交通情報サービス 株式会社 ＡＴＩＳ交通情報

ＧＰＳを使った自位置周辺の駐車場を検索し、満空情報つきで地
図上に表示。
これから向かう先の交通状況を手軽にキャッチし路線別にわかりや
すく案内。

対応 ２１０円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 エムティーアイ

株式会社 エディア

GPS

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

概要
iモードメニューサイト名提供企業名

ｉモード情報料
（税込）

サービス開始時期

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。



メガｉアプリ
対応

GPS

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

概要
iモードメニューサイト名提供企業名

ｉモード情報料
（税込）

サービス開始時期

株式会社
ＪＴＢパブリッシング

るるぶｍｏｂｉｌｅ
特集は続々更新！宿泊予約機能はもちろん、
豊富なお出かけ情報＋かしこく使える便利機能が備わった、
新しいタイプのケータイサイトです。

非対応 ３１５円 提供中

ジョルダン 株式会社 ＡＤ乗換案内
駅から目的地までの詳しい地図が見られる「乗換地図アプリ」がＧ
ＰＳに対応！現在の自分の居場所を確認しながら移動できます。

非対応 ２１０円 ２００６年１１月（予定）

株式会社 昭文社 ちず丸

ビジネスマン向け行動支援アプリ。出張や外出先へ簡単路線検索
や昭文社おすすめのスポット情報をユーザーの位置／日時／天気
等から分析しご紹介する機能等ビジネスマンの今をサポートしま
す！

非対応 ２００円 ２００６年１２月（予定）

株式会社
スペースシャワーネットワーク

ｅ-天気.ｎｅｔ
ＧＰＳで簡単検索！今いる場所のピンポイント天気予報をお届け。
3時間ごとの天気・気温・降水量、週間予報まで細かくチェックでき
ます。

非対応 １０５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 ゼンリンデータコム ゼンリン地図＋ナビ

圧倒的な速さでスクロールする地図上で｢屋根の多いルート｣｢階段
が少ないルート｣など歩行者のニーズに合わせてナビゲーション。さら
に、電車や飛行機も含めたトータルナビ、自動車でのナビもご利用
いただけます。

対応 ３６７円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 ドワンゴ／
株式会社 ライフビジネスウェザー

ＬＢＷ気象情報
「ＧＰＳココの天気」では、今、自分のいる場所の天気予報を一発
で表示！場所を入力したり検索したりする手間がかかりません。

非対応 １０５円 提供中

株式会社 ナビタイムジャパン ＮＡＶＩＴＩＭＥ

ＧＰＳに対応した徒歩ナビ＆自動車ナビで全国どこでもナビゲーショ
ン！
登録したスポットに近づいたらお知らせしてくれる「お知らせ待受ナ
ビ」も提供します。

対応 ２１０円・３１５円 ９０３ｉ発売同時期

ナビッピドットコム 株式会社 ここっＰ゜

ＧＰＳ携帯電話を持ったお子様などの位置を簡単に確認できる
サービスです。ゾーン監視・タイマー検索などの役立つ機能も完備。
更に、周辺情報・ニュースといった情報配信や楽しく学べる雑学
ゲームも利用できます。

対応 １０５円 ２００６年１０月（予定）

株式会社 日経ＢＰ ｎｉｋｋｅｉＢＰ ｎｅｔ
出張先（訪問先）でＧＰＳ機能を使ってピンポイントでの地図検索、
ビジネスホテルの予約が可能。ビジネスパーソン必携サイトです！

非対応 ２００円 提供中

株式会社 日本文字放送 動く！道路情報
１タッチで渋滞マップに自車位置が表示。出発前に素早く全体の
概況が分かる渋滞回避の参考ツールに。

非対応 １０５円 ２００６年１１月（予定）

財団法人 日本気象協会 気象協会

９０３ｉ対応のお天気時計Ⅳが新登場。いままでのポイント予報に
加えて、ひまわり・天気図・雨雲予報も確認ＯＫ! 登録地点も５地
点までに増やしました。もちろんＧＰＳ対応で今いる場所の天気も
一発表示できます!

非対応 １０５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社
日本緊急通報サービス

安心のお守＠ＨＥＬＰＮＥＴ

急病・ケガ、交通事故、事件等の緊急事態が発生した時、ＧＰＳ機
能であなたの居場所を最寄りの警察･消防など関係機関に接続する
緊急通報サービスです。
さらに+ロードサービスコースも提供。

非対応

緊急通報サービス
：３１５円

緊急通報＋ＲＳ
：５２５円

２００６年１０月（予定）

株式会社 パー七十二プラザ ゴルフＰＡＲ７２

全国１０００コース以上のＧＰＳ対応ゴルフ場地図データを整備。
距離計測はもとより、事前分析・攻略にも高い効果を発揮しま
す。また各種スタッツやボールの軌跡まで、ゴルフＰＡＲ７２の専用サ
イトで一元管理が可能。

非対応 無料 ２００６年１１月（予定）

株式会社 ハドソン 着☆あぷ♪ボンバーマン

【ＢＯＭＢＥＲＭＡＮ Ａｃｔ:Ｚｅｒｏ　ＭＯＢＩＬＥ Ｔｙｐｅ】

今までとは全く違うハードな「ボンバーマン」が登場！ＧＰＳバトルで
は、自分の位置情報をもとに全国のユーザーと対戦！白熱の都道
府県バトルが幕をあける！

対応 ３１５円 ２００６年１１月（予定）

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。



メガｉアプリ
対応

GPS

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

概要
iモードメニューサイト名提供企業名

ｉモード情報料
（税込）

サービス開始時期

【スタスタコンパクト美歩（仮）】

何と！ケータイ片手に歩くだけで、消費カロリーを自動計算！
激しい運動ナシでキレイに痩せたいそんなワガママを叶えてくれる
ダイエット補助アプリ。
ウォーキング時の消費カロリーを速さや距離から精密に計測して、
日常活動のウォーキング促進をします

非対応
３１５円

（消費ポイント ０）
２００６年１１月（予定）

【チンパンＧＰＳ（仮）】

平和なジャパンに突如現れたチンパンジー軍団！ステルス機能を搭
載した彼らを見つけるために、君もチンパンレンジャーに入隊しよ
う！！
ＧＰＳ携帯で見えないチンパンジーを捕まえろ！

非対応
３１５円

（消費ポイント ０）
２００７年１月（予定）

株式会社 保健同人社 ケータイ家庭の医学

毎日の生活を健康で快適に過ごすための工夫が満載。万が一病
気やケガをしても、ＧＰＳ機能を活用して、その場で一番近い専門
の病院を探したり、病気の知識が分かります。

非対応 ２１０円 提供中

株式会社 リクルート ホットペッパー

今いる場所から近い順に、ホットペッパー掲載のグルメ情報を表
示！おでかけ先で、すぐお店が見つかるよ！ラストオーダー時間もわ
かる「今営業中の近くのお店検索」も搭載。もちろんお得なクーポン
付き＆情報料０円！

非対応 無料 ９０３ｉ発売同時期

【９０３ｉ向け地図アプリ】

iMapFan地図アプリの新機能「ここへ行く！矢印案内」は、
目的地までの矢印表示と、移動にあわせた自動地図スクロール
で、徒歩での移動を簡単サポート。電車を利用した移動にも対
応。

非対応 ２００６年１１月（予定）

【地図メッセンジャーアプリ】

友達との待ち合わせを楽しく便利にサポート。地図＆チャットを使っ
た新感覚のコミュニケーションサービス。コミュニケーション受信側は、
情報料無料で利用可能。

非対応 ２００６年１２月（予定）

【ＭａｐＦａｎナビークル】
ケータイをカーナビにしよう!
進む方向が先々までわかる誘導画面「ラリービュー」搭載。
音声案内、右左折専用レーン表示、方面看板表示など
カーナビでできることがそのままケータイに！
全国リアルタイム交通情報にも対応。

対応 ３６７円 ２００６年１１月（予定）

楽天トラベル 株式会社 楽天トラベル
日本最大級！！全国約２万軒の登録宿の中から、今あなたがい
る近くの宿を検索！！今すぐ泊まれる近隣の快適な宿をご案内し
ます。

非対応 無料 提供中

株式会社 ワムネットサービス 海山ざんまい
アウトドア派向けＧＰＳコンテンツです。緊急通報機能と言った安全
機能から、登山届・出港届け機能。目的地までのナビ・アプリなど
アウトドア向けＧＰＳ機能と情報が満載！

対応 ３１５円 ２００６年１１月（予定）

ｉＭａｐＦａｎ地図

３１５円

三井物産 株式会社／
インクリメントＰ 株式会社

バンダイネットワークス 株式会社 バンダイコレクション

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。



©Devilrobots

©I-FREEK CO.,INC.

©I-FREEK CO.,INC.

©I-FREEK CO.,INC.
©L.S./V.C

©I-FREEK CO.,INC.

©AMU Inc.

©AMU Inc.

©アリコシステム

©Thinkware,Inc.

©プリデコ

©LEGO®

株式会社 アイフリーク

アミュー 株式会社

イーアクセス 株式会社／
株式会社 シンクウェア

イーアクセス 株式会社

デコメ絵文字

９０３ｉ発売同時期プリ機ｄｅデコメ

デコメはもちろんプリクラを画像データで取得できる機能があります。
最新プリクラ機の素材を中心に人気を集め”女子高生人気ランキ
ング”にランクインしました。

２６２円

ＣｉｎｅｍａＳｔｙｌｅ
映画に関連した絵文字や、映画の感想を表現するための顔文字
などを１０点用意。その後は毎週２個程度を更新アップ予定。

えもじまにあ
キモチ、季節など、様々なシチュエーションで使えるオリジナルデコメ
絵文字が５００個（動く絵文字は４００個以上！）とり放題の新
コーナー。毎月１０個以上が追加されます。

絵文字メールにかわいいレゴブロックテイストを加えよう！！簡単にド
コモ絵文字→レゴ絵文字に変換する事が出来ちゃう｡他キャリアに
送信可能＆全部の絵文字が動くから､いつもより気持ちが伝わりや
すくなるかも！？

９０３ｉ発売同時期

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

３１５円

３１５円 ２００６年１１月（予定）株式会社 アリコシステム ラブゲッＣＨＵ
アニメ「ラブゲッＣＨＵ」のキャラや、サイトでリリース中ゲームのキャラを
使った絵文字を２０個用意しました。さらに新しい素材は毎月１０
個ずつ追加されるから、常に新しい絵文字を使えます。

イートライジャパン 株式会社 レゴ絵文字

概要提供企業名 iモードメニューサイト名
ｉモード情報料

（税込）

株式会社
ＩＲＩコマース＆テクノロジー

プレイトイズ
"トーフ親子"の困り顔やメルヘン＆キュートなキャラ、ハートなどカワ
イイ系など、ヒップ&キュートにメールを飾れる絵文字を配信！！

サービス
開始時期

株式会社 イージャンクション

喜怒哀楽が表現できる顔文字アイコンからファッション、フード、乗り
物などいろいろ楽しめるかわいいデコメ絵文字がいっぱ～い♪

２１０円

Ｅｎｊｏｙ Ｋｏｒｅａ

えもじ★取り放題

デコメ★コレクション

２１０円

９０３ｉ発売同時期

こんなの欲しい！アナタが大満足する絵文字がいっぱい！！
かわいい絵文字でアレンジすれば、超かわいいデコメが出来ちゃうよ
♪　絵文字を使ってもっとメールを楽しもう！！

３１５円

韓国のドラマ、映画音楽を中心にＫ-ＰＯＰＳの着メロ、着うたを配
信、韓流の芸能ニュースおよびアーティストの画像付き情報、最新
のＣＤ情報や毎週のヒットチャートを掲載。

２９４円

２１０円

２００６年１１月（予定）

９０３ｉ発売同時期

男のデコメ
お誘いに便利なフードアイコンやアニマルアイコン、自分の気持ちが
伝えられる顔文字、さらに炎のｉ絵文字などデコメ絵文字満載！ ２９１円 ９０３ｉ発売同時期

ＬＯＶＥ ＳＩＧＮ
ラブデコメ絵文字やギャルデコメ絵文字がいっぱい！！友達よりか
わいいデコメ絵文字を使ってメールができちゃうよ☆これで彼氏にラ
ブメールを送っちゃお～

Ｅｎｊｏｙ Ｃｈｉｎａ
華流エンタメをメインに、メロはもちろん現地直送の着うた・ムービー
や動画ニュースも配信。更に、香港アーティストの待受、絵文字な
どもご用意致します。

３１５円 ２００６年１１月（予定）

３１５円 ２００６年１１月（予定）

２００６年１０月（予定）

２００６年１１月（予定）

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。



デコメ絵文字

概要提供企業名 iモードメニューサイト名
ｉモード情報料

（税込）
サービス

開始時期

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

©2006 SAN-X CO.,LTD.
ALLRIGHTS RESERVED.

©c'76,'06 SANRIO
SANRIO/W・TVO・MMPC

©ｲｹﾀﾞｹｲ/ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

©Web Do Japan

©Ateam

©NHK出版/NTTラーニングシ
ステムズ

©MTI

株式会社 イーピクチャーズ

イマジニア 株式会社

株式会社 エイチーム 美少年萌デコメ

携帯初･美少年イラストの萌メール素材が登場！
様々な表情をしたキャラクター達がコメント付きでデコメを楽しむ事
ができます！
ちょっとオタクな人も楽しめるアスキーアート＆萌え絵文字を沢山ご
用意！！

３１５円 ２００６年１１月（予定）

キティサンリオとり放題

３１５円 ９０３ｉ発売同時期リラックマでこめ～る
可愛いリラックマ絵文字やフォントを２００個配信！
季節ごとに新しい素材を更新していくので、いつでもカンタンに、
タイムリーなメールをつくれるよ★

サンリオ絵文字を２００点配信します。
どんどん新しい素材を追加するのでお楽しみに！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

猫や、可愛いどうぶつ絵文字を配信! ３１５円 ２００６年１１月（予定）

ラッセン癒しの惑星
マリン絵文字・癒しの絵文字。
メールを穏やかにするステキな絵文字を配信します。

３１５円

ゴシック＆ロリータバイブル
ゴスロリ総合サイトならではの「ＣＵＴＥで可愛い」「妖艶で美しい」絵
文字を配信！

３１５円 ２００６年１１月（予定）

２００６年１１月（予定）

２００６年１１月（予定）

なめ猫なめんなよ

９０３ｉ発売同時期

株式会社
エムディエヌコーポレーション

iデコメショップ

絵文字を２０種類用意し、トップページに「デコメ絵文字」にコーナー
を設置して公開いたします。
その後、毎週５～６個ずつの新作の絵文字を、更新・公開していき
ます。

株式会社 エムティーアイ Ｍｕｓｉｃ.ｊｐデコレ
動く！とにかく動く！シンプルかつ、ユーモア・シュールな絵文字が盛
りだくさん!!アナタのメールをレッツ絵文字パラダイス！

２１０円

３００円 ９０３ｉ発売同時期

月額会員に
無償提供

※月額 52円,105
円,210円,315円

うた＆メロ♪ローランド
ＮＴＴビジュアル通信

株式会社

デコメ絵文字のサイトＤＸ(仮)

株式会社
インターチャネル・ホロン

全力ウサギがケータイにやってきた！人気のキャラクターはもちろん、
感情表現や標識風絵文字まで様々なデコメ絵文字をラインナッ
プ。どれもかわいくて使いやすいので、メールがますます楽しくなる♪

全力ウサギ

９０３ｉ発売同時期

可愛くアレンジした動くi絵文字を、色違いと大きさ違いを含めて５,０
００点用意しました！！
さらに、今後は顔文字のデコメ絵文字素材も大量追加予定です!!

２１０円 ９０３ｉ発売同時期

音楽ファンなら必ず欲しい、ギターやエフェクター、キーボードをはじめ
とした各種楽器、流行の音響機器や音楽記号など、遊び心いっぱ
いのオリジナル絵文字を提供します。

株式会社 ウェブドゥジャパン デコ★キュート

９０３ｉ発売同時期
ＮＴＴラーニングシステムズ

株式会社
ｅレッスンＮＨＫ出版

ニョコなどｅレッスンＮＨＫ出版の人気キャラクターのアルファベットのデ
コメ絵文字を２６個用意しました。キャラクターの絵とアルファベット文
字が融合しているので、メールを楽しく書くことができます。更に新し
い文字や記号を毎週1個ずつ追加していきます。

３１５円

３１５円

サービスイン時１０,０００個
さらに、毎月３００個（毎日１０個）更新されるデコメ絵文字にこだ
わった専門サイトです。

２１０円

２００６年１２月（予定）

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。



デコメ絵文字

概要提供企業名 iモードメニューサイト名
ｉモード情報料

（税込）
サービス

開始時期

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

©OMRON
ENTERTAINMENT

©OMRON
ENTERTAINMENT

©GIGA NETWORKS

©Ntreev Soft, HanbitSoft,
Gamepot.

©ﾗﾚｺ/©SUCCESS

© 2004,2006 SANRIO
CO.,LTD.(E)

THE PINKPANTHER TM &
(C)1964-2006 Metro-

Goldwyn-Mayer Studios
Inc. All Rights Reserved.

©SHARP CORPORATION

©主婦の友インフォス情報社

©SKY Perfect Mobile Inc.

©SPACEOUT

株式会社 サンリオ

シャープ 株式会社

株式会社 スカパー・モバイル

株式会社 シーエー・モバイル

株式会社
主婦の友インフォス情報社

９０３ｉ発売同時期

株式会社 スペースアウト

ｍｉｎａ可愛デコ

ぷちふるＤＥＣＯ
毎日更新＆取り放題、無料デコメ有。キュートなキャラクターデコメ
を提供中。絵文字は１７種類２５０個以上用意しました。

３１５円

オムロン エンタテインメント
株式会社

ギガネットワークス 株式会社

株式会社 ゲームポット

ウチら最強デコり部

以下のジャンルのデコメ絵文字を提供致します。
・姫系絵文字（４０点）
・歴史上著名人物絵文字（３０点）
・キラキラi絵文字（２５０点）
・うんちくん絵文字（１５点）
通常更新、及び季節やイベントにあわせた特集で随時デコメ絵文
字を追加して行きます。

株式会社 サクセス くわがたツマミ

株式会社　ザッパラス

３１５円
今話題のチャーミーキティのキャラクター情報やグッズ情報を配信。
待ち受けや占いは毎日更新されるので、毎日楽しめます！

ことば美人
女性の繊細な気持ちを伝えられるような絵文字をたくさん用意しま
した！　もっとメールで自分の気持ちを伝えられたら……と思ってい
る女性必見です♪

「聴ケル遊メロＧＩＧＡ」会員は無料で使えます。（取り放題）
９０３ｉ向けアイコン（アニメ含む）を毎週追加！

パンヤＭｏｂｉｌｅ

聴ケル遊メロＧＩＧＡ

ＳＨ-ＭＯＤＥ

３１５円

９０３ｉ発売同時期

２９４円 ９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

さまざまなジャンルのデコメ絵文字をご用意。欲しい絵文字がきっと
みつかる！

以下のジャンルのデコメ絵文字を提供致します。
・キラキラi絵文字（２５０点）
・オリジナルキャラデコメ絵文字（３０点）
通常更新、及び季節やイベントにあわせた特集で随時デコメ絵文
字を追加して行きます。

速攻デコメマン

チャーミーキティ

ピンクパンサーＣＯＯＬ

大人のデコメ

着信メロディＧＩＧＡ

使いやすいデコメ絵文字を提供します。

着信メロディＧＩＧＡレインボー、又は200円コース会員であれば、ＣＬ
ＵＢ ＧＩＧＡのデコメコーナーにて追加の情報料不要でダウンロードし
放題。
１００円コース会員でも、新作がダウンロードできます。

パンヤフリー
：無料

パンヤプレミアム
：３１５円

９０３ｉ発売同時期

オンラインゴルフゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』の絵文字を５０個用意
しました。
新しい素材は毎月２個ずつ追加し、最終的にはＰＣ版ゲーム本編
に搭載されているパンヤ絵文字が全て携帯電話向けとして配信さ
れます。

９０３ｉ発売同時期

大本命使える度NOのカオモジ系､キラキラリッチなラメ系
&レインボ系ー､めちゃカワ姫系､カラフルかわいいプリフル系デ
コメにマストなイベント系から､ベーシックなアニマル天気お菓
子フルーツまでカジュアルリッチなデコメ絵文字が大充実

モテる男のＮＯ．１デコメサイト『速攻デコメマン』のデコメ絵
文字は３種類！i絵文字がパワーアップ 「うごく絵文字」、
メッセージや顔文字を絵文字化！女ウケＮＯ．１「オリジナル絵
文 字」、キミの気持ちを代弁「デコメマン絵文字」と超充実！

無敵デコランキング

２１０円

９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

２００６年１１月（予定）

ピンクパンサー☆ＣＯＯＬに、デコメ絵文字登場!!
かわいい絵文字があなたのメールにお邪魔します。
３０種類の顔やロゴの中から組み合わせは自由自在、ピンクパン
サーファン必見!!

９０３ｉ発売同時期

ネット発！大人気キャラクター「くわがたツマミ」のサイトにて、今回９
０３ｉシリーズの登場に合わせ、くわがたツマミのデコメ絵文字を３０個
用意しました。
表情豊かな可愛いツマミちゃんやその仲間達のデコメ絵文字をご用
意いたします。

２１０円

新メニュー[可愛字辞典]には「泣」・「笑」などの漢字にピッタリのｍｉ
ｎａオリジナル絵文字を、アニメでそろえました。毎月２０個以上、ド
ンドン追加されます。

３１５円

２１０円

３１５円

無料

１０５～５２５円

３１５円

２１０円

アニメーション

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
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©SEGA ©REPCO

©SEGATOYS/HORIPRO
2004

©Sony Ericsson Mobile
Communications Japan, Inc.

©2006 Sony Computer
Entertainment Inc.

©2006 Sony Computer
Entertainment Inc.

©2006 Sony Computer
Entertainment Inc.

©赤塚不二夫/ｿﾆｰ･ﾋﾟｸﾁｬｰ
ｽﾞ

©1988, 2006 SANRIO (H)/ ｿ
ﾆｰ･ﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ

Ⓒso-net

SANKEILIVING SHIMBUN
Inc.

©アド・エイブル
©wakame fukumoto

©DIVE

©tasuke

©tasuke

©iデコメ@スタイリッシュ

株式会社
ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント

i絵文字をベースにさらにカワイイアニメーションにアレンジ！ハートや
ニコニコ顔など手軽に使える定番ものからオリジナルのスタイリッシュ
な絵文字も含めて１８ものジャンルから毎週更新＆とり放題！

株式会社
ソニー・コンピュータ
エンタテインメント

ソニー･エリクソン･
モバイルコミュニケーションズ

株式会社

ヤンキー夜露死苦！！

「ヤンキー」をテーマにしたチョイ悪系、硬派系、ＣＯＯＬ系、和風テイ
スト系、Ｂ－ＢＯＹ系、などの絵文字を５０個用意いたしました。
新しい絵文字素材は毎週１０個づつ追加更新しますので、常に新
しい絵文字を提供いたします。

株式会社 ツタヤオンライン

「けろっぴ」「けろりーぬ」などなつかしいキャラクターに「ぎゃるっぴ」など
の新しいキャラも加わりました。楽しいデコメを作ってね。

コニャニャチハなのだ

けろけろけろっぴﾃﾞｺﾒｰﾙ ３１５円

「天才バカボンのパパ」や「レレレのおじさん」「ウナギ犬」など、赤塚
不二夫のおもしろキャラの絵文字を配信！

デコメ＠スタイリッシュ

２００６年１０月（予定）

２００６年１１月（予定）

ポストペットメール素材
ポストペットのモモやコモモのかわいい素材や絵文字、テンプレートが
満載のデコメール専用サイトです。週5日更新されるから、どんどん
新しいアイテムをゲットしよう。

株式会社 タスケ

２００６年１１月（予定）

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

２１０円

９０３ｉ発売同時期

３１５円 ２００６年１２月（予定）

２００６年１１月（予定）

のほほ〜んと癒されるお茶犬やお茶猫達の絵文字をご用意してお
ります。
喜んだり怒ったりの様々な表情を楽しめる他、新作も随時登場中
です！

お茶犬デコメ工房 ３１５円

２００６年１１月（予定）

３１５円

ガンパレード・モバイル

９０３ｉ発売同時期

３１５円

２００６年１１月（予定）

ＳＯ＠Ｐｌａｎｅｔ
ＳＯユーザー向けにデコメ絵文字を始め、バリエーションに富んだデコ
メールコンテンツを３００点以上配信しています。

無料

３１５円

３１５円

株式会社 セガ
動く絵文字や手書き絵文字、大人気の「だいふくさん」絵文字ま
で！「デコメ絵文字」対応素材が３００点以上☆もちろん、オリジナ
ル素材は随時追加！

２００６年１１月（予定）

ガンパレードシリーズのキャラクターをかわいく絵文字にしちゃいまし
た！隊員同士のコミュニケーションツールとしてぜひお使い下さい！

株式会社 セガトイズ

メロカワデコメ

喜怒哀楽を表す、気持ちデコめ。様々なメールに使う事が出来るア
イコンデコめ。文字の組み合わせでアイコンを使う文字もじデコめの３
種類のアイコンをご用意致します。

株式会社 ダイブ ＯＬデコめ★空間

姫系モテデコ

「姫系」「キラキラ系」「ラインストーン系」をテーマにした絵文字を５０
個用意いたしました。
新しい絵文字素材は毎週１０個づつ追加更新しますので、常に新
しい絵文字を提供いたします。

２１０円

株式会社
ソネットエンタテインメント

２６２円

ワイルドアームズ モバイル
絵文字感覚のちっちゃなＷＡ画像！デコメ絵文字をメールに使って
他の渡り鳥に差をつけろッ！

どこでもいっしょ

ただ今、トロやクロのキュートなデコメ絵文字を配信中だよ。
「レッツ学校！」バージョンのコスチュームを身に着けたポケピたちのデ
コメ絵文字も続々登場するよ。表情豊かな「どこでもいっしょ」のデコ
メ絵文字でアナタの想いを届けてネ☆

３１５円 ２００６年１１月（予定）

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
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©T2i Entertainment  ©タツノ
コプロ

©T2i Entertainment

©T2i Entertainment

Illustrations Dick Bruna
(c) copyright Mercis bv,

1953-2006
www.miffy.com

©DWANGO

©Nihon Enterprise

©NEC

©BROAD JAPAN  Inc.

©kuma.am

©I-FREEK CO.,INC

２００６年１１月（予定）
パナソニック

モバイルコミュニケーションズ
株式会社

株式会社
ティーツーアイ

エンターテイメント

Ｎ９０２ｉシリーズ、Ｎ７０２iシリーズより「デコメ絵文字」を無料配信
中！毎月１０個追加！

１９９円 ９０３ｉ発売同時期

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

季節やイベント・動物・食べ物など、様々なジャンルの楽しい絵文
字を８２５種類ご用意いたします。

デコメｏｎパレード

学生に特化した｢スクール絵文字｣、社会人に特化した｢ビジネス絵
文字｣、主婦の方に特化した｢ママ絵文字｣、また女性に人気のある
｢ジュエリー絵文字｣や、ｉ絵文字を暴れさせた｢暴れるi絵文字｣、以
上合計５カテゴリ、素材数５０個を初期素材として提供します。

キャラＤＥＣＯメール
ゆる～くて面白くて、和んでしまうキャラクター絵文字が１００個！
メールがもっともっと楽しくなっちゃう絵文字が満載！！！

超ＣＵＴＥなシュガーバニーズ達のミニミニデコメ絵文字が５０個！ア
ルファベット絵文字を並べてあななだけの署名もできちゃう！

株式会社　日本ブロード

ヤッターマン等のキャラ絵文字をはじめ、男性向けの絵文字を中心
に、「おもしろ」「渋い」等のカテゴリ別が全１００個！！

２８２円

Ｐ-ＳＱＵＡＲＥ

デコめんず

シュガーバニーズメール

日本電気 株式会社 みんなＮらんど

２１０円 ９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

２１０円 ９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

２００６年１１月（予定）ミッフィーのデコメール

２６２円

大人気キャラクターぺそぎんを中心に１００種類以上のデコメ絵文
字が登場！！並べて更に楽しくなるデコメ絵文字も登場予定だ
よ！！

ブルーナのとてもかわいらしい絵文字を用意しました。
新しい素材は隔月１個ずつ追加されます。

無料

無料

９０３ｉ発売同時期

ｉ絵文字風のデコメ絵文字「絵せ文字」を約４０個、
熊のキャラクターのデコメ絵文字「シカックマ」を約４０個、
さらに新しい素材は毎週１０個ずつ追加されるから、常に新しい絵
文字を使えます。

２１０円

３１５円

２６５円

具満タンｍｏｂｉｌｅ

テレビ東京ブロードバンド
株式会社

デコメiとり放題

「歴史偉人絵文字」
誰もが知ってる世界の偉人１００名がデコメ絵文字になりました。
メールに使えば驚くこと間違いなし。もちろん勉強にも使えます
…！？

株式会社 寺島情報企画

９０３ｉ発売同時期

「ペット絵文字」
リアルでかわいいペット写真のデコメ絵文字です。犬や猫を中心に
人気ペットが勢ぞろい。メールのポイントで使えばきっと癒されるはず
です。

１０５円

株式会社 ドワンゴ
デコめろミックス

※１１月１日よりｄｗａｎｇｏ.ｊｐ(デコメ)

デコめろミックスで人気の姫キャラクターの絵文字や、ゴージャスなセ
レブ系絵文字など、女の子に嬉しいカワイイ絵文字を多配信。毎
週２個ずつ追加予定で、飽きないステキなメールを楽しめます。

日本エンタープライズ
株式会社

デコデコメール

株式会社 ネプロアイティ

可愛デコペット

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
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©1976,2006 SANRIO
CO LTD

©kero

©2006 SAN-X CO.,LTD.ALL
RIGHTS RESERVED.
Licenced by GREEN

CAMEL

©創通エージェンシー・サンライ
ズ

©創通エージェンシー・サンライ
ズ・毎日放送

©Sammy NetWorks

©美術出版社

©NHK/佐藤雅彦/中村至男
/ﾕｰﾌﾗﾃｽ/美術出版社

©美術出版社

©佐藤雅彦　©中村至男　©
（株）美術出版社　©（株）

キャラメル・ママ

©For-side.com

©For-side.com

©藤子プロ

バンダイネットワークス
株式会社

２１０円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 美術出版社

ハート、キラキラ、星など、女の子が好きなかわいい素材が、動くデコ
メ絵文字になりました。
メールに入れてキモチをいっぱい伝えてください。
新しい絵文字も続々追加予定。リクエストも受付中です。

ピタゴラスイッチ
超人気番組｢ピタゴラスイッチ｣サイトから、面白くて可愛くてちょっぴ
りおかしなデコ絵文字が登場！ピタやゴラ、フレーミーなど、おなじみ
のキャラの素材がどんどん増えていくよ。早速つかっちゃおう！

超かわいいサンリオキャラのデコメ絵文字が登場！キティやチャーミー
キティ、キキララなど大人気キャラが大集合☆
ココだけのオリジナル素材が毎週１０個ずつ追加されるから、見逃せ
ない！

３１５円 ２００６年１１月（予定）

９０３ｉ発売同時期

サンリオ絵文字

株式会社
フォーサイド・ドット・コム

３１５円 ９０３ｉ発売同時期株式会社 藤子・Ｆ・不二雄プロ ドラえもんＤＥＣＯ ＭＡＩＬ
キュートなドラえもんの表情と､オリジナル｢ドラえ文字｣のひらがな版
を用意しました｡
今後はカタカナ､アルファベット､記号などを追加予定！

１８９円 ９０３ｉ発売同時期

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

３１５円

２１０円

爆笑ネタデコメ

シュールでコミカルな動きの「棒人間」や、、ハンコ風・標識風など、
面白いデザインやジョークを交えた多彩なデコメ絵文字をシリーズで
提供。
人とは違うメールを送りたい方にぴったりです。

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

キティとチャーミー

キティとチャーミーキティの絵文字を３セット（キティフェイス・ラブラブ・
数字）ご用意いたします。
ｉ-ｍｏｄｅ絵文字のキティ版や、２つの絵文字を組み合わせられるイ
ラストなど、デザインバリエーションが豊富です♪
毎月１セットずつ追加予定！

１６０体以上のキャラクターを使ったカワイイ～面白い～便利
～な盛りだくさんなサイト

キャラくる★メール ９０３ｉ発売同時期

３１５円

９０３ｉ発売同時期

１０５円

９０３ｉ発売同時期

２００６年１１月（予定）

各サイト ３１５円 ９０３ｉ発売同時期

ラブメルＭＯＤＥ

Ｓａｎ-Ｘカワイイデコメ

恋占Ｍｒムーン

かわいい系、パンク系から脱力系までいろんなテイストのデコメ絵文
字を用意しました。
季節に合わせた絵文字も随時更新！

ガンダム＆ＳＥＥＤ

機動戦士ガンダムと機動戦士ガンダムＳＥＥＤ+ＤＥＳＴＩＮＹから５０
音絵文字をご提供します。
真っ赤なシャア絵文字や、ガンダムＳＥＥＤのキャラクター文字で署
名やメッセージが作成できるよ

９０３ｉ発売同時期

こげぱんやモノクロブーなど、サンエックス人気キャラクターの絵文字
や署名が作れるアフロ犬がアルファベット絵文字を多数ご用意いた
します。沢山のキャラクターのかわいい動きや表情を毎月追加しま
す。

あるある絵文字

「あるある絵文字」からとってもＣＵＴＥ☆なデコ絵文字が登
場！ココにしかないオリジナル素材がたっくさん！最新素材が毎週
１０個ずつ増えるから、絶対に見逃せないよ。早速、お友達に自慢
しちゃおッ♪

メールにデコメロディ

株式会社 ピンク・ベア １０５円
恋占Ｍｒムーンのサイト内のキャラクター「Ｍｒムーン」のデコメ絵文字
を提供いたします。新しい絵文字を毎週更新予定です。

１０５円

株式会社 美術出版社／
株式会社 キャラメル・ママ

天才デコメスキー

「あやまり絵文字」など、デコメスキーならではのユニークなアニメー
ション素材を配信♪
iモード絵文字が動く！？「うごく絵文字」もあります！

バンダイネットワークス
株式会社／

株式会社 サミーネットワークス

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
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©ZUIYO
©BOTHTEC MOBILE,Inc.

©Moomin CharactersTM
©BOTHTEC MOBILE,Inc.

©voltage

©GREEN CAMEL

© CAERU X CO.,LTD.

© ATLUS co.,ltd

©三菱電機株式会社

(C)三菱電機株式会社

©Music Airport Inc.
©SHUFUNOTOMO

©2006 Can*P

©MEDIA SOCKET

©MEDIA SOCKET

©USEN

Ｃａｗａｉｉ！デコメ

Ｃａｗａｉｉ！デコメの人気クリエイターによる手描き風絵文字やオリジ
ナルキャラクター絵文字など、ユニークな素材を用意しました♪毎週
追加されるフレッシュな素材を使えば、メールで気持ちがもっと伝わ
る！！

三菱電機 株式会社

株式会社
ミュージックエアポート

株式会社 メディアソケット

マスコットキャラクター「で～すけ」の喜怒哀楽や特別なメッセージ表
現に使える動く絵文字を中心にラインナップします。

かわいい手書き風絵文字が２００個以上！定番絵文字はもちろ
ん、うさぎやひよこなど可愛いキャラクターがいっぱい☆毎週どんどん
追加します!!

ハートメール
ハートメール絵文字２００個増！たった1絵文字でキモチ伝えるメッ
セ絵文字、棒人形シリーズなどなどかわいい&楽しい絵文字が続々
登場です！お楽しみに！

Ｍｙ Ｄ-ｓｔｙｌｅ

２００６年１１月（予定）

無料 ９０３ｉ発売同時期

２１０円 ２００６年１２月（予定）

イェーイ！スゴキャラ

ボーステックモバイル
株式会社

９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

２１０円

手描き絵文字でメール文が打てる！
手描きひらがな５０音、手描き顔文字アイコン５０個、ふきだしメッ
セージ、くれよん風文字など、かわいい手描き絵文字満載です。

株式会社 ＵＳＥＮ デコ王
利用シーン、感情、キャラクターなど、絵文字を１,８００点用意しま
した。
毎日１点づつ絵文字も追加していきます。

人気プリクラ機の素材を集めたデコメサイトです。ハート、リボンなど
女の子に人気の絵文字もいっぱいです。自分の写真をアレンジした
り、日記を書いてみんなに公開したりできるプリ帳機能もあります。

松下電器産業 株式会社

プリクラごっこ

プリ機メーカーならではの女の子に人気の絵文字を１００個用意し
ました。
ギャルに大人気の「みかもじ」をはじめとするラインナップに毎週１０個
程度、新しい絵文字を追加していきます。

株式会社 ボルテージ 恋デコメ手描き風

デコガール

２９４円

２９８円

癒し系から、カワイイ系、更にはＰＯＰ系などありとあらゆるジャンルの
人気キャラクターを集めたデコメールサイトです。個性的なキャラ絵
文字も約５０点を配信。他にキャラ顔文字、キャラ風水など楽しくて
使えるコンテンツがいっぱいです。

２１０円

株式会社 メイクソフトウェア ラクガキ＠写真メール

２１０円

アルプスの少女ハイジ

ハイジやユキちゃんが絵文字になりました。
泣いたり笑ったり、色々な表情が登場してゆきます。
毎月追加され、デコメと一緒に使うと更に可愛く楽しいメールが作
れちゃいます。

３１５円 ２００６年１１月（予定）

ムーミン谷の仲間達

ムーミン谷の仲間たちが絵文字になりました。
泣いたり笑ったり、色々な表情が登場してゆきます。
毎月追加され、デコメと一緒に使うと更に可愛く楽しいメールが作
れちゃいます。

２００６年１０月（予定）

９０３ｉ発売同時期

１８９円

９０３ｉ発売同時期

３１５円

２５５円

９０３ｉ発売同時期

３１５円

１８９円 ９０３ｉ発売同時期

ご当地デコメ

全国各地の方言や名物が詰まったデコメールサイトです。各都道
府県の名産をモチーフにした「ご当地絵文字」も１５０点以上配
信。他に「ご当地ヒーロー」「ご当地ネタ」など笑えて使えるネタデコメ
等も充実です。

iアニメっちゃ
「アニメっちゃキャラ」及び「季節」をテーマにしたものを用意。親しみ
があり、タイムリーな絵文字を提供します。

９０３ｉ発売同時期

９０３ｉ発売同時期

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。



デコメ絵文字

概要提供企業名 iモードメニューサイト名
ｉモード情報料

（税込）
サービス

開始時期

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

©ABILIT ©UBITECHNO

©BELLCO ©UBITECHNO

©OKAZAKI ©UBITECHNO

©読売新聞／読売巨人軍

©KEN-ON Group

ユビテクノ 株式会社

株式会社 読売新聞東京本社 Ｇメロ♪巨人軍
野球関連のボール、バット、ヘルメットなどのデコメ絵文字５０個用
意。巨人ファン向けにロゴのデコメ絵文字も制作する予定。

１０５円・３１５円

（上記有料会員であれば
無料で利用可能）

９０３ｉ発売同時期

ベルコＹｏｕ遊ランド ９０３ｉ発売同時期

岡崎ミラクルＩｓｌａｎｄ
ジャックポットなどの名機種の数々がデコメ絵文字で登場！メール
をスロット絵文字で彩れるデコメ絵文字が登場！

３１５円・５２５円 ９０３ｉ発売同時期

ベルコＹｏｕ遊ランドのデコメ絵文字が登場！!これからも続々更新
予定だよ。ベルコファンには溜まらない注目コンテンツ！

３１５円・５２５円

９０３ｉ発売同時期ｉアビリット共和国
アビリット共和国の様々なキャラクターがデコメ絵文字で登場!これか
らも続々更新予定！！スロッター必見、注目コーナー！

３１５円・５２５円

研音Ｍｅｓｓａｇｅ
所属タレントの手書きイラスト絵文字や、タレントの手書き文字を
組み合わせてメッセージを送る事ができます。

３１５円 ９０３ｉ発売同時期株式会社 ラッド・ジャパン

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。



株式会社
ＩＲＩコマース＆テクノロジー

きせかえ★プレイトイズ
トーフ親子やタケヤマノリヤのメルヘンキュートなキャラから、アメリカンテイ
スト溢れるピンストライブビジュアルなど、キュート＆クールなきせかえコン
テンツがイッパイ!!無料のきせかえコンテンツもあるヨ！！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社
アイアールシートゥコーポレーション

ＨＯＴＥＩ ＭＯＢＩＬＥ
ＨＯＴＥＩファン必携のマストアイテム！待ち受け画面のみならずメニュー
やアンテナ、電池容量までもすべてＨＯＴＥＩ一色に！ケータイをＨＯＴＥＩ
で塗りつぶせ！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 アイフリーク 待受★取り放題
メニューアイコン､待受､電話発着信画像、メール送受信画面をお気に
入りのアーティストやキャラで揃えられる！こだわり派にピッタリのハイクオ
リティなセット！どんどん追加されるから気分に合わせて楽しめる！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 ＩＭＪモバイル ★Ｂａｒｂｉｅ★
キュートなＢａｒｂｉｅワールドがアナタの携帯に広がるッ!ラブリーなＢａｓｉｃ
バージョンと大人の雰囲気タップリのＣｏｌｌｅｃｔｏｒバージョンを用意!!アナタ
の携帯が自慢のオシャレ携帯に大変身★

有料会員：２１０円
無料会員：３１５円

９０３ｉ発売同時期

株式会社 アリコシステム ラブゲッＣＨＵ

ラジオ大阪・文化放送・ラジオ関東でオンエア中の「ゆりしー梓馬のミラ
クルラジオ」と連動企画。ラジオパーソナリティーでもある声優の落合祐
里香、坂本梓馬の待受画像やメニュー、ふたりをイメージした電池アイ
コンなどが、まとめて着替えられます。毎月更新しますっ！

３１５円 ２００６年１１月（予定）

イー・アクセス 株式会社／
株式会社 シンクウェア

ＣｉｎｅｍａＳｔｙｌｅ
絶大なるカリスマ性を持つ漫画家、松本大洋氏原作の映画「鉄コン筋
クリート」。１２月２３日全国公開に先駆けて、あなたのケータイをまるご
と松本大洋氏の世界に！Ｃｉｎｅｍａ Ｓｔｙｌｅ -ｉ だけのエクスクルーシブ。

２９４円 ２００６年１０月（予定）

モダンペット＆フレンズ
携帯が恋しくなる♪待受はもちろん、メニュー画面や電池アイコンまでモ
ダンでキュートなペットたちが携帯を彩ってくれるよ

３１５円 ２００６年１１月（予定）

いつでもリラックマｍｉｎｉ

あなたのケータイがまるごとリラックマだらけに！待受画像やメニューから
電池アイコンまで見ているだけでリラックスできるリラックマメニューにあなた
の好きなテイストで着せ替えられます。

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 インターチャネル・ホロン 全力ウサギ

全力ウサギがケータイにやってきた！オリジナルデザインの待受画像やメ
ニューアイコン、発着信アニメなど、かんたん操作で一括トータルコーディ
ネートが可能！ 公式サイトならではの豊富なボリュームでお届けしま
す。

３１５円 ２００６年１２月（予定）

ウォルト・ディズニー・ジャパン
株式会社

Ｄｉｓｎｅｙ-ｉ
ディズニーがあなたのケータイを大変身！！待受画面からメニュー、電
池アイコンまでまるごとあなたの大好きなディズニーキャラクターに着せ替
えできちゃうよ。

個別課金
３１５円

９０３ｉ発売同時期

ａｖｅｘめろ♪ミュゥモ
ミュゥモに「きせかえツール」が登場!あなたのケータイをあのアーティスト仕
様にしちゃおう♪

１０５円・３１５円 ２００６年１１月（予定）

ａｖｅｘうた♪ミュゥモ
ミュゥモに「きせかえツール」が登場!あなたのケータイをあのアーティスト仕
様にしちゃおう♪

３１５円・５２５円 ２００６年１１月（予定）

ａｖｅｘうたﾌﾙ♪ミュゥモ
ミュゥモに「きせかえツール」が登場!あなたのケータイをあのアーティスト仕
様にしちゃおう♪

３１５円・５２５円・
１,０５０円

２００６年１１月（予定）

倖田來未ｐｌａｙｒｏｏｍ あなたのケータイを倖田來未仕様にカスタマイズしちゃおう♪ ３１５円 ２００６年１１月（予定）

大塚 愛ＬＯＶＥ９ＣＵＢＥ あなたのケータイを大塚 愛仕様にカスタマイズしちゃおう♪ ３１５円 ２００６年１１月（予定）

鈴木亜美ａｍｉ ｓａｐｕｒｉ あなたのケータイを鈴木亜美仕様にカスタマイズしちゃおう♪ ３１５円 ２００６年１１月（予定）

ＮＴＴビジュアル通信 株式会社 うた＆メロ♪ローランド
音楽ファンの皆様にロックテイスト満載の「きせかえ」ツールを提供！ロー
ランド製品をイメージしたクールな待ち受けや、歪んだギターの開閉音な
ど、ここでしか手に入らないレアなアイテム。

月額会員に
無償提供

（月額５２円,１０５円,
２１０円,３１５円）

９０３ｉ発売同時期

株式会社 ＭＬＪ どっきりクイーン
好きなアイドルで携帯が染まる♪待受画面だけでなく、メニューや着声
まで統一される携帯は、まさにアイドル携帯！いつも好きな人と一緒に
いられる楽しさを実感しよう♪

３１５円・５２５円 ９０３ｉ発売同時期

FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

エイベックス ネットワーク 株式会社

サービス開始時期
ｉモード情報料

（税込）
概要iモードメニューサイト名提供企業名

イマジニア 株式会社

きせかえツール

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。  



FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

サービス開始時期
ｉモード情報料

（税込）
概要iモードメニューサイト名提供企業名

きせかえツール

株式会社 カプコン イメチェン★だいすき
手書き顔文字やおしゃれなエロカワ系など豊富なジャンルで配信
人気ゲーム｢逆転裁判｣｢モンスターハンター｣等のきせかえツールも必
見

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

グローバル・プラス 株式会社 ＡＲＴＩＳＴ ＤＥＬＩ

ラルク、スピッツ、ムック、シドなど数々のアーティストサイト展開中のＡＲＴ
ＩＳＴ ＤＥＬＩに着せ替えツール初登場。続々追加予定！
待受・着信～電波アイコンまで、あなたの携帯を大好きなアーティスト1
色に！

３１５円 ２００６年１１月（予定）

待受コミック講談社
ケータイライフがますます楽しくなる！　待受画面やメニューから電池アイ
コンまで、人気マンガのキャラで自分好みにカスタマイズ！予定タイトル
【魔法先生ネギま！】【エア・ギア】【Ｓｃｈｏｏｌ Ｒｕｍｂｌｅ】ほか

３１５円（予定） ２００６年１２月（予定）

講談社ガールズｉ

あなたのケータイを人気マンガのキャラで自分好みにカスタマイズ！待受
画面やメニューから電池アイコンまで、あなたの好きなテイストに着せ替
えられます。予定タイトル【のだめカンタービレ】【コスプレ★アニマル】【Ｇｅ
ｔＢａｃｋｅｒｓ】【もやしもん】ほか

３１５円（予定） ２００６年１２月（予定）

株式会社 コトブキソリューション イメ★チェン
ケータイをイメ★チェンしよう！クリエイターが作った壁紙やメニューデザイ
ンでケータイをみんなに自慢しちゃおう！ＣＯＯＬでかっこよくしたり、ほの
ぼの癒し系にしたり、自分好みにイメ★チェンしてね♪

個別課金
３１５円

２００６年１１月（予定）

株式会社 サンリオ きせかえサンリオ

サンリオのキャラクターでケイタイのビジュアルを丸ごと変身！幅広い層に
人気のハローキティ、チャーミーキティに加え、シナモン、マイメロディなどの
ジュニア層に人気のキャラクターとＯＬ、女子高生に人気のキキララをライ
ンナップ。

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 シーエー・モバイル ピンクパンサーＣＯＯＬ
あなたのケータイでピンクパンサーが大暴れ！待受、発着信画像から着
メロまで、ケータイをト-タルにカスタマイズ。ボタン１つでピンクパンサー色
に染まります！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

ジグノシステムジャパン株式会社 セットアップ∞Ｌａｂ
携帯電話が 高にＣＯＯＬでお洒落になる。アーティストきせかえツール
であなたの携帯をスタイリッシュにセットアップ！

３１５円/１パック
５２５円/１パック

９０３ｉ発売同時期

シャープ 株式会社 ＳＨ-ＭＯＤＥ ＳＨ９０３ｉ専用オリジナルきせかえコンテンツを提供。 無料 ２００６年１０月（予定）

株式会社 シンクウェア シネマ☆着サントラ

謎は新たに生み出される！シリーズ 高傑作との評判も高い１１月１
８日(土)より公開の【ソリッド・シチュエーション・スリラー】映画｢ソウ３｣｡本
作のＦｌａｓｈ待受画面や､着信音が恐怖のジグソウ仕様に簡単変
換！！

無料 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 スクウェア･エニックス ドラゴンクエストi
あなたのケータイがまるごとドラゴンクエストに！
みんなが知ってるあのモンスターや懐かしのあのキャラクター達がところ狭
しと画面を彩ります。

１０５円～５２５円 未定

株式会社 スターゲートネットワーク まるごとアイドルスクリーン
超人気アイドルがあなたのケータイを占領！？待受画面や電波アイコ
ンやメール送受信画面まで簡単操作でお手軽チェンジ！アイドル以外
にもデザイナーお勧めのオリジナルセットが目白押し☆

３１５円・５２５円

ポイント消費後は
個別課金にて

ポイント購入可能

２００６年１１月（予定）

セイコーインスツル 株式会社 クレヨンしんちゃん
クレヨンしんちゃんがキミのケータイに嵐を呼ぶゾ～。
待受画面からメニューまでオラが『ケータイジャック』するゾ～。

５２５円 ９０３ｉ発売同時期

サクラ大戦
あなたのケータイを太正桜で染め上げます。
ゲームだけでなく、待受画像、着信音などすべてで
太正浪漫の世界にひたってください！

３１５円
（ポイント制）

未定

サクラ大戦ケイタイクラブ

903新機能「着せかえツール」に対応！
メニュー画面や着信音はもちろん、
電池マークなどのアイコンも
一括登録でサクラ色に染め上げます！

３１５円 ２００６年１２月（予定）

オシャレ魔女.ｃｏｍ

オシャレ魔女.ｃｏｍではオシャレ魔女 ラブ ａｎｄ ベリーの
「きせかえツール」を配信予定。
ストリートコート、ディスコなど、各ダンスステージに
あわせた着うた(R)、ＦＬＡＳＨメニューなどで
携帯をオシャレにカスタマイズ！

３１５円 ２００６年１２月（予定）

ムシキング.ｃｏｍ

ムシキング.ｃｏｍに「きせかえツール」が登場！
キミのケイタイのメニューや壁紙を、ムシやアダーの
カッコイイデザインにカスタマイズできるぞ！
めざせ！ムシキングパーフェクトカスタマイズ！

３１５円 ２００６年１２月（予定）

株式会社 セガ

株式会社　講談社

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。  



FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

サービス開始時期
ｉモード情報料

（税込）
概要iモードメニューサイト名提供企業名

きせかえツール

ソネットエンタテインメント 株式会社 ポストペット

ポストペットのモモやコモモたちでかわいくケータイをアレンジ！
メニュー画面はもちろん、メールの送受信、電話画面や電池アイコンま
でキュートに着せかえをしてみよう。
時間帯によってモモやコモモたちの動きが変ってくるから楽しいよ。

５２５円 ２００６年１１月（予定）

株式会社
ティーツーアイエンターテイメント

シュガーバニーズ（仮）
あなたのケータイがぜーんぶシュガーバニーズで飾れちゃう☆パティシエの
シュガーバニーズとスイーツの超CUTEな待受や発着信画面で、いつも
一緒にいられるね！

１９９円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 ディーピーエヌ
iセクシービーナス!

セクシービーナス

ドキッ！女だらけのグラビアサイト『iセクシービーナス!』。旬のアイドル・ＳＥ
ＸＹモデル６００名以上の待受画像、ｉモーション、ボイス、Ｆｌａｓｈなどが
全部まとめて取り放題！

３１５円 ２００６年１１月（予定）

あのね ミッフィー
【ミッフィーきせかえツール】が登場！あなたのケータイをまるごとミッフィー
にカスタマイズ！待受画面やメニューから電池アイコンまで、ブルーナの
世界に着せ替えられます。いつでもミッフィーといっしょだね。

５２５円 ２００６年１２月（予定）

ＳＮＯＯＰＹ
ＳＮＯＯＰＹ ＧＡＮＧたちがあなたのケータイをジャックする！？メニュー画
面や電池残量・電波状況などケータイディスプレイがＳＮＯＯＰＹと仲間
たちに早変わり、使うのが楽しくなるね。

５２５円 ２００６年１２月（予定）

リサとガスパール
あなたのケータイがまるごと「リサとガスパール」仕様に！今までなかった
電池アイコンも登場！あたらしタイプのリサとガスパールをお楽しみ下さ
い！

５２５円 ２００６年１２月（予定）

株式会社　ドワンゴ ｄｗａｎｇｏ.ｊｐ(待受)
携帯をキミの好きなアーティストで埋め尽くす！！待受画像や電波状
況、電池残量、メニュー画面まで携帯のすみからすみまで自分色に携
帯をカスタマイズさせよう！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

日本電気 株式会社 みんなＮらんど
あなたのＮ９０３ｉを素敵カスタマイズ！待受け画像、メニューアイコン、電
池アイコンなど、あなた好みのテイストにチェンジしてみませんか？

無料 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 ネットドリーマーズ 競馬総合チャンネル
競馬のあらゆる情報を扱う競馬総合チャンネルでは、過去の名馬や、
有馬記念などビッグレースのきせかえなどを用意。勝負服アイコンや、ニ
ンジン電池アイコンなど競馬ファンにはたまらない！

３１５円・５２５円 ２００６年１１月（予定）

特撮アニメヒーロー
スーパー戦隊シリーズ、仮面ライダー、ウルトラマン、コードギアス 反逆の
ルルーシュ、交響詩篇エウレカセブンの豪華ヒーローの着せ替えが登
場！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

有名キャラファンシー
ナルミヤＪｕｎｉｏｒＣｉｔｙ、３２６、シナモロール、ダヤン、たまごっちの人気キャ
ラクターが大集合！それぞれのキャラの世界観にたっぷり浸れるまるごと
着せ替え！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

機動戦士ガンダム
シャア専用、連邦・ジオン等・・・ガンダムの個性派デザイン/人気テーマ
でケータイの各種画面を一括着せ替え！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

ＰＩＮＧＵ
キュートなＰＩＮＧＵであなたのケータイを着せ替え！時間帯で変化する
待受画面もチェック！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

Ｓａｎ-Ｘキャラクターズ
まめゴマ、モノクロブー、次の日ケロリ、スポケンの人気Ｓａｎ-Ｘキャラク
ターが勢ぞろい。あなたの好きなキャラに着せ替えられます。

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

ハローキティ/チャーミー
ハローキティとチャーミーキティの人気デザインを大量公開！どのキティで
着せ替えるか迷ってしまうかも！？

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

キキ＆ララ
ファンシーな絵柄が人気のキキ＆ララで着せ替えを楽しもう！キキ＆ララ
らしいキュートなデザインがたくさん！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

マイメロディ/クロミ
かわいいマイメロディと人気急上昇中のクロミがケータイをジャック！どの
デザインにするか迷っちゃう！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 番長製作所 Ａｎｉｐｌｅｘ|Ｍｏｂｉｌｅ
あなたのケータイがまるごと地獄少女に！超美麗待受け、発着信アニ
メーションや着セリフに加え、メニュー画像（背景画像や背景色アイコン）
も地獄少女仕様に早変わり！

月額３１５円
＋

個別課金
２１０円

２００６年１１月（予定）

テレビ東京ブロードバンド 株式会社

バンダイネットワークス 株式会社

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。  



FOMA903ｉシリーズ　コンテンツリスト

サービス開始時期
ｉモード情報料

（税込）
概要iモードメニューサイト名提供企業名

きせかえツール

株式会社 美術出版社 ピタゴラスイッチ

｢ピタゴラスイッチ｣がテレビの中から飛び出した！ピタ、ゴラ、フレーミー、
１０本アニメなどおなじみコーナーが待受画面、メニュー、電池アイコン、
着信メロディなどに変化してあなたのケータイにやってくる☆おもしろおか
しなピタゴラワールドがいつでもどこでも楽しめるよ♪

３１５円 ２００６年１１月（予定）

株式会社 ビットウェイ こまねこ
「こまねこ」はこの冬、シネマライズやワーナーマイカル系列で全国映画公
開を控える、ものづくりが好きなねこのお話。かわいらしい癒しの世界を
着せ替えツールで存分に再現します。

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社
フォアキャスト・コミュニケーションズ

ＤＥＡＴＨ ＮＯＴＥ
あなたのケータイを「ＤＥＡＴＨ ＮＯＴＥ」仕様に着せ替え可能！！待受
画像はもちろん！！着ボイスやメニューなどここでしか手に入らない魅力
的なコンテンツが満載！！

３１５円 ２００６年１２月（予定）

株式会社 ｆｏｎｆｕｎ 科学情報誌Ｎｅｗｔｏｎ
科学情報誌Ｎｅｗｔｏｎで実際に使われている超細密イラストレーション
が、ケータイ画面をフルカスタムします！太陽系の惑星から、ミクロの世
界まで、あなたのケータイを着せ替え放題！

３１５円 ９０３ｉ発売同時期

プライムワークス 株式会社 カスタモ　ｆｏｒ ｉ
有名キャラクターから新進気鋭のクリエイター作品まで、豊富なバリエー
ションの中からお好みのコンテンツを選択してケｰタイをカスタマイズしよう
♪

２１０円・３１５円・
５２５円

９０３ｉ発売同時期

アルプスの少女ハイジ
ケータイの色んなところにハイジやユキちゃんを登場させちゃえます。待受
画面はもちろん、メニューや電池アイコンもお好きなキャラクターやイラスト
に着せ替えできます。

３１５円 ２００６年１１月（予定）

ムーミン谷の仲間達
ケータイの色んなところにムーミンの仲間たちを登場させちゃえます。待受
画面はもちろん、メニューや電池アイコンもお好きなキャラクターやイラスト
に着せ替えできます。

２１０円 ２００６年１１月（予定）

Ｍｙ Ｄ-ｓｔｙｌｅ
Ｄ９０３ｉを丸ごとカスタマイズ！４つのボディカラーそれぞれに似合う、ワイ
ド画面をトータルコーディネートする特製カスタマイズコンテンツ群をご用
意します！

無料 ９０３ｉ発売同時期

iアニメっちゃ
アニメっちゃキャラ（珍さん）の画像で待受画面、音声発着信画面、メー
ル送受信画面を用意、あなたのケータイを人気キャラに着せ替え出来
ます！

２１０円 ２００６年１２月（予定）

ＰＬＡＹＢＯＹ
大人気ラビットヘッドがアナタのケータイを彩りま～す！！待受だけでは
なく発着信画面、そしてなんとメニューまでをカワイイラビットで簡単着せ
替えができちゃうよ！！格安ラビットパック実施中！！

３１５円・５２５円 ９０３ｉ発売同時期

アニメＢＢモーション
「宇宙戦艦ヤマト」や「ヤッターマン」等の待受や着信Ｆｌａｓｈを貴方のお
気に入りのアニメで揃えちゃおう！もちろん、高画質着信動画もあるから
選ぶのも楽しいよ！

３１５円・５２５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 メディアソケット きせかえデコガール
究極ＧＡＬ系きせかえツールでケータイまるごとデコガールに！待受画面
やメニューはもちろん、メール送受信、電話発着信、電波状況・電池残
量などなどＧＡＬな可愛い画像が勢揃い！！

２１０円 ９０３ｉ発売同時期

ヤマハ 株式会社
ＧＡＬ３００％トランスＢ系ウタ
ＧＡＬ８００％メロラバ☆ウタフル

ＧＡＬ人気NO1サイトメロラバ(＞▽＜)ﾉから､渋谷アゲアゲ♂着せ替え
セットをサイト会員に無料で配信！

３１５円・５２５円 ２００６年１１月（予定）

iアビリット共和国
あなたの携帯が一瞬で変身！ひとつのファイルをダウンロードするだけ
で、君の携帯はアビリット一色に！まるごとＤＬでお手軽だよ。

３１５円・５２５円 ９０３ｉ発売同時期

ベルコＹｏｕ遊ランド
あなたの携帯が一瞬で変身！ひとつのファイルをダウンロードするだけ
で、君の携帯はベルコ一色に！まるごとＤＬでお手軽だよ。

３１５円・５２５円 ９０３ｉ発売同時期

岡崎ミラクルＩｓｋａｎｄ
あなたの携帯が一瞬で変身！ひとつのファイルをダウンロードするだけ
で、君の携帯は岡崎一色に！まるごとＤＬでお手軽だよ。

３１５円・５２５円 ９０３ｉ発売同時期

株式会社 読売新聞東京本社 Ｇメロ♪巨人軍
巨人ファンならきっと欲しくなる！待ち受けや着信音、着信画面など、
自分のケータイがまるごと「ジャイアンツ」仕様に。

着メロセット
：３１５円

着うたセット
：５２５円

９０３ｉ発売同時期

ユビテクノ 株式会社

三菱電機株式会社

株式会社 ムーバイル

ボーステックモバイル 株式会社

■提供企業名５０音順（敬称略）
■各企業様によって、ご利用できるサービス内容・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下さい。
■掲載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■記載内容は変更になる可能性がありますのでご了承ください。  


