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©Ambition ©Ambition ©Ambition

©2007 SKYWALKER
DIGITALWAVE
©eCREATION Inc./©WisMobile

©2007 SKYWALKER
DIGITALWAVE
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©2007 SKYWALKER
DIGITALWAVE
©eCREATION Inc./©WisMobile
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©CAPCOM ©CAPCOM ©CAPCOM

アップスタート
株式会社

イー・クリエイション
株式会社

株式会社
インタラクティブ
ブレインズ

Mobileゴルフパンヤ Mobileゴルフパンヤ スポーツ

今冬（予定） ○

画面
サービス
開始時期

東京
ゲームショウ
2007
出展予定

タイトル名

月額:315円

ジャンル

シミュレーション

概要
価格
（税込）

月額:525円

月額:315円

戦国BASARA
戦国BASARA
タクティクスRPG

提供企業名

株式会社
カプコン

配信サイト名

怪盗J ゲームセンター

株式会社
アンビション

ワールド
アイスランジスタ

ワールド
アイスランジスタ

ミレニアムワース

シミュレーション

ロールプレイング
2007年12月
（予定）

○

プレイヤーが小説家となって世界で
たった一つオリジナルの物語を作っ
ていきます。冒険の途中で出会った
仲間たちもそのまま登場人物となっ
て物語を彩るというまったく新しい
斬新な世界、アイスランジスタ。そ
れはとっても神秘的でちょっと悲し
い物語。

月額:315円

月額:346円
(予定)

2007年11月
（予定）

×

大人気オンラインゲームがモバイル
に登場！
全世界で大人気オンラインゲーム
『パンヤ』がモバイルで遊べる！
通信対戦機能、キャラクターのカス
タマイズ機能でオンラインゴルフ
ゲームが楽しめます。
まずは無料登録して『Mobileゴル
フパンヤ』の世界をのぞいてみよ
う。

戦国乱世、熱きHEROが時代を駆け
る。「戦国BASARA」が豪快感溢れ
る美麗グラフィックでケータイ初登
場。知略で戦場をぶった斬れ！

ゲームセンター ロールプレイング

2007年11月
（予定）

×

未定 ×

グッドフェローズ ちょいｽｺﾞ1本ｳﾘ シミュレーション

お散歩からフンの世話まで全てが
ｷｭｰﾄなマイにちが楽しくなるペット
アプリ★肩の凝らない程度の世話で
育てることができ、その独特なグラ
フィックで表現されたカワイイ姿を
撮影し待受画像することができる機
能付きです。

名作映画『グッドフェローズ』を
ケータイゲーム化。グッドフェロー
ズとなり､アジトを起点としてギャ
ンブルや子分に指令を出してお金を
稼いでゆくギャングシミュレーショ
ン。ポーカーだけも楽しむモードも
あります。

マイドッグ ちょいｽｺﾞ1本ｳﾘ 育成ゲーム

月額:315円
2007年11月
（予定）

×

月額:315円
2007年10月
（予定）

×

世界中からドロボウが集まる『ミリ
オンタウン』。ここでは毎晩トレ
ジャーを巡る攻防が続いている。ト
レジャーを盗み、トラップを仕掛
け、侵入者の行く手を阻んでトレ
ジャーを死守する。それがプレイ
ヤーの役目です。

ミレニアムワースは独自の建国、歴
史、地誌を持つ大陸を舞台にした
ファンタジーRPGです。
ダンジョン、装備までもが自動的に
生成され、プレイヤーごとに物語が
生まれます。無限の物語をお楽しみ
ください。

【メガゲーム】2007年秋冬新作ｉアプリコンテンツ一覧

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「配信サイト名」、「概要」、「価格（税込）」、「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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©CAPCOM 2007 ©CAPCOM 2007 ©CAPCOM 2007

©CAPCOM 2008 ©CAPCOM 2008 ©CAPCOM 2008

© 2007 Gameloft. All Rights Reserved.
Gameloft, the logo Gameloft and Real
Football are trademarks of Gameloft in the
US and/or other countries.

© 2007 Gameloft. All Rights Reserved.
Gameloft, the logo Gameloft and Real
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© 2007 Gameloft. All Rights Reserved.
Gameloft, the logo Gameloft and Real
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US and/or other countries.

©2007 Gameloft. All Rights Reserved.
Gameloft, the logo Gameloft and Football
Party are trademarks of Gameloft in the US
and/or other countries.

©2007 Gameloft. All Rights Reserved.
Gameloft, the logo Gameloft and Football
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©2007 Gameloft. All Rights Reserved.
Gameloft, the logo Gameloft and Football
Party are trademarks of Gameloft in the US
and/or other countries.

© 2007 Gameloft. All Rights Reserved.
Gameloft and the logo Gameloft are
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other countries.
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ゲームロフトスポーツ

株式会社
カプコン

ゲームロフト
株式会社

×

○

○

月額:315円

カプコンパーティ
ロックマンDASH
5つの島の大冒険！

アクションカプコンパーティ
ブレスオブファイアIV
アクションRPG

～炎の剣と風の魔法～

アクション

ゲームロフトスポーツ

ゲームロフトスポーツ

2008 ｹﾞｰﾑﾛﾌﾄ ﾘｱﾙｻｯｶｰ

スポーツありえないｻｯｶｰ

スポーツ

スポーツ

ﾘｱﾙｻｯｶｰ監督編

月額:315円

カプコン伝説の3Dアクション「ロッ
クマンDASH」の完全新作登場。
ロックにロールちゃん、トロンにコ
ブンなど人気キャラが大活躍！

月額:315円

アメリカのプロバスケットボール
ゲームを臨場感溢れるステージで再
現。12以上のミラクル・ダンク
シュートなど、アニメーションを駆
使した素晴らしいプレイを楽しむこ
とが可能になりました。

「ブレスオブファイアIV」待望の新
作は3DアクションRPG。霧の結界
の中、魔物巣くうダンジョンを剣と
魔法で攻略し、仲間と冒険の旅を続
けよう。

サッカーのクラブ経営シミュレー
ションゲーム。毎シーズン熱い戦い
が繰り広げられる世界最高リーグの
興奮を再現します。日々のトレーニ
ングからマスコミ対応までこなし、
ヨーロッパサッカーの頂点を目指
し、お気に入りチームを育成しま
す。

携帯用サッカーゲーム最高峰と呼び
声高い『リアルサッカー』シリーズ
の最新作。グラフィックが向上し、
選手の挙動がさらにリアルになりま
した。

携帯用アメリカンフットボールゲー
ム。プレーオフも含めフルシーズン
モードで遊ぶことができ、カジュア
ルなスポーツゲームファンから、Ｎ
ＦＬのコアなファンまで誰でも楽し
めるエキサイティングなゲーム内容
になっています。

2008年1月
（予定）

2007年11月
（予定）

2007年11月
（予定）

2007年11月
（予定）

2007年10月
（予定）

×

サッカーを題材にした32のミニゲー
ムを実装。５秒で終わる新感覚のミ
ニゲームなど、サッカーというス
ポーツをゲームを通して面白い角度
で表現しています。

月額:315円
2007年10月
（予定）

×

月額:315円

×

ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ2008 ゲームロフトスポーツ スポーツ 月額:315円
2007年12月
（予定）

×

月額:315円

ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ ゲームロフトスポーツ スポーツ

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「配信サイト名」、「概要」、「価格（税込）」、「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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©GENKI　©GenkiMobile ©GENKI　©GenkiMobile ©GENKI　©GenkiMobile

©KOEI Co., Ltd.
※画面は開発中のものです

©KOEI Co., Ltd.
※画面は開発中のものです

©KOEI Co., Ltd.
※画面は開発中のものです

©KOEI Co., Ltd.
※画面は開発中のものです

©KOEI Co., Ltd.
※画面は開発中のものです

©KOEI Co., Ltd.
※画面は開発中のものです

©KOEI Co., Ltd.
※画面は開発中のものです

©KOEI Co., Ltd.
※画面は開発中のものです

©KOEI Co., Ltd.
※画面は開発中のものです

©2005 2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

©2005 2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

©2005 2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

©1999 2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

©1999 2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

©1999 2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

©1995 2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

©1995 2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

©1995 2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

株式会社
コーエー

株式会社
コナミデジタル
エンタテインメント

月額:525円

月額:525円

○

2007年10月
（予定）

2007年9月
（予定）

月額:315円

今冬配信
（予定）

○

2007年10月
（予定）

月額:525円

2007年9月
（予定）

月額:315円

○

○

×

○

アクション

アクション

ｼﾞｰﾜﾝ ｼﾞｮｯｷｰ

Mbl真三國無双

コナミネットDX

元気モバイル
株式会社

首都高バトル DRAG2 アクション首都高バトル3D

Mobile真・三國無双

ランブルローズmobile

ジーワン ジョッキー

ときめきメモリアル２

三國志英傑伝

アクション

幻想水滸伝 未定 ロールプレイング

コナミネットDX シミュレーション

未定

三國志英傑伝 シミュレーション 月額:315円

未定

携帯でも一騎当千の爽快感を実現！
あの無双シリーズがメガゲームとし
て堂々登場！
シリーズ最大の特徴である多数の敵
をなぎ倒す「一騎当千」の爽快感を
携帯アプリで再現！
大軍を蹴散らし、戦局を変えるのは
君だ！

大迫力のレースシーンを忠実に再現
した大人気ジョッキー体験ゲーム
「ジーワン ジョッキー」がメガゲー
ム専用アプリでついに登場！
約6000頭もの実名馬の登場、2007
年最新プログラムへの対応など盛り
だくさん！

約 400m の直線をいかに速く走り
きるかを競う地上最速のドラッグ
カーレースが3Dアプリに！なんと首
都高バトル初のワイド画面対応！大
迫力のレースをお楽しみいただけま
す！

最も美しく、強い者が勝者となる究
極のエンターテイメントプロレス
「ランブルローズ」がＭＥＧＡ ＧＡ
ＭＥのハイクオリティで登場！圧巻
の3Dアクションに驚愕せよ！

今秋配信
（予定）

×

恋愛シミュレーションの名作「とき
めきメモリアル２」が8年の時を経
て初移植！驚愕の大容量「50メガ超
アプリ」で、PS版の魅力をそのまま
に再現！勉強に部活に恋愛に・・自
分を磨いてあこがれのあの子と仲良
くなろう！

三國志の英雄、劉備玄徳を主人公と
してストーリーが展開して行く、
コーエー初のシミュレーションＲＰ
Ｇ。
プレイヤーの選択によっては、史実
の壁を越えて、劉備の果たしえな
かった漢王朝再興を果たすことも可
能！

天地の宿星108人が集い、今、新た
な歴史が紡がれる・・・奥深い世界
観とストーリーで多くのファンを魅
了してきたロールプレイングゲーム
「幻想水滸伝」が満を持してiアプリ
で登場！

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「配信サイト名」、「概要」、「価格（税込）」、「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。



画面
サービス
開始時期

東京
ゲームショウ
2007
出展予定

タイトル名 ジャンル 概要
価格
（税込）

提供企業名 配信サイト名
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©GAINAX/アニプレックス・KDE-
J・テレビ東京・電通
©2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

©GAINAX/アニプレックス・KDE-
J・テレビ東京・電通
©2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

©GAINAX/アニプレックス・KDE-
J・テレビ東京・電通
©2007 Konami Digital
Entertainment Co., Ltd.

Campeonato Nacional de Liga 07/08
Primera y/o Segunda Division Producto
bajo Licencia Oficial de la LFP
©2007 Konami Digital Entertainment Co.,
Ltd.

Campeonato Nacional de Liga 07/08
Primera y/o Segunda Division Producto
bajo Licencia Oficial de la LFP
©2007 Konami Digital Entertainment Co.,
Ltd.

Campeonato Nacional de Liga 07/08
Primera y/o Segunda Division Producto
bajo Licencia Oficial de la LFP
©2007 Konami Digital Entertainment Co.,
Ltd.

©G-mode ©G-mode ©G-mode

©G-mode
協力：京王百貨店

©G-mode
協力：京王百貨店

©G-mode
協力：京王百貨店

©G-mode ©G-mode ©G-mode

©SilveStarJapan ©SilveStarJapan ©SilveStarJapan

©SilveStarJapan ©SilveStarJapan ©SilveStarJapan

株式会社
ジー・モード

株式会社
シルバースター
ジャパン

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 月額:315円

○

R.P.G-mode

バラエティ

ロールプレイング

スポーツ

駅弁双六

R.P.G-mode

Get!!プチアプリ

ウイニングイレブン
モバイル２

mystia3

天元突破グレンラガン
～私は明日へ向います～

（仮）

レジェンド・オブ・アク
シズ

　亡国の竜機兵
ロールプレイング

月額:105円
/210円

2007年9月
（予定）

月額:315円
2007年9月
（予定）

月額:315円

ゲームパックコナミネットDX

2007年11月
（予定）

○

未定 ○

未定

○

銀星囲碁　王座 ○●銀星囲碁★将棋 テーブルゲーム

銀星将棋　龍王 ○●銀星囲碁★将棋 テーブルゲーム

メガアプリの大容量を生かし銀星将
棋が「銀星将棋　龍王」となって大
幅にパワーアップ。100KB版iｱﾌﾟﾘ
では実現できなかった幅広い棋風が
楽しめます。7人の個性豊かなキャ
ラクターが、対局を大いに盛り上げ
ます。初心者から上級者まで、自分
の実力に合わせてお楽しみ頂けま
す。

月額:315円

2007年10月
（予定）

駅弁を求め、さすらいの旅路…。
サイコロを振って電車を進め、全国
各地に実在する駅弁を探す双六で
す。アイテムの入手や様々なイベン
ト、そして出会いなどを楽しみつつ
駅弁獲得を目指します。

×

×

月額:315円

「王の剣」をめぐる壮大な冒険譚の
第３弾！魔族の侵攻により危機にさ
らされた南北ミスティア王国。一刻
の猶予も許されない状況のなか、魔
族討伐の王命を受け、ヴィマルとガ
ウリの旅が始まる…。

病の妹を救うべく傭兵になった少
年・キリトは、謎の珠「アクシズ」
に導かれ、世界存亡を賭けた戦いに
挑む！
「守るべきもの」を見つけんとする
人間の生き様を描いた重厚な物語が
今、ここに―

GAINAXが贈る超人気アニメ「天元
突破グレンラガン」のストーリーを
元にしたアドベンチャーゲーム。
ロボットのバトルシーンは携帯電話
のバイブ連動でドリルの挙動を再
現。第一部も同サイト内で配信中で
す。

ウイニングイレブンモバイルが３D
になってついにMEGA GAMEへ！
グラフィックやAIの向上はもちろ
ん、新モードの追加や横画面対応な
ど大幅に進化してますますヒート
アップ！さあ、今すぐキックオ
フ！！

月額:315円

2007年9月
（予定）

○

メガアプリの大容量を生かし銀星囲
碁が「銀星囲碁　王座」となって大
幅にパワーアップ。通常の100KB版
iアプリでは再現し切れなかった、世
界最強の思考エンジンの強さの片鱗
を体感いただけます。強さの異なる
キャラクターを5キャラクターを用
意、棋力強化、思考速度もパワー
アップ。

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「配信サイト名」、「概要」、「価格（税込）」、「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。



画面
サービス
開始時期

東京
ゲームショウ
2007
出展予定

タイトル名 ジャンル 概要
価格
（税込）

提供企業名 配信サイト名

【メガゲーム】2007年秋冬新作ｉアプリコンテンツ一覧

©2007 スクウェア・エニックス　キャラクター：
©1996,1997 スクウェア・エニックス©
1996,1997 バードスタジオ/集英社　キャラクター
デザイン：鳥山明

©2007 スクウェア・エニックス　キャラクター：
©1996,1997 スクウェア・エニックス©
1996,1997 バードスタジオ/集英社　キャラクター
デザイン：鳥山明

©2007 スクウェア・エニックス　キャラクター：
©1996,1997 スクウェア・エニックス©
1996,1997 バードスタジオ/集英社　キャラクター
デザイン：鳥山明

© 2007 ARMOR PROJECT/SQUARE
ENIX All Rights Reserved.

© 2007 ARMOR PROJECT/SQUARE
ENIX All Rights Reserved.

© 2007 ARMOR PROJECT/SQUARE
ENIX All Rights Reserved.

©STING ©STING ©STING

©SEGA

©Sony Computer
Entertainment Inc.

©Sony Computer
Entertainment Inc.

©Sony Computer
Entertainment Inc.

©TAITO CORP.1996,2007
JR東日本商品化許諾済
※画像は開発中のものです。

©TAITO CORP.1996,2007
JR東日本商品化許諾済
※画像は開発中のものです。

©TAITO CORP.1996,2007
JR東日本商品化許諾済
※画像は開発中のものです。

©2004-2007 Nihon Falcom
corporation
©2007 ScriptArts Co.,Ltd.
Presented by TAITO
※画像は開発中のものです。

©2004-2007 Nihon Falcom
corporation
©2007 ScriptArts Co.,Ltd.
Presented by TAITO
※画像は開発中のものです。

©2004-2007 Nihon Falcom
corporation
©2007 ScriptArts Co.,Ltd.
Presented by TAITO
※画像は開発中のものです。

株式会社
スクウェア・
エニックス

株式会社
タイトー

スクエニモバイル

200
ポイント

【参考】
月額:

210円で
300P付与

月額:525円
/500ポイント

PlayStation®2専用ソフトウェアと
して発売された「みんなのテニス｣
がiアプリ版になって新登場｡ カンタ
ン操作で誰にでも爽快ショットが打
てます｡ 個性豊かな７人のキャラク
ターを使いこなして勝利を目指そ
う！！

2007年10月
（予定）

テーブルゲーム

TOBAL Ｍ スクエニモバイル アクション

2007年10月
（予定）

未定

月額:315円 未定

○

○

×

スポーツ ○

○

○
2007年12月
（予定）

電車でGO！
山手線 ワイド版 シミュレーション 月額:315円

2007年12月
（予定）

月額:315円
2007年10月
（予定）

SCEJ

株式会社
セガ

イース/ファルコムi

セガエイジス

バロックシンドローム
スティング☆
ステーション

株式会社
ソニー･

コンピュータ
エンタテイン
メント

株式会社
スティング

シャイニング・ウィンドＸ

○
2007年11月
（予定）

アドベンチャー
/ノベル

いただきストリート
どんどん開店！増築中！

未定

今度はケータイで新装開店！！
ボードゲームの決定版「いただきス
トリート」がついにケータイで遊べ
るようになりました！サイコロ振っ
て、
お店を大きくして、株を売り買いし
て、目指すは優勝！お金持ち！

「バロックシンドローム」は、「バ
ロック前史」を描いた小説
「BAROQUISM▲SYNDROME」
（原作：清水マリコ／原作連載：セガ
サターンマガジン）を基に制作。プレ
イヤーはバロックに取りつかれた人々
を、彼らが望む妄想を創ることで癒す
新しい商売「バロック屋」となって物
語を進めていく。インパクトあるグラ
フィックスと現代社会を投影するキャ
ラクターたちの存在感を余すことなく
描いた、新感覚の非現実ビジュアルノ
ベル。プレイステーションで提供作品
の完全移植版。

PLAYSTATION®で人気を博した
３Ｄ格闘アクションゲーム『トバ
ル』シリーズが10年振りにケータイ
で登場！
ゲームシステム、世界観は踏襲しな
がらもケータイ用にアレンジ。驚く
ほど滑らかなキャラクターの動きを
お楽しみください。

ケータイ版「電車でGO！」がさら
に進化！ワイドな横画面で山手線の
運転を楽しもう！現在の電車に加え
て懐かしのあの電車も登場するよ！

待望の「イース」最新作！迫力を増
したボス戦。キャラクターによって
異なる攻撃やスキルを駆使して、そ
びえ立つ魔の塔に挑め！

セガが誇るＲＰＧゲーム：シャイニ
ングシリーズより、「シャイニン
グ・ウィンドＸ（クロス）」がiアプ
リになって新登場！！
テーマは「心剣」、「絆」、「協
力」。Tony氏のキャラクターによ
るシャイニングの世界がオリジナル
ストーリーで広がります。

ロールプレイング

みんなのテニス モバイル

イース・オリジン

電車でGO!

ロールプレイング

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「配信サイト名」、「概要」、「価格（税込）」、「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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価格
（税込）

提供企業名 配信サイト名

【メガゲーム】2007年秋冬新作ｉアプリコンテンツ一覧

©2006-2007 Nihon Falcom
corporation
©2007 ScriptArts Co.,Ltd.
Presented by TAITO
※画像は開発中のものです。

©2006-2007 Nihon Falcom
corporation
©2007 ScriptArts Co.,Ltd.
Presented by TAITO
※画像は開発中のものです。

©2006-2007 Nihon Falcom
corporation
©2007 ScriptArts Co.,Ltd.
Presented by TAITO
※画像は開発中のものです。

©DAITO GIKEN,INC.　/　©DP ©DAITO GIKEN,INC.　/　©DP ©DAITO GIKEN,INC.　/　©DP

©DAITO GIKEN,INC.　/　©DP ©DAITO GIKEN,INC.　/　©DP ©DAITO GIKEN,INC.　/　©DP

©2007 CHUNSOFT/すぎやまこう
いち

©2007 CHUNSOFT/すぎやまこう
いち

©2007 CHUNSOFT/すぎやまこう
いち

©2007 CHUNSOFT ©2007 CHUNSOFT ©2007 CHUNSOFT

©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT ©HUDSON SOFT

©ERTAIN/HUDSON SOFT ©ERTAIN/HUDSON SOFT ©ERTAIN/HUDSON SOFT

株式会社
ディーピー

株式会社
ドワンゴ/
チュンソフト

株式会社
ハドソン

チュン
＠かまいたちの夜

×

○

未定

大人気稼動中ﾊﾟﾁｽﾛ機「SHAKEⅡ」
の歌姫ナディアが登場！全チャンネ
ルをナディアのビデオでＴＶジャッ
クしよう！曲にあわせてナディアの
ビデオ映像を切り替え、パーフェク
トの視聴率１２０％を目指せ！プレ
イヤーは全９チャンネルの中から
チャンネルを一つ選び、ビッグボー
ナス曲に合わせて出現する矢印をタ
イミングよく消していくことで、ナ
ディアのビデオを放映していきま
す。

月額:315円

月額:315円

イースファルコムⅰ

新要素の戦闘システムが生み出す奥
深い戦略。個性的なキャラクターた
ちが織り成すドラマティックなシナ
リオを堪能しよう。

×

○

英雄伝説　空の軌跡ＦＣ ロールプレイング

シレン不思議
のダンジョン

桃太郎電鉄
TOHOKU 豪華版

テーブルゲーム桃太郎電鉄

ボクサーズロード
the MOBILE

スポーツ

探偵★パンチ!!

ロールプレイング

月額:525円
/500ポイント

SHAKEⅡ
TVジャック Nadja

 Version
大都吉宗CITY

2007年10月
（予定）

未定

吉宗（メガver.)

アクション

株式会社
タイトー

2007年10月
（予定）

今秋
（予定）

ボクサーファン待望の育成型シミュ
レーションがiアプリで登場！大容量
のメガゲームで手応えも満点。最強
のボクサーを育てて世界チャンピョ
ンを目指そう！！

株式会社大都技研の伝説的名機と呼
ばれるパチスロ機「吉宗」が歌つき
スロットアプリとして「大都吉宗
CITY」に登場！！あのホールでの興
奮や感動を、ケータイで体験しよ
う！！

「不思議のダンジョン 風来のシレ
ン」シリーズ最新作が登場！迫力の
グラフィックに、風来救助隊と他者
のゲームプレイが観戦できる
「LIVE」機能搭載で救助も観戦も可
能に！応援を送ってファン同士の一
体感を感じよう！

都会の片隅のペントハウスに住む探
偵“冬馬”と謎の女“ハルカ”。彼
等の元には怪しい事件が次々と舞い
込むが、どんな難事件も無謀に挑ん
でいく。チュンソフトが贈る待望の
新感覚探偵アドベンチャー「探偵★
パンチ!!」遂に登場！！

最新作「桃太郎電鉄TOHOKU」は
東北が舞台！今回はナマハーゲンが
登場！そのほか芭蕉の俳句を集める
イベントなど、東北地方の魅力が満
載！

2007年11月
（予定）

風来のシレンMEGA LIVE

○月額:315円
今冬

（予定）

着☆あぷ♪ボンバーマン 月額:315円

大都吉宗CITY シミュレーション

○

月額:315円
/ポイント制

○
2007年11月
（予定）

アドベンチャー
/ノベル

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「配信サイト名」、「概要」、「価格（税込）」、「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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タイトル名 ジャンル 概要
価格
（税込）

提供企業名 配信サイト名

【メガゲーム】2007年秋冬新作ｉアプリコンテンツ一覧

©PIA ©UNBALANCE ©PIA ©UNBALANCE ©PIA ©UNBALANCE

©2004-2007　NBGI ©2004-2007　NBGI ©2004-2007　NBGI

©2007 NBGI ©2007 NBGI ©2007 NBGI

©鳥山明･ﾊﾞｰﾄﾞｽﾀｼﾞｵ/集英社
©BANDAI NETWORKS

©鳥山明･ﾊﾞｰﾄﾞｽﾀｼﾞｵ/集英社
©BANDAI NETWORKS

©鳥山明･ﾊﾞｰﾄﾞｽﾀｼﾞｵ/集英社
©BANDAI NETWORKS

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

©創通・サンライズ
©BANDAI NETWORKS

©ATLUS 2005-2007  ©Bbmf ©ATLUS 2005-2007  ©Bbmf ©ATLUS 2005-2007  ©Bbmf

©ATLUS 2005-2007  ©Bbmf ©ATLUS 2005-2007  ©Bbmf ©ATLUS 2005-2007  ©Bbmf

株式会社
バンダイナムコ
ゲームス

ｶﾞﾝﾀﾞﾑ公式ｹﾞｰﾑ

○
ドラゴンボール

アルティメットブラスト
アクションドラゴンボール

未定

リッジレーサーシリーズの集大成が
「リッジレーサーズモバイル」とし
てｉアプリでついに登場。
ハイクオリティなグラフィックを完
全再現。直感操作にも対応。ニトロ
全開で駆け抜けろ！

PC向けで大人気の麻雀ゲームが、つ
いにメガゲームで登場！
フル3D技術で山牌の表示やツモ牌の
動きなど、細部までリアルに再現し
た美麗なグラフィックと、見やすく
快適な操作性の両立を実現。
イカサマ無しの超本格的な麻雀が携
帯で楽しめます！

メガテンα ロールプレイング

機動戦士ｶﾞﾝﾀﾞﾑ
U.C.0079

アクション

バンダイ
ネットワークス
株式会社

リッジレーサーズ
モバイル

アクション 未定 未定

うらないの島
コミュニケーショ

ン
/メール

○うらないの島 未定 未定

×

月額:315円

○未定

悟空やピッコロなど戦士達が熱い戦
いを繰り広げる格闘ゲームが遂に登
場！
「気を溜める」「ラッシュファイ
ト」「舞空術」そして怒りゲージ
MAX時のみ撃てる「究極必殺技(ア
ルティメットブラスト)」など様々な
要素で原作の雰囲気を忠実に再現！

プレイヤーはアムロ・レイとなって
ガンダムを操り、一年戦争を戦い抜
くタクティカルアクションゲームで
す。従来のガンダムアプリでは無
かったバリエーションに富んだ地形
により、戦略的で臨場感のあるアク
ションが楽しめます。

現実と同じ時間の流れる、もう一つ
の世界で、うらないが本当になると
いうちょっと変わった島の生活をの
んびり楽しめます。また、ネット
ワーク機能を生かして、他のプレイ
ヤーの島に遊びに行くことができ、
そこでは自分の島とはちょっと違う
何かを見つけることが出来ます。

○

未定

未定

個別課金:
525円

2007年10月
（予定）

ぴあデジタル
コミュニケーションズ

株式会社
100万人のための3D麻雀 100万人のための3D麻雀 テーブルゲーム 月額:315円 未定 ×

昨年夏、PS2で発売され、多くの
ゲームファンを虜にしたRPG『ペル
ソナ３』をメガゲーム化！3Dで構築
された自動生成ダンジョンをはじ
め、PS2でお馴染みのゲームシステ
ムをリファインして実装。さらにア
プリだけのサイドストーリーが展開
される等、ファン垂涎の一作です。

ペルソナ３エム メガテンα ロールプレイング
個別課金:
525円

2007年11月
（予定）

×

「ペルソナ3」の人気キャラクター
「アイギス」が主役のアクション
RPG。3Dで描かれた美しいフィー
ルドを舞台に、ワンハンドで可能な
簡単操作で、「アイギス」が縦横無
尽に駆け回ります。10年前、屋久島
で起こった出来事とは！？

アイギス
ファーストミッション

（仮）

株式会社
ビービーエムエフ

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「配信サイト名」、「概要」、「価格（税込）」、「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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出展予定

タイトル名 ジャンル 概要
価格
（税込）

提供企業名 配信サイト名

【メガゲーム】2007年秋冬新作ｉアプリコンテンツ一覧

©HOPEMOON 2007 ©HOPEMOON 2007 ©HOPEMOON 2007

株式会社
HOPEMOON

夢幻舞葬モンストラバルツ みんなDEファンタジー ロールプレイング 月額:420円
2007年10月
（予定）

×

「最後に貴方と舞う、異形のワル
ツ」
クトゥルフ神話をモチーフとしたア
クションRPG。広大な異界の迷宮
「城砦」を封じる為、引退間際の魔
術師ノーマンは再び魔杖を手にす
る。円形の攻撃範囲を駆使した、手
軽で爽快感あふれる魔術戦闘は必
見。

■提供企業名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。
■「タイトル名」、「配信サイト名」、「概要」、「価格（税込）」、「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。


