
　　　　　　　　　　　　　　　無料動画一覧（ドラマ・映画）

会社名 メニュー名 コンテンツ名 コンテンツ紹介 ジャンル

アクセルマーク株式会社 ベストヒット動画 21世紀の観覧車第1話
女子高生の間に広がるふしぎな噂。
それは、「観覧車のコ」をめぐるものだった。

ドラマ

アクセルマーク株式会社 ベストヒット動画 ロボコップ 警視庁に無数にあるﾏｽｺｯﾄ人形ﾋﾟｰﾎﾟ君｡その一体に魂が生まれる! ドラマ

アクセルマーク株式会社 ベストヒット動画 たがをり 全篇に不気味な気配が漂い、そして迎える驚愕のﾗｽﾄ…。 ドラマ

アドマックス㈱ ﾄﾞﾗﾏPR動画 韓流ﾄﾞﾗﾏSound♪ クォンサンウ主演ドラマ「Bad　Love」の映像を独占配信！ ドラマ

アニプレックス
（番町製作所）

アニプレックス★Mobile ひだまりスケッチ365 人気に応え、7月放送開始ひだまりスケッチｘ365のPV。 ドラマ

株式会社ISAO ﾑｰﾋﾞｰﾌﾙ動画（無料） Trick House ミスマガジン鹿谷弥生出演、グラビアアイドル達が訪れたスタジオで何かが起こる・・。 ドラマ

株式会社ISAO ﾑｰﾋﾞｰﾌﾙ動画（無料） L-BOY 川久保拓司・矢吹春奈主演、30歳を過ぎたヲタクに人気アイドル鈴子が急接近！ ドラマ

株式会社ISAO ﾑｰﾋﾞｰﾌﾙ動画（無料）
葬儀屋月子

ある葬儀屋の告白
リアルホラー。葬儀屋の娘、月子に襲いかかる怪奇現象の数々・・。 ドラマ

株式会社ISAO ﾑｰﾋﾞｰﾌﾙ動画（無料） いちばん暗いのは夜明け前
海辺の古いｱﾊﾟｰﾄ『ﾒｿﾞﾝ』の204号室をめぐる恐怖のｵﾑﾆﾊﾞｽ形式のｺﾞｼｯｸﾎﾗｰ･･･

ドラマ

株式会社ISAO ﾑｰﾋﾞｰﾌﾙ動画（無料） スターライト
芸能界ﾃﾞﾋﾞｭｰを夢見てﾀﾞﾝｽに打ち込む高校生たちの恋･友情･挫折etc.意外とｵﾓﾛｰな制服萌え
青春ｽﾄｰﾘｰ

ドラマ

株式会社ISAO ﾑｰﾋﾞｰﾌﾙ動画（無料） TOKYO PROM QUEEN
90秒のﾄﾞﾗﾏを80日間毎日配信!! ｱﾒﾘｶ大ﾋｯﾄ作品をﾘﾒｲｸしたﾐｽﾃﾘｰｻｽﾍﾟﾝｽ!! 主題歌はﾘｱ･ﾃﾞｨｿﾞ
ﾝ

ドラマ

ヴィジョン・ファクトリー VISION CAST 5分ムービー「イチカバチカ」 国仲涼子×金子修介監督、携帯のみのオリジナル5分ムービー!! ドラマ

ヴィジョン・ファクトリー VISION CAST 5分ムービー「足りない生活」 上原多香子×金子修介監督、携帯オリジナル5分ムービー配信!! ドラマ

ヴィジョン・ファクトリー VISION CAST 5分ムービー「KISS  ～最強のｸﾁﾋﾞﾙ～」
空手有段者で最強な彼女（NANA・MAX)が
繰広げる恋愛模様。 ドラマ

NTTレゾナント 韓国ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 銭の戦争 1話 韓国最高最強の大ヒットドラマ「銭の戦争」１話無料！ ドラマ

角川モバイル iムービーゲート 「きまぐれロボット」      第1話：作家ｴﾇ氏と母 星新一の名作SFがﾄﾞﾗﾏに!出演：浅野忠信・香里奈ほか ドラマ

角川モバイル iムービーゲート 「流星課長」 しりあがり寿の人気ｺﾐｯｸを実写化!通勤電車の熱い闘いを見よ! ドラマ

角川モバイル iムービーゲート 「FROG RIVER」     第1話：ｶﾞﾊﾞﾁｮの巻 加瀬亮主演。新しくてどこかなつかしい「新型青春ﾄﾞﾗﾏ」登場! ドラマ

角川モバイル iムービーゲート ミュードラ「春日和」第1話 DELの名曲がﾄﾞﾗﾏに!今話題の「羞恥心」上地雄輔が出演! ドラマ

角川モバイル iムービーゲート ﾐｭｰﾄﾞﾗ「Lily」予告編 MONKEY MAJIKの名曲をﾄﾞﾗﾏ化 出演：戸田恵梨香 ドラマ

ギガネットワークス株式会社 着信メロディGIGA 恋する血液型 ﾌｧｯｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ4人が主演!血液型ｺﾞﾄの相性がわかるﾓﾃ度UPな恋愛ﾄﾞﾗﾏ ドラマ

ジグノシステムジャパン株式会社 ビジュアルボーイ 『約束の丘～Falling Sky Over～』ACT1 注目俳優･大口兼悟主演!本当の自分を見つけるﾋｭｰﾏﾝﾄﾞﾗﾏ☆ ドラマ

ハリウッドチャンネル 海外ドラマ★ＤＸ 昔懐かしの海外ﾄﾞﾗﾏ 昔懐かしの海外ﾄﾞﾗﾏをお届け♪ ドラマ

フォアキャスト･コミュニケーションズ 日テレチャネル 日テレ深夜ドラマチャネル 小林聡美＆もたいまさこ「２クール」全編無料配信中！ ドラマ

フォーサイド ラブフルムービー いちばん暗いのは夜明け前　1話　「204号室」 謎のｱﾊﾟｰﾄ『ﾒｿﾞﾝ』を舞台に次々と起こる恐怖の超常現象｡ ドラマ

フジテレビ フジテレビオンデマンド 24 mobisode 海外ドラマ「24」のモバイル限定サイドストーリー。 ドラマ

フロントメディア Qlick.TV(無料) LOST Season1 事故なのか、島がよんだのか。話題沸騰のｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ･ｻｽﾍﾟﾝｽ､ｹｰﾀｲに登場!! ドラマ

フロントメディア QTVﾄﾞﾗﾏﾁｬﾝﾈﾙ 冬のソナタ 社会現象にもなったﾍﾟ･ﾖﾝｼﾞｭﾝとﾁｪ･ｼﾞｳが魅せる韓流純愛ﾄﾞﾗﾏの最高傑作!! ドラマ

魔法のiらんど iらんどTV teddy bearプロモーション映像 晴菜と成也。愛する2人の純愛ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ★teddy bear ドラマ

魔法のiらんど iらんどTV 泣き顔にＫＩＳＳプロモーション映像 ちょっぴり泣き虫な伊織が描くHAPPYﾗﾌﾞｺﾒﾃﾞｨｰ☆泣き顔にKISS ドラマ

メディアドゥ 東映特撮ＢＢモバイル 仮面ライダー５５５（ファイズ）1話 子供から大人まで大人気「平成仮面ライダーシリーズ」の第４作！ ドラマ

株式会社モブキャスト 超高画質 movie.jp 学校の階段 堀北真希主演☆４つの季節で展開される学園恋愛ドラマ ドラマ

株式会社モブキャスト 超高画質 movie.jp ため息の理由 加藤ﾛｰｻ主演♪切ないｽﾄｰﾘｰを斉藤和義の歌声が優しく包み込む ドラマ

株式会社モブキャスト 超高画質 movie.jp bird　call 鈴木えみ初主演作☆真実の欠片を集めて紡ぐ感動作 ドラマ

株式会社モブキャスト 超高画質 movie.jp 山手線デス・ゲーム 天野浩成主演！山手線を舞台に繰り広げられるアクションコメディ ドラマ

株式会社モブキャスト 超高画質 movie.jp こいばな～学校の階段Ⅱ～ 原史奈出演☆さえない教育実習生と２人の生徒の三角関係…！？ ドラマ

イーアクセス 映画予告 CinemaStylei
｢ｹﾞｹﾞｹﾞの鬼太郎 千年呪い歌｣他、この夏注
目映画の予告編配信中

映画

イーアクセス 映画予告 CinemaStylei ｢インディー・ジョーンズ～｣他、この夏注目映画の予告編配信中 映画

イーアクセス 映画予告 CinemaStylei ｢ダークナイツ｣他、夏休み話題映画の予告編配信中 映画

株式会社駅探 シネマスターｸﾗﾌﾞ ｢ダークナイト」予告編 ｢ﾊﾞｯﾄﾏﾝ ﾋﾞｷﾞﾝｽﾞ｣続編!ﾋｰｽ･ﾚｼﾞｬｰ遺作の｢ﾀﾞｰｸﾅｲﾄ｣予告編 映画

株式会社駅探 シネマスターｸﾗﾌﾞ
「JUNO／ジュノ｣予告編

全米興収1億ドルを突破の話題作｢JUNO/ｼﾞｭﾉ｣予告編 映画

NECビッグローブ株式会社 BIGLOBEドガービエンタ
ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ　ＤＩＲＥＣＴＯＲ’Ｓ　１００予告編（毎月10タイトル程度更

新）
吉本興業の芸人100人が監督した映画の予告編を毎月更新 映画

角川モバイル iムービーゲート カンフーパンダ予告編 ﾄﾞﾘｰﾑﾜｰｸｽ最新作「ｶﾝﾌｰ･ﾊﾟﾝﾀﾞ」予告編 映画

角川モバイル iムービーゲート ﾀﾞｲﾌﾞ!!予告編 今夏上映の話題作、「ﾀﾞｲﾌﾞ!!」予告編 映画

※コンテンツプロバイダによるコンテンツ料無料キャンペーンです。
※iモード契約及びパケ・ホーダイまたはパケ・ホーダイフルへの加入が必要です。
※FOMAの対応機種でのみご利用いただけます。また、対応機種の場合でも、一部コンテンツがご覧いただけないものがあります。
※Music&Videoチャネルにご加入いただかないとご覧いただけないコンテンツがあります。Music&Videoチャネルは別途ご契約が必要です。
※一部のコンテンツにおいて、「お試しマイメニュー」機能を利用しています。
※「お試しマイメニュー」とは、お客様が一定期間、iモード情報料無料で有料サイトを利用出来る仕組みです。
※お試し期間内にお客様が「お試しマイメニュー」削除をした場合には、お客様にiモード情報料がかかりませんが、
　 お試し期間終了後は、自動的に課金対象期間となりますので、ご注意下さい。
※お試し期間は各コンテンツにより異なります。
※その他詳細は、各コンテンツのサイトにてご確認下さい。



会社名 メニュー名 コンテンツ名 コンテンツ紹介 ジャンル

ギャガ・コミュニケーションズ GAGA☆USEN 『クライマーズ・ハイ』予告 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰ作家 横山秀夫の最高峰､待望の映画化! 7/5全国ﾛｰﾄﾞｼｮｰ 映画

ギャガ・コミュニケーションズ GAGA☆USEN 映画『セックス・アンド・ザ・シティ』特報 世界中の女性たちを熱狂させた爆発的人気ｼﾘｰｽﾞ遂に映画化!! 映画

KLab株式会社 蛙男商会モバイル
秘密結社 鷹の爪 THE MOVIEⅡ～私を愛した黒烏龍茶～ダイジェストムー

ビー
5/24公開の劇場版最新作、貴重なダイジェストムービー！ 映画

ジグノシステムジャパン株式会社 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ﾓﾊﾞｲﾙ
インディ・ジョーンズ

クリスタル・スカルの王国
トレーラー

ｲﾝﾃﾞｨ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ/ｸﾘｽﾀﾙ・ｽｶﾙの王国　高画質ﾄﾚｰﾗｰ配信! 映画

株式会社ソニー・デジタルエンタテインメント・サービス ｿﾆｰ･ﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ ｿﾆｰ･ﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ ｿﾆｰ･ﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞのこの夏話題の最新作の映像が満載!! 映画

ディズニー Disneyマガジン
ナルニア国物語

第２章　カスピアン王子の角笛
話題の映画の最新予告動画をﾁｪｯｸ！ﾍﾞﾝ･ﾊﾞｰﾝｽﾞからのﾒｯｾｰｼﾞもあるぞ！ 映画

株式会社 ドワンゴ dwango.jp（映画） ヒートアイランド Episode 0：第1話 ｲｹﾒﾝ･城田優ｸﾝ主演の映画｢ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ｣ｽﾍﾟｼｬﾙﾑｰﾋﾞｰを限定公開! 映画

ハリウッドチャンネル ハリウッドチャンネル 予告編、インタビュー 話題沸騰の新作映画の中から貴重な動画を配信♪ 映画

ミルモ 無料!フライングポストマン 「ダークナイト」予告編 「バットマン」シリーズの待望の最新作『ダークナイト』最新映像 映画

メディアドゥ シネマドゥ ミナミの帝王　長編版1/運命1話 超ヒットロングシリーズ『ミナミの帝王』がケータイで初登場！ 映画

メディアドゥ シネマドゥ ミナミの帝王　劇場版　銭の1　1話 超ヒットロングシリーズの劇場版がケータイで楽しめる！ 映画

メディアドゥ シネマドゥ 静かなるドン1　1話 ４０００万部突破した超人気漫画のＶシネマ版がケータイに！！ 映画

■提供企業名50音順（敬称略）
■各企業様によって、コンテンツ概要・コンテンツ提供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。
■提供コンテンツについては、予告なく変更になる可能性がありますので予めご了承ください。
■「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。


