※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。

無料動画一覧（スポーツ・ニュース）

会社名

メニュー名

コンテンツ名

アイ・ウェイブ・デザイン

ｳﾞｨｰﾅｽ☆ｱｽﾘｰﾄch

ヴィーナス☆アスリートｃｈ紹介

アクセルマーク株式会社

ハッスルチャネル

ハッスルチャネルダイジェスト

アディダス ジャパン

アディダス ジャパン

FOOTBALL DREAMS

株式会社ISAO

コンテンツ紹介

ジャンル

強くて美しい女性アスリートたちのオリジナル動画を配信

スポーツ

格闘技を越えた白熱の「ハッスル」の模様をお届けします。

スポーツ

世界のトップ選手と子供たちの、夢のような時間を上映中。

スポーツ

ｴｸｽﾄﾘｰﾑｽﾎﾟｰﾂの世界へ旋風を巻き起こしたｴﾅｼﾞｰﾄﾞﾘﾝｸ･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ､｢Red Bull｣｡数あるｺﾝﾃﾝﾂから
厳選された動画をお楽しみください｡

スポーツ

チャンピオンリーグを始めとする海外のサッカー情報、動画を配信

スポーツ

東京で開催される唯一のモータースポーツ！白熱のドリフトは必見！

スポーツ

ﾑｰﾋﾞｰﾌﾙ動画（無料）

Red Bull

インデックス

蹴球7日サッカーTV

チャンピオンズリーグ
ハイライト集

ＭＳＦ

D1グランプリ

D1 GRAND PRIX TOKYO DRIFT in ODAIBA

ＭＳＦ

激走！SUPER GT

2008 NewRound Movie

SUPER GT公式サイトならではの、独占オフィシャル映像を限定配信！

スポーツ

サイバード

なみある？

サーフィン動画チャンネル

夏だ！海だ！サーフィンだ！動画で楽しむサーフィン放送局！

スポーツ

株式会社三栄書房

ケータイOPTION

D1グランプリ2008

ドリフトの迫力と美しさを競うD1。その魅力を土屋圭市に聴く

スポーツ

株式会社三栄書房

ケータイOPTION

新車試乗レポート

注目・話題・期待の新型車をチェック！今回はニスモ３８０ＲＳ

スポーツ

JRAシステムサービス株式会社

JRA-VAN競馬情報

2007年有馬記念高画質レース映像

2007年を締めくくるドリームレース「有馬記念」のレース映像

スポーツ

JRAシステムサービス株式会社

JRA-VAN競馬情報

2007年宝塚記念高画質レース映像

昨年(2007年)の「宝塚記念」のレース映像

スポーツ

株式会社シンクウェア

NBA.comモバイル

NBA 07-08シーズン 売上No1映像

NBA07-08シーズン、売上1位を記録した大迫力の注目映像

スポーツ

株式会社シンクウェア

NBA.comモバイル

NBA アイバーソンスーパープレイ集

アレン・アイバーソンの迫力のスーパープレイ集！

スポーツ

株式会社シンクウェア

NBA.comモバイル

NBA 優勝への意気込み

シャックとコービーが合成人間に！？試合への情熱を熱く語る！

スポーツ

新日本プロレスリング

プロレスチャンネル

プロレスチャンネル特番

スカイパーフェクト・コミュニケーションズ

スカパー！ケータイてれび

新日本プロレスの新旧名勝負を圧倒的ボリュームで配信します。

スポーツ

Jリーグハイライト

今シーズンも盛り上がっているJリーグ！「スカパー！ケータイてれび」では、注目試合の生中継を始
め、試合のハイライトも配信中！

スポーツ

ヨーロッパの覇権を制するのはどのチームか！？過去のチャンピオンズリーグの名勝負を中心に「スカ
パー！ケータイてれび」ではハイライトを配信中！

スポーツ

雪番長TVは携帯でしか見ることができないスノーボードの映像を1年中配信します。

スポーツ

Thank You フレアー! 伝説、感動の引退セレモニー

スポーツ

ファーブ、モンタナら名選手のスーパープレイも一挙公開中！

スポーツ

スカイパーフェクト・コミュニケーションズ

スカパー！ケータイてれび

チャンピオンズリーグハイライト

スタジオジャパホ

雪番長TV

雪番長TV

スポーツマーケティングジャパン株式会社

WWEモバイル

リック・フレアー トリビュートムービー

スポーツマーケティングジャパン株式会社

ＮＦＬモバイル

ブレットファーブ
ベスト１０プレイ

スポーツマーケティングジャパン株式会社

女子ゴルフLPGA

宮里藍 独占ムービー

必見！宮里藍、ﾈｲﾃｨﾌﾞｲﾝｸﾞﾘｯｼｭで語るUSLPGA

スポーツ

スポーツマーケティングジャパン株式会社

テニスネットPro

ウィンブルドンハイライト

ウィンブルドンのハイライト動画連日配信。「テニスネットPro」

スポーツ

ソネットエンタテインメント㈱

浦和レッズ

浦和レッズオフィシャル携帯サイト

昨年アジアNo.1となった浦和レッズ。練習や選手の素顔を厳選した映像で配信します。

スポーツ

超ワールドサッカーネットコミュニケーションズ株式会社

超ワールドサッカー.TV

Ch.ｺﾞｰﾙ!!

欧州ｻｯｶｰのｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｰをﾛﾝｸﾞ動画でﾁｪｯｸ!

スポーツ

2008年JAPANｺﾞﾙﾌﾂｱｰ開幕戦 東建ホームメイトカップ FOMAVライブ放送でお送りした｢石川遼選
手」のダイジェストムービー

スポーツ

携帯電話で競艇のレースを見て楽しめる競艇専門サイト

スポーツ

中央重賞はもちろん交流･南関東重賞の全てを高画質で当日配信!

スポーツ

中央競馬のダイジェストを中心に過去名勝負､名馬物語等を配信!

スポーツ

東建コーポレーション

ホームメイト

東建ホームメイトカップ ｢石川遼選手」ダイジェストムービー

（株)日本レジャーチャンネル

競艇TV！ﾚｼﾞｬﾁｬﾝ

競艇TV！ﾚｼﾞｬﾁｬﾝ

株式会社
ネットドリーマーズ

競馬総合ﾁｬﾝﾈﾙ

競馬映像コース

株式会社
ネットドリーマーズ

競馬総合ﾁｬﾝﾈﾙ

競馬ダイジェストTV

株式会社
ネットドリーマーズ

速報サッカー

テル・コン・フットボリスタ

元日本代表MF岩本輝雄が、さまざまなサッカー関係者と対談。そのダイジェストを動画で配信します

スポーツ

株式会社
ネットドリーマーズ

できるゴルフ

ｽｺｱｱｯﾌﾟ動画レッスン

ｺﾞﾙﾌｧｰ必見!ｽｲﾝｸﾞの基礎から応用まで高画質ﾚｯｽﾝ動画を配信｡

スポーツ

横浜マリノス

横浜F・マリノス

横浜F・マリノス

横浜F･ﾏﾘﾉｽのここだけでしか見られない選手の動画が楽しめます。

スポーツ

株式会社ライズシステム

+BCMサーフパトロール

ビーチmovie

サーフポイントの波のサイズやコンディションを動画でチェック！

スポーツ

株式会社ライズシステム

+BCMサーフパトロール

BCMサーフライブラリー

サーフィンの華麗なライディング・アクションを動画でお届け！

スポーツ

株式会社ISAO

ﾑｰﾋﾞｰﾌﾙ動画（無料）

日テレNEWS24

国内の政治経済、社会ニュースの動画配信でおなじみの「日テレNEWS24」。毎日50本以上の動画
をリアルタイムで更新中です。

ニュース

株式会社ISAO

ﾑｰﾋﾞｰﾌﾙ動画（無料）

AP動画ﾆｭｰｽ

AP通信社取材の海外のエンタメ・一般ニュース（動画）を毎日厳選して配信中です！

ニュース

ウェザーニュース

ウェザーニュースのＴＶやＷＥＢでＯＡ中の大容量動画番組が、ケータイでも見れるようになりました。
朝、昼、夜と１日３回以上情報が更新されます。

ニュース

おは天：北海道版

北海道代表のお天気ｷｬｽﾀｰが､九州沖縄ｴﾘｱのためのｴﾘｱの天気を､季節の情報と一緒にお届
けする､ｴﾘｱ密着型の天気番組｡

ニュース

おは天：東北版

東北代表のお天気ｷｬｽﾀｰが､九州沖縄ｴﾘｱのためのｴﾘｱの天気を､季節の情報と一緒にお届け
する､ｴﾘｱ密着型の天気番組｡

ニュース

おは天：関東版

関東代表のお天気ｷｬｽﾀｰが､九州沖縄ｴﾘｱのためのｴﾘｱの天気を､季節の情報と一緒にお届け
する､ｴﾘｱ密着型の天気番組｡

ニュース

おは天：中部版

中部代表のお天気ｷｬｽﾀｰが､九州沖縄ｴﾘｱのためのｴﾘｱの天気を､季節の情報と一緒にお届け
する､ｴﾘｱ密着型の天気番組｡

ニュース

おは天：近畿版

近畿代表のお天気ｷｬｽﾀｰが､九州沖縄ｴﾘｱのためのｴﾘｱの天気を､季節の情報と一緒にお届け
する､ｴﾘｱ密着型の天気番組｡

ニュース
ニュース
ニュース

ウェザーニュース
ウェザーニュース
ウェザーニュース
ウェザーニュース
ウェザーニュース
ウェザーニュース

ウェザーニュース・動画
ウェザーニュース・動画
ウェザーニュース・動画
ウェザーニュース・動画
ウェザーニュース・動画
ウェザーニュース・動画

ウェザーニュース

ウェザーニュース・動画

おは天：中国・四国版

中国四国代表のお天気ｷｬｽﾀｰが､九州沖縄ｴﾘｱのためのｴﾘｱの天気を､季節の情報と一緒にお
届けする､ｴﾘｱ密着型の天気番組｡

ウェザーニュース

ウェザーニュース・動画

おは天：九州・沖縄版

九州沖縄代表のお天気ｷｬｽﾀｰが､九州沖縄ｴﾘｱのためのｴﾘｱの天気を､季節の情報と一緒にお
届けする､ｴﾘｱ密着型の天気番組｡

会社名

メニュー名

コンテンツ名

ハリウッドチャンネル

速報！ハリウッド★スクープ

現地直送！お宝動画ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

フロントメディア

Qlick.TV(無料)

TBSニュース

■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。

コンテンツ紹介

ジャンル

話題沸騰の新作映画に出演中のあのﾊﾘｳｯﾄﾞｽﾀｰにｲﾝﾀﾋﾞｭｰ♪

ニュース

最新のJNNﾆｭｰｽをﾘｱﾙﾀｲﾑで24時間大量放送中。

ニュース

