
iコンシェル®(iスケジュール)
お客様の趣味嗜好に合わせて、様々なスケジュールデータをＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトからスケジューラにまとめてダウンロードできます。一度ダウンロードしたスケジュールは自動で最新の情報に更新されます。

情報サービス提供者 提供コンテンツ名 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） 月額使用料（税込） サービス開始時期
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315円（税込） 本発表端末発売同時

315円（税込） 本発表端末発売同時KREVAスケジュール ｴﾚﾒﾝﾂ/ﾗｲﾌﾗｲﾝ

LITTLEスケジュール ｴﾚﾒﾝﾂ/ﾗｲﾌﾗｲﾝ

本発表端末発売同時

CUEZEROスケジュール ｴﾚﾒﾝﾂ/ﾗｲﾌﾗｲﾝ 315円（税込） 本発表端末発売同時

F1 TopNews 315円（税込）

るるぶmobile

315円（税込）
※サイト入会が利用

の条件
※本サービス単独の

課金は無し

無料

Ｆ１ドライバーの誕生日や、レース開催
日、テスト日、Ｆ１イベント日、Ｆ１新車発
表日などを配信。

人気コーナー【おでかけ☆るるんぱトレン
ドナビ】で紹介している、首都圏のイベン
トやニューオープン情報を自分の携帯ス
ケジュールでチェックできます。週末すぐ
に使えるおでかけ情報ばかりなのでアタ
ラシモノ好きは要チェック！

本発表端末発売同時
スペインリーグ・チャンピオンズリーグな
どレアル・マドリードの全試合日程情報を
お届けします。

Angeloライブスケジュール Angelo/キリト公式

レアル・マドリード
スケジュール

レアル・マドリード

Ａｎｇｅｌｏのツアースケジュールやチケット
先行発売日などの最新スケジュール情
報をお届けします。

315円（税込）
※サイト入会が利用

の条件
※本サービス単独の

課金は無し

本発表端末発売同時

2008年11月
（予定）

るるぶmobile 無料
2008年11月

（予定）

るるぶｍｏｂｉｌｅで紹介している全国のお
祭りやイベントなど気になる情報を、自
分の携帯スケジュール内でチェックでき
ます。情報更新があった場合はスケ
ジュール内のデータも自動更新されて便
利♪行きたかったのに忘れてた！を防ぎ
ます。

【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

ＪＲＡシステムサービス
株式会社

・GⅠレース日程

・重賞レース日程
JRA-VAN競馬情報 無料 本発表端末発売同時

中央競馬のＧⅠレースおよび重賞レース
（ＧⅠレースを含む）の開催日程スケ
ジュールを「ⅰスケジュールTM」でご提供
いたします。

画面

株式会社
アラナ

エンターテインメント

株式会社

MLJ

株式会社
JTBパブリッシング

るるぶ全国イベント

るるぶ☆ﾄﾚﾝﾄﾞﾅﾋﾞ

TopNews
株式会社

F1スケジュール

ＣＵＥＺＥＲＯのＣＤ、ＤＶＤのリリーススケ
ジュールや、メディアへの出演スケ
ジュールを配信いたします。

ＫＲＥＶＡのＣＤ、ＤＶＤのリリーススケ
ジュールや、メディアへの出演スケ
ジュールを配信いたします。

ＬＩＴＴＬＥのＣＤ、ＤＶＤのリリーススケ
ジュールや、メディアへの出演スケ
ジュールを配信いたします。

■情報サービス提供者：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。



iコンシェル®(iスケジュール)
お客様の趣味嗜好に合わせて、様々なスケジュールデータをＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトからスケジューラにまとめてダウンロードできます。一度ダウンロードしたスケジュールは自動で最新の情報に更新されます。

情報サービス提供者 提供コンテンツ名 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） 月額使用料（税込） サービス開始時期
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©VISION FACTORY

©VISION FACTORY

AKB48ｽｹｼﾞｭｰﾙ AKB48 Mobile 315円（税込）
2008年11月

（予定）

ＡＫＢ４８の有料コンテンツの更新情報
や、ライブ情報やメディア情報など、最新
ニュースをお届けします。

w-inds.☆ｽｹｼﾞｭｰﾙ VISION FACTORY 315円（税込） 本発表端末発売同時

315円（税込）
本発表端末発売同時

株式会社
ヴィジョン・ファクトリー

315円（税込） 本発表端末発売同時谷村奈南☆ｽｹｼﾞｭｰﾙ VISION FACTORY

・パチ＆スロ新台
                 カレンダー
・パチ＆スロ開運占い
・パチ＆スロ攻略＆
              実戦インフォ

315円（税込） 本発表端末発売同時

315円（税込） 本発表端末発売同時

ｴﾚﾒﾝﾂ/ﾗｲﾌﾗｲﾝ

全国パチンコ＆パチスロ

情報

315円（税込） 本発表端末発売同時
清春のＣＤ、ＤＶＤのリリーススケジュー
ルや、メディアへの出演スケジュールを
配信いたします。

久保田利伸のＣＤ、ＤＶＤのリリース
スケジュールや、メディアへの出演スケ
ジュールを配信いたします。

315円（税込） 本発表端末発売同時
ＳＯＮＯＭＩのＣＤ、ＤＶＤのリリーススケ
ジュールや、メディアへの出演スケ
ジュールを配信いたします。

ｴﾚﾒﾝﾂ/ﾗｲﾌﾗｲﾝ

久保田利伸スケジュール 久保田利伸BBC

清春スケジュール 清春

SONOMIスケジュール

MCUスケジュール ｴﾚﾒﾝﾂ/ﾗｲﾌﾗｲﾝ 315円（税込） 本発表端末発売同時

株式会社
アラナ

エンターテインメント

エキサイト

株式会社

イマジニア株式会社

千晴スケジュール

ＭＣＵのＣＤ、ＤＶＤのリリーススケジュー
ルや、メディアへの出演スケジュールを
配信いたします。

千晴のＣＤ、ＤＶＤのリリーススケジュー
ルや、メディアへの出演スケジュールを
配信いたします。

パチ＆スロライフを強力にサポート！カ
レンダーで新台設置日を表示したり、お
気に入り機種の最新攻略情報や実戦日
記をお知らせ！

「ｗ－ｉｎｄｓ．」のリリース情報、着うた®・
着うたフル®・着ＰＶ・ビデオクリップなど
の配信情報、テレビ・ラジオなどの出演
情報、ライブ・イベント情報などなど、「ｗ
－ｉｎｄｓ．」に関する最新のスケジュール
をお届けします！

谷村奈南のリリース情報、着うた®・着う
たフル®・着ＰＶ・ビデオクリップなどの配
信情報、テレビ・ラジオなどの出演情報、
ライブ・イベント情報などなど、谷村奈南
に関する最新のスケジュールをお届けし
ます！

■情報サービス提供者：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。



iコンシェル®(iスケジュール)
お客様の趣味嗜好に合わせて、様々なスケジュールデータをＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトからスケジューラにまとめてダウンロードできます。一度ダウンロードしたスケジュールは自動で最新の情報に更新されます。

情報サービス提供者 提供コンテンツ名 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） 月額使用料（税込） サービス開始時期
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画面

葉加瀬太郎 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 葉加瀬音楽監督
315円/525円

（税込）
2008年11月

（予定）

作曲家、バイオリニストである”葉加瀬太
郎”の有料コンテンツ更新情報、最新ス
ケジュールをお届けします。

ナイトメア ｽｹｼﾞｭｰﾙ ナイトメア 315円（税込）
2008年11月

（予定）

竹内力 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 竹内 力 315円（税込）
2008年11月

（予定）

315円（税込）
2008年11月

（予定）

315円（税込）
2008年11月

（予定）

コブクロの有料コンテンツの更新情報
や、ライブ情報やメディア情報など、最新
ニュースをお届けします。

椎名林檎や東京事変の有料コンテンツ
の更新情報や、ライブ情報やメディア情
報など、最新ニュースをお届けします。

315円（税込）
2008年11月

（予定）

ＳＥＡＭＯの有料コンテンツの更新情報
や、ライブ情報やメディア情報など、最新
ニュースをお届けします。

315円（税込）
2008年11月

（予定）
ET-KINGスケジュール ET-KINGDOM

SEAMO ｽｹｼﾞｭｰﾙ SEAMO天狗道場

SR猫柳本線ﾎﾟｹｯﾄ

コブクロ スケジュール Club kobukuro

・BONNIE PINK
             ｽｹｼﾞｭｰﾙ
・ﾛｯｶﾄﾚﾝﾁｽｹｼﾞｭｰﾙ
・Superflyｽｹｼﾞｭｰﾙ
・ｳﾙﾌﾙｽﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ

ﾀｲｽｹﾓﾊﾞｲﾙ 315円（税込）
2008年11月

（予定）

315円（税込）
2008年11月

（予定）
BENNIE K ｽｹｼﾞｭｰﾙ BENNIE K

ＢＥＮＮＩＥ　Ｋ　の有料コンテンツの更新
情報や、ライブ情報やメディア情報など、
最新ニュースをお届けします。

エキサイト

株式会社

・椎名林檎ｽｹｼﾞｭｰﾙ

・東京事変ｽｹｼﾞｭｰﾙ

「ウルフルズ」、「ＢＯＮＮＩＥ　ＰＩＮＫ」、「Ｓ
ｕｐｅｒｆｌｙ」、「ＲＯＣＫ’Ａ’ＴＲＥＮＣＨ」の有
料コンテンツの更新情報や、ライブ情報
やメディア情報など、最新ニュースをお
届けします。

ＥＴ－ＫＩＮＧの有料コンテンツの更新情
報や、ライブ情報やメディア情報など、最
新ニュースをお届けします。

竹内　力の有料コンテンツの更新情報や
出演情報、新作紹介、イベントスケ
ジュールなど、最新ニュースをお届けし
ます。

ネオ・ビジュアル系バンド“ナイトメア”の
有料コンテンツの更新情報や、ライブ情
報やメディア情報など、最新ニュースを
お届けします。

■情報サービス提供者：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。



iコンシェル®(iスケジュール)
お客様の趣味嗜好に合わせて、様々なスケジュールデータをＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトからスケジューラにまとめてダウンロードできます。一度ダウンロードしたスケジュールは自動で最新の情報に更新されます。

情報サービス提供者 提供コンテンツ名 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） 月額使用料（税込） サービス開始時期
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画面

©EXRANT　©攻略ナビ

ⒸLOVERSOUL Co.,Ltd. ⒸLOVERSOUL Co.,Ltd.

©URAWA REDS ©URAWA REDS

・雅-miyavi-
　　　　　スケジュール
・indie PSC
　　　　　スケジュール
・Kagrra,スケジュール

・the GazettE
　　　　　スケジュール
・アリス九號.
　　　　　スケジュール

PS mobile 315円（税込）
2008年11月

（予定）

2008年12月
（予定）

ラッキー

カラー＆アイテム

スケジュール

OZの恋愛占い 315円（税込）

2008年11月
（予定）

本発表端末発売同時

OZmagazine
発売スケジュール

mobileOZ 315円（税込）

コジマ　お買得情報
安値世界一への挑戦

ｺｼﾞﾏ
無料

株式会社
カナザワクラブ

ドットコム
街ネタ金沢映画情報 街ネタ金沢

105円（税込）
2008年11月

（予定）

株式会社

コジマ

株式会社
エムアップ

GLAY SCHEDULE GLAY MOBILE 315円/525円
（税込）

本発表端末発売同時

2008年11月
（予定）

株式会社

エクスラント
パﾁ&スﾛ攻略
スケジュール

パﾁ&スﾛ攻略ﾅﾋﾞ 315円（税込）
2009年1月以降

（予定）

・メリーｽｹｼﾞｭｰﾙ

・仙台貨物ｽｹｼﾞｭｰﾙ
ﾌｧﾝﾓﾊﾞ(ｱｰﾃｨｽﾄﾓｰﾙ) 210円/315円

（税込）

コ_53_2
本発表端末発売同時無料

ソネット
エンタテインメント

株式会社

浦和ﾚｯｽﾞ

試合スケジュール
浦和ﾚｯｽﾞオフィシャルｻｲﾄ

スターツ出版

株式会社

エキサイト

株式会社

「雅－ｍｉｙａｖｉ－」、「Ｋａｇｒｒａ，」、「Ｋｒａ」、
「ｔｈｅ　ＧａｚｅｔｔＥ」、「アリス九號．」、「ＳＣ
ＲＥＷ」、「ＳｕＧ」の有料コンテンツの更
新情報や、ライブ情報やメディア情報な
ど、最新ニュースをお届けします。

メリー、仙台貨物の有料コンテンツの更
新情報や、ライブ情報やメディア情報な
ど、最新ニュースをお届けします。

ユーザー登録情報により新機種の地域
導入日をお知らせします。ユーザーは登
録地域の新機種導入情報と攻略情報を
あわせてリアルタイムで知る事ができ、
即ホールで実践に役に立てることができ
ます。

メディア情報、ＬＩＶＥ情報をはじめ、ＧＬＡ
Ｙにまつわる記念日を携帯電話のスケ
ジュールに自動更新します。

金沢を中心に北陸の情報が毎日アップ
される街ネタ金沢で、毎週公開される作
品の公開日を「ｉスケジュール」で配信し
ます。公開初日となる作品タイトルを表
示。リンク先では、上映時間をチェックで
きます。

弊社発行の「ＯＺ」ブランド媒体（オズマガ
ジン、オズプラス、オズトラベル増刊、オ
ズウエディング）の発売スケジュールと特
集内容を更新していきます。

毎日のラッキーカラー＆アイテムを配信
していきます（１２星座占い）。サイト上で
は、当日の情報しか閲覧できませんが、
１ヵ月毎の情報を提供することにより、前
もってラッキーカラーなどを知ることがで
きます。

人気のＪリーグチーム「浦和レッドダイヤ
モンズ」
「ｉスケジュールTM」では試合情報などを
配信。
試合開催情報や選手の誕生日情報など
を取り上げます。

ご登録いただいたコジマ店舗のイベント
情報やお買得情報を毎週お届けいたし
ます。

■情報サービス提供者：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。
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お客様の趣味嗜好に合わせて、様々なスケジュールデータをＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトからスケジューラにまとめてダウンロードできます。一度ダウンロードしたスケジュールは自動で最新の情報に更新されます。
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©Arsenal Football Club PLC

©NTV FC CO.,LTD

©ULTRA SOCCER NET
COMMUNICATIONS, LTD

©FCBARCELONA

©Manchester United

©ACMilan.com

©Liverpoolfc.tv 2008

見逃したくない！どんな番組が放送され
るか知りたい！そんな時は『Ｇガイドテレ
ビｉスケジュール』。
気になるジャンルのテレビｉスケジュール
をダウンロードしておけばケータイのスケ
ジューラに番組情報が自動更新されて、
いつでも番組情報をチェックできます。

未定

株式会社
ディーツー

コミュニケーションズ
Gｶﾞｲﾄﾞﾃﾚﾋﾞiｽｹｼﾞｭｰﾙ Gｶﾞｲﾄﾞ番組表ﾘﾓｺﾝ 無料 本発表端末発売同時

リバプール

スケジュール
リバプールＦＣ 無料

未定

ミランスケジュール ＡＣミラン 無料 未定

超ワールドサッカー

スケジュール
超ﾜｰﾙﾄﾞｻｯｶｰ 無料

各国リーグの試合日程はもちろん、注目
度の高い試合をすべて網羅したスケ
ジュールを配信！

無料 未定

未定無料

本発表端末発売同時

未定

アーセナル

スケジュール
アーセナル

2008年12月
（予定）

210円（税込）

(iスケジュール自動
更新機能を利用する
場合の「宝くじゲット」

マイメニュー登録
月額料金として)

宝くじゲット

ヴェルディ

スケジュール
東京ヴェルディ 無料

アーセナルが出場する試合のスケジュー
ルを配信！

東京ヴェルディが出場する試合のスケ
ジュールを配信！

無料

「ジャンボ発売案内」ではｉコンシェル®の
「ｉスケジュールTM」にてジャンボ宝くじの
他、全国自治宝くじ（通常くじ、スクラッチ
くじ）の発売期間、抽せん日、支払開始
日をご案内します。

マンチェスター・Ｕ

スケジュール
マンチェスター･Ｕ

バルサスケジュール F.C.バルセロナ

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

株式会社

 宝くじネット
ジャンボ発売案内

ＦＣバルセロナが出場する試合のスケ
ジュールを配信！

マンチェスター・ユナイテッドが出場する
試合のスケジュールを配信！

ＡＣミランが出場する試合のスケジュー
ルを配信！

リバプールＦＣが出場する試合のスケ
ジュールを配信！

■情報サービス提供者：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。



iコンシェル®(iスケジュール)
お客様の趣味嗜好に合わせて、様々なスケジュールデータをＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトからスケジューラにまとめてダウンロードできます。一度ダウンロードしたスケジュールは自動で最新の情報に更新されます。

情報サービス提供者 提供コンテンツ名 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） 月額使用料（税込） サービス開始時期

【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

画面

©JAPAN MUSIC AGENCY
©avex network inc.
©TERUYA

©JAPAN MUSIC AGENCY
©avex network inc.
©TERUYA

©avex entertainment inc. / 愛

©avex entertainment inc.

©avex entertainment inc.

株式会社
ドワンゴ

株式会社
ドワンゴ

（エイベックス・
マーケティング

株式会社）

2008年11月
（予定）

日経ビジネスをはじめとした最新号情報
にあわせ携帯コンテンツの紹介を配信い
たします。１１月のタイミングでは、「日経
ビジネス」「日経トレンディ」「日経エンタテ
インメント！」「日経ヘルス」の４誌を予定
しております。

株式会社

日経BP
nikkeiBPスケジュール nikkeiBP net 無料

2008年11月
（予定）

東方神起ｽｹｼﾞｭｰﾙ 東方神起ﾓﾊﾞｲﾙ 315円（税込）

2008年11月
（予定）

大塚愛LOVECUBE 315円（税込）

鈴木亜美ｽｹｼﾞｭｰﾙ 鈴木亜美sapuri 315円（税込）
2008年11月

（予定）

大塚 愛ｽｹｼﾞｭｰﾙ

本発表端末発売同時

iスケジュール dwango.jp(ﾌﾙ) 315円（税込） 本発表端末発売同時

iスケジュール dwango.jp(映画) 315円（税込）

本発表端末発売同時

iスケジュール dwango.jp(うた) 315円（税込） 本発表端末発売同時

CD発売・セール・

キャンペーン情報

スケジュール

タワーレコード 無料

株式会社

テルヤ
Ymスケジュール YOSHIKI mobile 315円（税込）

2008年11月
（予定）

ＣＤリリースやライブスケジュールのほ
か、ＴＶ・雑誌等のメディア出演スケ
ジュールを配信。

大型ＣＤタイトルの発売日や予約解禁情
報をはじめ、タワーレコードの店舗やオ
ンラインで開催しているセール／キャン
ペーン情報、フェスなどのイベント情報の
スケジュールを提供します。

あなたのスケジューラーにジャニーズを
中心としたアーティスト楽曲配信情報を
お届け！独占・先行配信、購入特典など
お得な情報イッパイ！リリース前の新曲
もいちはやくゲットできる！

あなたのスケジューラーに最新の映画、
グッズのプレゼント情報、ランキング、試
写会のご招待や映画主題歌やサントラ
曲の着うた®、着メロ情報を配信。

あなたのスケジューラーに旬のアーティ
ストの楽曲配信情報をお届け！独占・先
行配信、購入特典などお得な情報イッパ
イ！最新着うたフル®をいちはやくゲット
できる！！

大塚　愛のリリース情報をはじめ、
着うた®などの配信情報・メディア出演情
報、ライブチケットの予約情報などを配
信していきます。

鈴木亜美のリリース情報をはじめ、
着うた®などの配信情報・メディア出演情
報、ライブチケットの予約情報などを配
信していきます。

東方神起のリリース情報をはじめ、
着うた®などの配信情報・メディア出演情
報、ライブチケットの予約情報などを配
信していきます。

■情報サービス提供者：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。



iコンシェル®(iスケジュール)
お客様の趣味嗜好に合わせて、様々なスケジュールデータをＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトからスケジューラにまとめてダウンロードできます。一度ダウンロードしたスケジュールは自動で最新の情報に更新されます。

情報サービス提供者 提供コンテンツ名 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） 月額使用料（税込） サービス開始時期

【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

画面

©2008 McDonald's ©2008 McDonald's

©PIA

©All Rights Reserved 2007 Faith,
Inc.

© 2008 BRANDING,inc.

©PROTO ©PROTO

株式会社
プロトコーポレーション

Vee体験レッスン

スケジュール
資格☆レッスン情報Vee

無料
2008年11月

（予定）

ｇｉｒｌｓ　ｓｈｏｐｐｉｎｇのセール情報、イベン
ト情報の告知や毎月発売される雑誌掲
載アイテム販売などお得な情報をｉスケ
ジュールで配信します。

無料 未定

スクール情報の検索サービス等を提供
するレッスン情報サイト「資格☆レッスン
情報Ｖｅｅ」は、サイト掲載中のスクール
が実施している体験レッスンの日時等を
「ｉコンシェル®」を通じて配信するサービ
スを開始致します。

株式会社

ブランディング

girls shopping
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

girls shopping

株式会社

フェイス
カザスチャンネル情報 カザスチャンネル

無料 本発表端末発売同時

無料 本発表端末発売同時

ピーシーフェーズ
株式会社

SNスケジュール STYLE NOTE

ぴあ

株式会社

映画ﾛｰﾄﾞｼｮｰ作品の

公開日程および

作品紹介

ｼﾈﾏぴあﾛｰﾄﾞｼｮｰ紹介

無料
2008年11月

（予定）

無料 本発表端末発売同時

株式会社

パルコ・シティ

ＰＡＲＣＯ

イベントスケジュール
パルコシティ

オンラインショップ

日本マクドナルド
株式会社

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾄｸする情報 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾄｸする

株式会社

ネットドリーマーズ
競馬スケジュール 競馬総合チャンネル

無料
2008年11月

（予定）

無料 本発表端末発売同時

株式会社
日本航空

インターナショナル
JALからのお知らせ JAL日本航空 無料

2008年11月
（予定）

ＪＡＬが提供する商品・サービス・キャン
ペーン等について、運賃発売日や新
サービス・キャンペーン開始日にあわせ
てスケジュール登録／自動更新によって
常に最新の情報をユーザーに提供。

競馬スケジュールでは、中央競馬の重
賞レース、及びダートグレード競走の年
間スケジュールを配信。また、インフォ
メーション機能では、特別登録馬、枠順
確定情報、レース結果といったリアルタイ
ム情報を提供します。

全国に２０店舗を展開するファッションビ
ル「ＰＡＲＣＯ」とオンラインショップ「ＰＡＲ
ＣＯ－ＣＩＴＹ」のセールなどのお買い得情
報やイベントスケジュールからパルコ劇
場の公演スケジュールなどのエンタテイ
メント情報をいち早く配信します。

全国の映画館で上映される劇場ロード
ショー作品の紹介および公開日程を
ｉコンシェル®にて提供。今週公開の映画
作品をもれなく紹介いたします。

アパレルウェブが厳選する「AMO'S
STYLE」、「URBAN RESEARCH」、「earth
music＆ecology」など気鋭のファッション
ブランドの新着情報、セール/イベント情
報、クーポン情報などをお届けします。

携帯電話で見ている動画を、パソコンの
大画面でも楽しむことができます。自宅
でビデオレンタルを可能にする全く新し
いサービスです。１７００以上のアニメ、
映画などのコンテンツと無料動画を多数
ご用意しています。

マクドナルドのおトクな新商品情報が、
ケータイのスケジュールに自動で入りま
す！

■情報サービス提供者：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。



iコンシェル®(iスケジュール)
お客様の趣味嗜好に合わせて、様々なスケジュールデータをＩＰ（情報サービス提供者）提供サイトからスケジューラにまとめてダウンロードできます。一度ダウンロードしたスケジュールは自動で最新の情報に更新されます。

情報サービス提供者 提供コンテンツ名 サイト名（メニュー名） 概要（100字程度） 月額使用料（税込） サービス開始時期

【新端末（２００８年１１月以降）　コンテンツリスト】

画面

※画像はマルイの携帯サイトのサ
ンプルです

Copyright©2008　WARNERMYCAL
CORP ALL right reserved.

Copyright©2008　WARNERMYCAL
CORP ALL right reserved.

©WORLD CO.,LTD. ©WORLD CO.,LTD.

©WORLD CO.,LTD. ©WORLD CO.,LTD.

iコンシェル®（iスケジュール）（DCMX）

提供企業名 提供コンテンツ名 サイト名（メニュー名） 価格（税込） サービス開始時期 画面

INDEXスケジュール WORLD 無料 本発表端末発売同時

ＯＬに人気のブランドＩＮＤＥＸより、お得な
セールやキャンペーンのスケジュールを
随時お届けします。またＩＮＤＥＸページ内
では、おすすめ商品や全国に展開する
店舗情報をご覧になることができます。

株式会社
ワーナー・マイカル

ワーナー・マイカル
映画情報

ワーナー・マイカル 無料 本発表端末発売同時

ワーナー・マイカル・シネマズで全国一斉
公開される最新の作品情報とその公開
日をご案内します。上映時間などを毎週
ご案内するｉコンシェル®（トルカ®）と合わ
せてご利用ください。

無料 本発表端末発売同時

楽天オークションのお得なセール、キャ
ンペーン情報をまとめてお届け！楽オク
からのお知らせも配信。一度ダウンロー
ドしておけば、自動的に最新情報に更新
されるよ。

楽天オークション
株式会社

ｵｰｸｼｮﾝｶﾚﾝﾀﾞｰ 楽オク

株式会社

モンテローザ
モンテスケジュール モンテローザ 無料 本発表端末発売同時

モンテローザグループ（白木屋、笑笑、
魚民、など）の店舗にご来店いただくお
客様向けに、期間限定割引クーポンや
キャンペーン情報、イベント情報、新着メ
ニューや新店情報など、便利でお得な情
報をお届けします。

無料 本発表端末発売同時

マルイの「スパークリングセール」（夏・
冬）や、「マルコとマルオの４日間・エポス
カード会員限定１０％ＯＦＦ」の開催情報
など、お得なセール情報をお届けしま
す！

株式会社

丸井
ﾏﾙｲiｽｹｼﾞｭｰﾙ マルイ

株式会社

マガボン
雑誌発売日お知らせ magabon 無料

2008年11月
（予定）

雑誌の発売当日に、発売されていること
をユーザにお教えします。お客様がお好
みの雑誌をマガボンにて選択し、登録す
ることで、可能になります。

無料
※一部有料
105円（税込）

2009年1月以降

（予定）

好きなプロ野球チームの試合スケジュー
ルをダウンロードして、試合速報や結果
に簡単アクセス！野球観戦の予定を立
てる時にも便利です。

株式会社

毎日新聞社
スポニチ野球スケジュール スポニチ野球

本発表端末発売同時WORLD

キャリア世代の女性に人気のブランド「Ｕ
ＮＴＩＴＬＥＤ」より、フェアのご案内やプレ
ゼントキャンペーンのお知らせを随時配
信します。
また、「ＵＮＴＩＴＬＥＤ」ページ内では、おす
すめ商品や全国に展開する店舗情報を
ご覧になることができます。

DCMX

UNTITLEDスケジュール 無料

株式会社

ワールド

無料
2008年12月

（予定）
株式会社

エヌ・ティ・ティ・ドコモ
Weekly DCMX

DCMX®の利用者向けにキャンペーン等
のおトク情報と支払日に関する情報を定
期的に配信します。

■情報サービス提供者：英語表記順・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。
■「サイト名」「概要」「月額使用料（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
■本情報は２００８年１１月５日現在のものです。


