
提供企業名
サービス提供する

iモードメニュー
サイト名

サービス内容
サービス
開始時期

アサヒビール（株） アサヒビール
アサヒビールの直営店など、トルカクーポン実施店で
は”生ビール一杯”がサービスになるお得なクーポン実
施中！

端末発売と同時

アビリット（株）／
（株）テレマーケティング

ジャパン
ⅰアビリット共和国

ⅰアビリット共和国では、ⅰ-modeの新機能であるトル
カを用いて、壁紙等の素材が友達に送れるサービスを
開始致します。壁紙等の素材は、大人気稼動中の｢鬼
浜爆走愚連隊」をはじめホールを 震撼させた機種が目
白押しなので是非ⅰアビリット共和国で試してみよう。

端末発売と同時

アルゼ（株）
アドアーズ（株）

アルゼモバイルｉ

関東中心に展開するアドアーズ系列のアミューズメント
施設「アドアーズ」「ゲームファンタジア」にてトルカを見
せてアドアーズクラブ会員（登録料無料）になるとメダル
コーナーにて使用できる1,000円分のメダルをサービ
ス。

2005年12月
開始予定

(株)一休 特選！一休.com

一休レストランサイトに掲載中の高級レストラン・バー
のクーポンを配信。割引・ワインプレゼントなど、オリジ
ナル特典をご用意。ここ一番に決めたい日や大切な記
念日などにご利用ください。

端末販売と同時

(株)イマージュ ｉＩＭＡＧＥ
全国12店舗の「ＩＭＡＧＥ」ショップで使える割引きクーポ
ンなど各店舗ごとに使えるクーポンがダウンロードでき
ます。

端末発売と同時

イマジニア(株) いつでもリラックマ
自分だけのリラックマ名刺を作ってお友達と交換でき
る、「リラ名刺トルカ」を提供いたします。

端末発売と同時

URAHARA.ORG －

裏原の153店舗に設置してある白いTOWNPOCKETブッ
クマークスタンドに「ピッ！」とかざすだけで、裏原オフィ
シャルサイトのトルカをゲット！街の楽しいイベントや
SHOPのお得な情報にその場でアクセスできます！
TOWNPOCKETも簡単ダウンロードで、お気に入りのお
店をどんどんブックマークしよう！

端末発売と同時

NEC Nﾒﾛﾃﾞｨﾀｳﾝ20～300

Ｎﾒﾛﾃﾞｨﾀｳﾝの無料ｺｰｽは、前日1位の着信メロディが
毎月1曲無料でGETできちゃうお得なコース！
今ならトルカ詳細のリンクから無料ｺｰｽに登録すると、
限定着うた(R)を１曲プレゼント。

端末発売と同時

（株）NTTデータ カードCafé

カードCaféでは、トルカの機能を活用し各カード会社の
加盟店および特約店の情報の掲載、ならびにクーポン
の配信を致します。今後は各加盟店にトルカR/Wを設
置し、当日の情報をリアルタイムにキャッチできるサー
ビスを検討します。

2006年2月
開始予定

FOMA 902iシリーズ対応　トルカサービス一覧

●提供企業名は50音順です。（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。
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エフビット
コミュニケーションズ(株)

ロボガレージJACK

『ロボガレージJACK』のHOTなお知らせをメールにて添
付や、レアなロボット関連グッツプレゼント特典や入場
券割引等、盛りだくさんのサービスをロボットイベント会
場でバーコード及びトルカ専用R/Wで読み取りGETでき
る！

端末発売と同時

MTV JAPAN（株） MTV Sounds

MTVのリアル発信基地である　原宿　café STUDIO と
携帯サイト　MTV Soundsのコラボレーション！
12月より、 MTV Sounds上で、 café STUDIO のトルカ
クーポン配信を実施！  また、イベント　MTV COOL
CHRISTMAS　2005のキャンペーンでは、期間限定で
café STUDIOに登場の特別メニューのトルカクーポン配
信も実施！

2005年12月
開始予定

キッコーマン(株) キッコーマン速攻レシピ

「キッコーマン速攻レシピ」の中から、人気コンテンツ
「今日の献立レシピ」をトルカ対応にて無料で提供。
ユーザーの皆様は、毎日更新される献立レシピ２点
を、トルカでダウンロードして、おすすめのレシピをお友
達に送っていただくこともできます。

端末発売と同時

ﾈｺﾏﾝｶﾞ･ｲﾇﾏﾝｶﾞ
トルカを使って連載コラムを読んで、サイト未掲載のプ
レミアム待受をダウンロード。更に1ヶ月の連載コラムを
全て読むと待受Flashをプレゼント！

端末発売と同時

待受ﾒﾛ&ｵﾙｺﾞｰﾙ
待受ﾒﾛ&ｵﾙｺﾞｰﾙ特製トルカをGETしてオルゴール着メ
ロをGETしよう！普通の着ﾒﾛじゃ満足できないｱﾅﾀや癒
されたいｱﾅﾀは必見♪

端末発売と同時

(株)千趣会 ベルメゾンネット

ベルメゾンの「カタログ最新号情報」や、「無料でカタログ請
求」できるベルメゾンネットのページを、『トルカ』を使ってご
案内します。
『トルカ』“取得”後、ご家族や友人と“交換”してもらい、“ベ
ルメゾンネットへの誘導を促進する” ことで、ベルメゾンカ
タログの認知度Upやさらなるネットショッピングのご利用を
図るものです。

端末発売と同時

全日本空輸（株） ANA全日空
空港・ホテルなどで活用できるお得なクーポンを「トル
カ」で店舗情報と一緒に電子クーポンとして提供いたし
ます。

端末発売と同時

定番テーブルゲーム「ファミリーチェス」の902iシリーズ
対応版です。 各レベルを勝利した際、認定証(トルカ)が
進呈されます。通常は認定証（トルカ）がないと上級レ
ベルと対戦できませんが、認定証（ トルカ）を友達から
入手することによって、いきなり上級レベルとも対戦で
きるようになります。

2005年12月
開始予定

超人気レースゲーム「リッジレーサー」の902iシリーズ
対応版です。ゲームに登場するシークレット・カーをトル
カを使って使用可能に！シークレット・カーを倒して得
たトルカを友達からもらえば、自分では倒せなかった
シークレット・カーが使用可能になります！！

2005年度中
開始予定

ファミスタモバイル

実名でプロ野球を楽しめる「ファミスタモバイル」サイト
の902iシリーズ対応版です。 各月の各ランキング上位
者に、ランキング認定カード（トルカ）を進呈します。ラン
キングは「チーム本塁打数」「チーム打率」「チーム防御
率」「チーム勝率」など、十数種類以上！！

2005年12月
開始予定

アプリキャロット

(株)　ナムコ

ジグノシステムジャパン(株)

●提供企業名は50音順です。（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。
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(株)日本航空ジャパン／
日本航空インターナショナル

ＪＡＬ日本航空

ＪＡＬグループ店舗（羽田空港 BLUE SKY等）にてご利
用いただけるクーポン券類、お得情報などを、ＪＡＬケー
タイサイト、メールなどでトルカ・トルカ詳細として提供し
ます。

端末発売と同時

日本百貨店協会 百貨店WORLD

百貨店にて提供している割引クーポンや催事・イベント
情報を来店のお客様向けにトルカRWにて提供致しま
す。来店されたお客様はその日の特売情報や催事・イ
ベント情報など百貨店店舗がお奨めする情報をリアル
タイムに受け取る事が可能になります。

2006年2月
開始予定

1分げ～む ぷりっ
（11/7～名称変更

「100ゲーム取り放題」）

お手軽ゲームが100円で取り放題の『100ｹﾞｰﾑ取り放
題』では、お試し体験Flash™ゲーム『大きくなったねマリ
モくん』を無料プレゼントします。
友達にトルカを送ればみんなで楽しむことができます。

端末発売と同時

着信☆あぷり♪

トルカサービスを利用して爽快カートレースゲーム『ボ
ンバーマンカート３Ｄ体験版』の無料配布を行います。
友達へのプレゼントも可能ですので、トルカサービスと
大容量アプリの両方が１度に体験できます。

端末発売と同時

着信★うた♪

「着信★うた♪」ランキングTOP3のご紹介から、会員・
非会員問わない試聴サービス、『着信★うた♪トルカ』
からサイトにアクセスすると「着うた®」をGETできるポイ
ントプレゼントも実施します。他にもキャンペーンやイベ
ント情報などなど情報盛りだくさんでお届けします。

端末発売と同時

デ・ジ・キャラットにょ

「デ・ジ・キャラット」＆「ギャラクシーエンジェル」の待受
画像を、無料プレゼントできるクーポンを発行。トルカを
ダウンロードすることで、気軽にいつでも無料待受サイ
トから、入手可能。このトルカを友達みんなにあげると
とっても喜ばれるにょ。

端末発売と同時

ど～んと北海道

メールマガジンに登録するだけで、カニ・寿司・ジンギス
カン・ラーメンなど全道から選りすぐられた、北海道の
味覚を楽しめるお店のクーポンがトルカにダウンロード
できます！！
友達とも交換できて、ケータイ画面をみせるだけで使え
るから便利で気軽！！簡単・お得なお手軽クーポンで
す！！

端末発売と同時

美少女☆くらぶ

美少女グラビアアイドルや、話題の萌えアニメキャラの
待受画像を無料プレゼントできるクーポンを発行。トル
カをダウンロードすることで、気軽にいつでも無料待受
画面サイトから入手可能。友人や知人にこのトルカを
送れば、送られた人たちも無料で待受画面がダウン
ロードできる。

端末発売と同時

モバイル天外魔境

「モバイル天外魔境」では、“アプリの攻略情報を掲載し
たトルカ”を配布します。攻略情報トルカ詳細は無料体
験版を遊べるクーポンとしても使用が可能なので、「モ
バイル天外魔境」を知らない友達にトルカでアプリを体
験してもらう事が出来ます。

端末発売と同時

(株)ハドソン

●提供企業名は50音順です。（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。
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サービス
開始時期

(株)フォーサイド・ドット・コム 超ﾃﾞｶフルめろ

着メロサイト「超ﾃﾞｶフルめろ」で連動しているクラブ店
舗（ａｔｏｍ，ｖａｎｉｌｌａ）にて、超ﾃﾞｶの紹介やクラブのイベ
ント情報、またｸｰﾎﾟﾝ（検討中）などのトルカを提供しま
す。

2005年度中
開始予定

三井物産(株) ａｎａｎ恋する占い

PCサイト、携帯サイト、雑誌等にてトルカのURLをお客
様に取得して頂き、当該ユーザー様には当サイト内人
気有料コンテンツである「惑星魔方陣占い」を無料でお
試し頂けます。

端末発売と同時

三井物産(株)／
インクリメントＰ(株)

iMapFan

iMapFanが日本全国からセレクトしたオリジナルなス
ポットを特集にしてトルカに対応いたします。お出かけ・
ドライブなど、外出時にお役立ちのスポットを、様々な
ジャンルにわたって厳選。地図とトルカを組み合わせた
新たなシーンを提案いたします。

端末発売と同時

(株)　ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ

・iモードコンテンツへの誘導と会員登録促進
・店舗にて利用可能な特別クーポン発行
・売れ筋商品紹介と特別クーポン発行
・新規発売商品のご案内と特別クーポン発行
・店内のタイムバーゲンやお買い得商品の案内をリア
ルタイムで発行

ｉモードサイトからの提供：
端末発売と同時

店舗でのR/Wによる提供：
2006年春予定

タロットの館

『タロット物語 ～22枚のタロットカードが人生を紡ぐ～』
古来より伝わる人気ツール"タロットカード"には、人の
一生や社会の仕組みを表すとされる魅力的なエピソー
ドが伝えられています。人生をより良く生き抜くためのヒ
ントが隠された、22話のお話を、22のトルカメニューとし
て配信致します。

端末発売と同時

大人の恋愛占術

『星座★物語 ～星々の伝説～』
星占いで認知度の高い12星座。それぞれの星座には
古来より語り継がれる魅力的な伝説があり、また性格
や恋愛傾向など、その星座を持つ人の運命にも影響す
る固有の意味を持つとされます。その秘められた12の
お話を、12のトルカメニューとして全話配信致します。

端末発売と同時

(株)ワークアット

●提供企業名は50音順です。（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。
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