
クライアント名 制作物名 公開日 アウトライン ポイント

ファイテン株式会社 鉄人検定試験 2007.08.30

健康事業を手掛けるファイテン様が2007年6月15日から実施した「日本全国鉄

人化計画キャンペーン」のコンテンツ「鉄人検定試験」をブログパーツ化。

「鉄人検定」に挑戦できる診断ゲームブログパーツです。「通勤編」、「オ

フィス編」、「私生活編」、「見た目編」に分かれており、10問の設問に答

えると「規定外」「一般人」「鉄人級」などの診断結果が分かります。

この他にも、ファイテン公式の「Phiten athlete blog」の更新情報が受け取れ

ます。

「通勤編」、「オフィス編」、「私生活編」、「見た目編」などのシチュエー

ション別のブログパーツを作成し、ユーザー様に楽しんでいただけるように

なっています。

ブログパーツ上からブログパーツ用タグが発行可能になっているので、タグ取

得までの手間も少なくなっています。

株式会社インデックス・クロスメディア

マーケティング
hapima-rascal 2007.09.12

2007年に30周年記念を迎えた「あらいぐまラスカル」とオンラインショッピ

ングモール「ハッピーマーケット」のコラボレーション企画です。

ラスカルがデスクトップ上を定期的に動き回り、クリックに反応してアクショ

ンしてくれます。

他にも、「ハッピーマーケット」からのお知らせ情報を表示します。

オンラインショッピングモールからのお知らせをデスクトップ上に直接表示す

ることで、ECサイトの売上アップ、新規ユーザーの開拓、既存ユーザーのリ

テンションを目的としています。

より多くのユーザーにダウンロードしてもらうことを目的に、可愛らしい「あ

らいぐまラスカル」のキャラクターが動き回る機能を搭載しました。

株式会社ゲオホールディングス
ゲオEショップ スケ

ジューラー
2007.09.13

「ゲオEショップ」からの様々なお知らせを表示するウィジェットです。

今日のイチオシ情報や、各カテゴリーのランキング情報、登録した商品の入荷

お知らせ情報を受け取ることができます。

IDとパスワードをウィジェットに保持することで、自分が登録した商品の

「入荷お知らせ」という形でユーザー個別の情報を表示させることができま

す。

またサーバから、映画公開やゲーム、DVD等の発売に合わせた画像を配信し

て、カレンダーの周りにその画像を一定期間表示するタイアップ広告連動機能

も搭載しています。

株式会社ロボット
「ALWAYS 続・三丁目

の夕日」ウィジェット
2007.10.17

「ALWAYS 続・三丁目の夕日」のノスタルジー感を想起させるような、昭和

のラジオを再現したウィジェットです。

音楽を聴きながら映画の最新情報を受信する機能を搭載しており、音楽には懐

しさを感じるエフェクトをかけています。

映画「ALWAYS 続・三丁目の夕日」の世界観を表現するために、デザインだ

けでなく、音質を昭和のラジオ風に変更できるエフェクトを実装しました。

リアリティを追求するため、時々ノイズが入る演出も施しています。

このミュージックプレーヤーを使って、iTunesの中に入っている音楽を再生す

ることが可能です。

野村不動産株式会社
「野村不動産 プラウド

ウオッチ」ウィジェット
2007.11.08

野村不動産の高級分譲マンション「PROUD（プラウド）」のブランドコンセ

プト「世界一の時間」にちなんで制作した、高級感漂うウィジェットです。

「プラウドウオッチ」は、針の動きも含め細部にまでこだわりを追求し、利用

者は自分の好みに合わせて4種類から選べるようになっています。

また、時計としての機能だけではなく、希望のエリア別（首都圏・関西・名古

屋・仙台）の最新情報や、お気に入りのサイトやブログのRSS情報を20件まで

登録・受信できるRSSリーダーも搭載しています。

ウィジェットながら、高級感を損なわないように針の動きなどの細部にまでこ

だわりを追求しました。

株式会社リクルート
「住宅情報ナビ」ウィ

ジェット
2007.11.30

リクルート様のサービス「住宅情報ナビ」と連動したウィジェットです。

「分譲マンション」「中古一戸建て」などの条件から、「エリア」「価格帯」

「専有面積」「間取り」などこだわりの条件（※）を指定して、その条件合っ

た最新の物件情報を表示するガジェットです。

また、標準デザインのスキンに加えて、住宅情報ナビのガイドキャラクター

「ジュータロー」「マドリ」「マンシロー」のスキンが選べ、あなたのデスク

トップを彩ります。

ガジェットは独自アプリケーション版、Vistaガジェット版、Googleガジェッ

ト版の3種類のマルチプラットフォームで提供されました。

パソコンの起動時に更新情報の有無をチェックしますので、探している条件の

物件を見落とすことがなくなるよう工夫しています。

自社サービス

ウィジェット情報ポータルサイト

「widgetown」

ゆる時計！ 2008.03.04

今の時間を大体でゆる～く伝えてくれるアナログ・デジタル時計ウィジェット

です。

「大体〇時」や「〇時ちょっと前」といった具合に、ゆるく時間をお知らせし

ます。

ウィジェットやブログパーツ、iGoogleガジェットなど様々なデバイスに対応

しています。

株式会社林原
宇宙人デスクトップマス

コット
2008.04.01

林原商事様のトレハロースのメインキャラクター「トレハ星人」がデスクトッ

プ上を動き回るウィジェットです。

デジタル時計、アラームと機能的にはとシンプルですが、3DCGモーション機

能ではアラーム時に宇宙人がデスクトップを楽しく飛び回ります。

起動時はキャラクターがデスクトップを動き回っていますが、キャラクタ上に

オンマウスすると時間を表示します。

アラーム時にはデスクトップ上を飛び回った後、ユーザーが気付くまで「時間

だぞ」というセリフを表示してアピールします。

株式会社バップ
「陰日向に咲く」ウィ

ジェット・ブログパーツ
2008.06.02

劇団ひとりの大ベストセラー「陰日向に咲く」の映画をモチーフにしたブログ

パーツとウィジェットです。

天気予報に加えて、DVD発売に向けたカウントダウンやお知らせも表示され

ます。

全国の天気予報は映画キャラクターのイラスト達が教えてくれます。

弊社のソリューション「blogdrop」を利用いただき、ブログパーツをそのまま

デスクトップ上でも利用できるように工夫しています。

株式会社スクウェア・エニックス
SQUARE ENIX

MEMBERS TV
2008.06.19

スクウェア・エニックス様の会員向けサービス「スクウェア・エニックス メ

ンバーズ」登録者様向けのウィジェットです。

「最新情報を映像で楽しめるムービープレイヤー機能」、「デジタル時計機

能」、「お知らせ表示機能」の3つの機能を利用することができます。

デスクトップアクセサリとしては一般的な機能である「デジタル時計機能」と

「お知らせ表示機能」ですが、スクウェア・エニックスの世界観にマッチした

デザインを意識しました。

時刻が変わるタイミングでの時計モーション、およびお知らせ表示モーション

でユーザーを楽しませます。

日興アセットマネジメント株式会社 「投信王」ウィジェット 2008.07.03

日興アセットマネジメント様が提供する、日本株の運用シミュレーション「投

信王」の会員向けウィジェット。

会員情報を元にデータベースと連携し、前日までの運用実績の基準価額、

チャート、ランキングを表示します。

「ファンドマネージャーといえば有能なアシスタントがついてくれるはず！」

という考えから、単に実績を表示させるだけではなく、3DCGのアシスタント

が毎日運用の実績に合わせたコメントとアニメーションで励ましてくれるよう

に実装しました。アシスタントは3タイプの中から選択可能です。

自社サービス

ウィジェット情報ポータルサイト

「widgetown」

太子堂工業　拡張子分別

ゴミ箱
2008.10.31

ウィジェット情報ポータルサイト「widgetown」で公開した、分別の機能を持

つゴミ箱ウィジェットです。

ファイルの種類により、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「粗大ゴミ」の3種

類に分別されます。

デザインが異なる「ぶんべつ三兄弟」も提供しています。

プラットフォームはYahoo!ウィジェット採用しました。

自社サービス

ウィジェット情報ポータルサイト

「widgetown」

ぶんべつ三兄弟 2008.10.31

ウィジェット情報ポータルサイト「widgetown」で公開した、分別の機能を持

つゴミ箱ウィジェットです。

ファイルの種類により、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「粗大ゴミ」の3種

類に分別されます。

デザインが異なる「太子堂工業　拡張子分別ゴミ箱」も提供しています。

プラットフォームはYahoo!ウィジェット採用しました。

ソフトバンクモバイル株式会社
「ソフトバンク ビジネ

ス＋IT」ウィジェット
2008.11.30

ソフトバンク様が運営するメディア「ビジネス＋IT」と連動した、最新情報を

お知らせするRSSリーダーウィジェットです。

今回は、初期仕様を検討する段階から弊社も開発にご協力させていただきまし

た。

WORKS
いままでの開発実績

2007年 ～ 2010年夏頃までの開発実績一覧です。



クライアント名 制作物名 公開日 アウトライン ポイント

マイスペース株式会社
MySpace＠アーティス

トと友達に♪
2008.11.30

マイスペース様が運営する、音楽やアーティスト情報が豊富なSNS

「MySpace」の最新情報を見ることのできるモバイルウィジェットです。

標準時はアーティストのサムネイル画像を表示し、拡大表示時にアーティスト

情報などを表示します。

MySpaceの会員ユーザーはIDとパスワードを入力することによってSNSの一

部の機能を利用することができ、非会員ユーザーでもアーティスト情報や各種

新着情報を確認することができます。

容量制限があるため、そこを意識しながら通常画面の画像表示と機能追加のバ

ランスを設計しました。

自社サービス 今日のナカツリ 2008.11.30

雑誌の中吊り広告を閲覧することができるサービスで、ウィジェット版とス

マートフォンアプリ版を公開しました。

タップすることで拡大表示をし、スライドさせることで次の中吊り広告へと遷

移するリーダーアプリです。

各ページごとに、出版社様を指定するページリンクも設けています。

アプリの特性を活かし、直感的に操作できる中吊りを閲覧できるアプリとして

設計しています。

株式会社エイガ・ドット・コム
the HOLLYWOOD

widget
2008.12.19

エイガ・ドット・コム様が運営している「映画やTVシリーズの最新情報」、

「試写会情報」、「オリジナルグッズプレゼント情報」、「各種キャンペーン

情報」がいち早く受け取れるウィジェットです。

最新映画の予告編やメイキングの映像が見れるほか、オリジナル壁紙も手に入

れられます。

デスクトップに常駐するコントロールウィジェット上で、自分で選んだ映画の

画像がのぞける「フォトバッジ」機能を提供し、ユーザーが飽きずに利用でき

るようにしています。

株式会社クレディセゾン 永久不滅パレット 2008.12.19

クレディセゾン様のポイントサイト「永久不滅.com」のウィジェットです。

機能としては大きくふたつで、「永久不滅.com」に参加しているショップか

ら目的の商品を簡単に探すことができ、お気に入りショップ機能ではユーザー

がよく使うショップを登録してショートカットとして使用できます。

また、ポイント倍率アップ中の情報やキャンペーン情報など、お得情報をいち

早くPCデスクトップ上で確認することができます。

会員情報データベースと連携して、わずらわしいログインを不要にしました。

ID、パスワードを「永久不滅パレット」へ登録してしまえば、ユーザーは効

率よくカンタンにポイントが取得できます。

株式会社マクロミル マクロミルチェッカー 2009.01.12
アンケートモニタ会員毎の、マクロミルからの新着のアンケートやお知らせを

受け取ることが出来ます。

ウィジェットにIDとパスワードを保持することで、アンケートモニタ会員毎

のアンケートやお知らせを表示して、会員のアンケート参加率を向上させる試

みをしています。またユーザーの好みに合わせて選択できるウィジェットのデ

ザインを、3つ用意しました。

株式会社リコー quanp 2009.03.05

ファイル保管・活用サービス「quanp」のウィジェットとiPhoneアプリを制作

しました。

ウィジェットはドラッグ＆ドロップで、デスクトップ上から複数のファイルを

カンタンにアップロードできます。

iPhoneアプリでは同じく撮影した写真、動画、ボイスメモをアップロードで

き、逆に「quanp」上にある写真、動画、オフィス書類などをダウンロードす

ることもできます。

他にも、「quanp」で提供されている、ファイルのメール送信機能やファイル

交換機能なども利用できます。

ウィジェットではIDとパスワードを保持し、登録者の専用ストレージへド

ラッグ＆ドロップのカンタン操作で複数ファイルを一度にアップロードできま

す。

また、自分のデスクトップに合わせて、お好みのテーマ、スキンデザインが選

べます。アップロード時には、アニメーションでファイル転送を楽しく演出し

ます。

iPhoneアプリでは、Bluetoothを利用してiPhone同士でオフィス書類や写真、

動画、連絡先などを直接交換できる機能を実装しました。

自社サービス

天気予報API

天気予報APIサンプル

ウィジェット
2009.03.25

財団法人 日本気象協会様と弊社での合弁事業「天気予報API」のサンプルウィ

ジェットです。

「天気予報API」を利用して、空模様に応じてキャラクターが様々なアクショ

ンをしてくれます。

「天気予報API」利用イメージをわかりやすく伝えるためのサンプルウィジェ

トとなっており、「天気予報」「紫外線情報」「花粉情報」「重ね着指数」

「ビール指数」を表示します。

ネスレ ピュリナ ペットケア株式会社 ウチのコ変身計画 2009.04.27

ネスレ ピュリナ ペットケア様のペットフードプレゼントキャンペーンと連動

した企画で、ペットフードを試した方の体験記を「日記」と言う形で共有する

企画となっています。

「日記」はコミュニティサイトに掲載され、さらに、自身のブログ上でも日記

を公開できるという「Webサイト」「ウィジェット」「ブログパーツ」の3つ

が密に連動した企画となっています。

ペットフードのプレゼントキャンペーンに参加者していない方でも、日記公開

機能を除いたPC上で活用できる日記として、ウィジェットを配布しており、

ペットオーナーなら誰でも楽しめる内容になっています。

キャンペーン参加者はコミュニティサイトに写真を投稿することができ、みん

なで共有して楽しめます。

また、その日記をブログパーツとして自分のブログに貼り付けることもできる

ので、ブログ上でもペットをアピールすることが可能です。

「Webサイト」「ウィジェット」「ブログパーツ」のそれぞれの媒体が連動し

てキャンペーンが楽しめるように工夫しています。

自社サービス

西山茉希、峰えりか他

ファースト写真集オムニ

バス版

2009.06.04

2008年「新聞広告の日」の読売新聞に47都道府県ごとに異なる4名の女性モデ

ル、西山茉希、峰えりか、矢野未希子、道端ジェシカの写真を「シンブンテイ

メント」として掲載しました。その時に出版された4名それぞれのファースト

写真集をオムニバス形式で掲載したアプリになります。

写真集にはない特典として、ハワイと沖縄で敢行された撮影風景を動画映像と

して同梱しました。

企画・製作：株式会社ground

Copyright：シンブンテイメント実行委員会

インデックスビュー、自動再生、拡大が可能なページビューア、高画質動画

ビューア、リンク、情報ページなど、写真集をiPhone/iPod touchで楽しめる

よう基本機能を実装しています。

株式会社三洋物産
マリンちゃんデスクトッ

プツール
2009.06.06

三洋物産様のパチンコやパチスロの海物語シリーズに登場するキャラクター

「マリンちゃん」を使ったウィジェットです。

時間に合わせてしゃべってくれるアラーム機能や、三洋物産の最新機種のマル

秘情報や、キャンペーン情報をお知らせしてくれる機能を実装しています。

2009年6月26日のバージョンアップで、マリンちゃんからプレゼントを受け取

れるようにもなりました。

このデスクトップツールでしか受け取れないデジタルノベルティのお知らせを

はじめ、お得な情報が満載されています。

またユーザーの好みに合わせて、表示されるマリンちゃんのコスチュームも

チェンジできます。

スルガ銀行株式会社 使える！割勘計算機 2009.06.24

スルガ銀行様がソフトバンクモバイルユーザー向けに提供する、宴会時に使う

と便利な割り勘計算が出来るモバイルウィジェットです。

単純な平均金額の算出や､用意されたシチュエーションに応じてあらかじめ設

定された比率に基づいた計算ができます｡

また、端数を請求する訳にはいかないというときには、計算された金額を編集

して再計算することも可能です。

割勘比率を変化させる選択肢として、様々な「シチュエーション」を用意しま

した。

飲み会や合コンといったよく使われるシチュエーションに加え、「戦国時代」

のようなちょっと変わったシチュエーションも設定できます。

WORKS
いままでの開発実績

2007年 ～ 2010年夏頃までの開発実績一覧です。



クライアント名 制作物名 公開日 アウトライン ポイント

株式会社エイガ・ドット・コム

映画「ナイトミュージア

ム2」ウィジェット・ブ

ログパーツ

2009.07.02

「the HOLLYWOOD widget」に組み込む形で展開しており、何度も遊んでも

らえるように絵柄には4種類のバリエーションを用意しています。

絵柄を揃えるとパズルがきれいに輝き特典をもらうことができます。

映画「ナイトミュージアム2」に登場するキャラクターたちを絵柄にしたパズ

ルゲームが楽しめます。

武田薬品工業株式会社
タケプロンデスクトップ

ツール
2009.07.10

学会情報・医療情報を掲載している「日経メディカルオンライン」から情報提

供を受けており、最新の医療情報を表示するウィジェットです。

検索機能はYahoo!の地図、乗り換え検索に加え、Googleスカラー検索で医療

に関する学会論文の検索に対応しています。

便利機能としてスケジューラー対応カレンダー、学会情報の表示、医療情報

リーダー、医薬品説明動画の再生機能、ToDo登録、各種検索機能を実装して

います。

医療関係者に便利に使ってもらえる機能を搭載しました。

日本エンタープライズ株式会社 うたがめ ゆる時計 2009.09.01

デコメール総合サイト「デコデコメール」にて人気に火がついたオリジナル

キャラクター「うたがめ」と弊社で作成したウィジェット「ゆる時計！」のコ

ラボウィジェットです。

時刻に合わせて、うたがめがウィジェット上で様々なアクションをします。

ブログパーツ・ウィジェット・iGoogleの3つのツールで展開することで、でき

るだけ多くのユーザーにアプローチできるような形にしています。

また、うたがめはデコメールのキャラクターの為、ブログパーツ上にQRコー

ドを表示してモバイルサイトへの導線も確保しています。

財団法人東日本小型自動車競走会
オートレースウィジェッ

ト
2009.09.04

オートレースの6レース場それぞれのレース情報が取得できるウィジェットで

す。

見た目にもバリエーションを持たせ、6色のカラーから好きな色を選択するこ

とができます。

ネット投票にいち早く投票できる仕組みとするため、開催状況はもちろんのこ

と、試走タイムや出走表、ライブ中継やオンデマンドまでをもチェックできる

仕様となっています。

また、普段のサイズからお知らせだけを表示するコンパクトなサイズにするこ

ともでき、ユーザーの邪魔にならない形で常駐させることが可能です。

ぴあ株式会社
「チケットぴあ」ウィ

ジェット
2009.09.10

モバイルユーザー向けに提供するチケット販売サイト「＠電子チケットぴあ」

の最新情報が簡単にチェックできるモバイルウィジェットです。

ケータイ先行の情報やエンタメニュース、今週発売・先行販売のチケット情報

を見ることができます。

サイトにアクセスせずに気軽にチケット情報をチェックすることができます。

株式会社リクルート
「パチパチゼクシィ」

ソーシャルアプリ
2009.09.16

サイトに参加している新郎新婦の友だちがどんな人かをコメントと関係性（同

僚・学生時代の友人など）でみられるソーシャルアプリです。

新郎をクリックすると新郎の友だちだけが、新婦をクリックすると新婦の友だ

ちが表示されます。

結婚式の前にどんな人がいるのかをチェックすることで結婚式への参加モチ

ベーションを高めます。

ひとめで関係性がわかるようなUIになっています。

株式会社ニッセン
「ニッセンブログチャン

ネル」ブログパーツ
2009.09.25

ニッセンのMyセールスマンがTVショッピング風に楽しく動画で一押し商品を

紹介してくれるブログパーツです。

動画からニッセンのオンラインショップに進み、実際に商品を購入することも

できます。

Web上で人物が閲覧者に商品やサービスなどを身振り手振りを交えて表現する

「Person In Presentation」の手法を取り入れてわかりやすく商品説明を行っ

ています。

また、ブロガーへのインセンティブとして「リンクシェア」のアカウントを

持っている方はブログパーツ発行時に登録することにより、ブログパーツから

商品が売れるとアフィリエイトフィーを受け取ることができます。

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテ

インメント

「天使と悪魔」カウント

ダウン ウィジェット
2009.10.17

amazonで発売された「天使と悪魔」のDVD、ブルーレイディスクを購入予約

した方だけに限定配布されたウィジェットです。

DVD・ブルーレイディスク発売までのカウントダウン機能に加え、自分の予

定を入力してその日程までのカウントダウンを行なうリマインダー機能を搭載

しています。

特別感あふれる購入者限定配布ウィジェットです。

メーカーズマーク・ディスティラリー社
「Maker’s Mark」ブロ

グパーツ
2009.10.30

クラフトウイスキー「Maker's Mark」のアンバサダー募集用ウィジェットで

す。

アンバサダー募集のムービーをフローティング再生し、 Maker's Markを使っ

たおすすめカクテルレシピムービーを再生します。

※アンバサダー：知人、友人にMaker's Markの良さを伝える個人の宣伝大使

アンバサダーになった特典として、専用ページへのログインや、Maker's

Markの樽に名前が刻まれた証明書が郵送されたりします。

名前が刻印されたブログパーツが発行され、オリジナル感・ラグジュアリー感

を演出しています。

ムービーではアンバサダーについての案内が再生され、再生画面ではアンバサ

ダーサイトへのリンクを設けて登録の動線を確保しています。

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテ

インメント

「ターミネーター4」カ

ウントダウンウィジェッ

ト

2009.11.03

amazonで発売された「ターミネーター4」のDVD、ブルーレイディスクを購

入予約した方だけに限定配布されたウィジェットです。

DVD・ブルーレイディスクの発売までのカウントダウン機能に加え、自分の

予定を入力して、その日程までのカウントダウンを行なうリマインダー機能を

搭載しています。

特別感あふれる購入者限定配布ウィジェットです。

株式会社 日経BP
NMO(日経メディカル

Online) Navigator
2009.11.12

「NMO Navigator」へID、パスワードを登録することで、わずらわしいサイ

トログインの手順を不要にしています。

Yahoo! JAPAN　（原作提供：藤子・F・

不二雄プロ）

ドラえもん3Dウィ

ジェット
2009.11.16

3Dのドラえもんを使ったウィジェットです。

設定した地域の天気予報表示や、Yahoo!トピックス、藤子・F・不二雄ワール

ドのお知らせを表示します。

一日一回コミックスの名シーンの表示機能や、アラーム設定ができる付箋メモ

機能、Yahoo!検索機能も利用可能です。

ドラえもんはランダムに動き続けますが、時間帯や天気に連動したアニメー

ションを再生したり、ユーザーのマウスクリックやキー入力に反応するインタ

ラクションなアニメーション再生にも対応しています。

ソフトバンク クリエイティブ株式会社
立読みハーレクイン ラ

イブラリ
2009.12.10

女性向けコミック・小説を刊行している「ハーレクイン」のコミックビューワ

アプリです。

作品は毎週3作品が入れ替わり、そのまま購入することも可能です。

マイミクへの通知などmixiアプリ特有のソーシャル機能を付加し、クチコミを

利用して広げるプロモーション性を持たせています。

マイシアター株式会社 myシアター 2009.12.15 ～

累計接続台数150万台、国内家電各社のテレビでネットに繋がる「アクトビ

ラ」を利用した映画情報番組「myシアター」のスマートフォンアプリ、Web

サイトを制作しました。

HD画質でオリジナル動画番組や、公開映画の予告編が視聴できます。

そのほかにも、映画作品情報や劇場公開情報などをリビングの大画面テレビで

見ることができます。

クライアントアプリだけではなく、CMS、アクトビラサイト構築、劇場検索

システム開発などのバックエンド開発にも携わっています。

自社サービス 傘いる？ 2009.12.16

設定した地域の傘指数と天気予報をひと目でお知らせするiPhoneアプリで

す。

お知らせの壁紙写真やコメントを選んで自分なりにカスタマイズが可能です。

さらに、利用者間の共感を促すGPS連動のコメントが投稿可能な「つぶやき

ボード」を搭載しています。

今日傘を持って出かけるべきか否かをお知らせするシンプルなお知らせ

iPhoneアプリですが、写真やコメントの選択で誰にその一声をかけてもらい

たいかを自在にカスタマイズして楽しむことができます。

WORKS
いままでの開発実績

2007年 ～ 2010年夏頃までの開発実績一覧です。



クライアント名 制作物名 公開日 アウトライン ポイント

自社サービス 銀河鉄道の夜 2010.01.06

世界的CGアーティストKAGAYAが徹底考察し映像化した、宮沢賢治不朽の名

作「銀河鉄道の夜」のiPhoneアプリです。

3年の歳月をかけて創り込まれた精緻で臨場感あふれる映像は貴方を幻想の世

界へと誘います。

この「銀河鉄道の夜」は、日本各地に加え、海外の大型映像シアターで公開さ

れていた4K映像のマスターデータを使用し、iPhone / iPod touch向けに最適

な状態にエンコーディングしています。

iPhoneの言語環境に追随し、日本語UI・英語UIなどの出し分け、MENU画面

のカスタマイズ、解説テキスト付きギャラリーや情報ページなどの機能を標準

装備し、DVDなどのパッケージをiPhoneアプリに持込むことが可能です。

株式会社ポケモン ミュウ for you！ 2010.01.29

SNSサービス「mixi」のマイミク（友だち機能）を誘うことで増えるコインを

使って、毎日クレーンゲームに挑戦できるmixiアプリです。

クレーンゲームの挑戦後にプレゼントへの応募ができ、マイミクを誘うほど応

募券がゲットできる仕組みになっている為、クチコミ伝播力を高め、より多く

のユーザーに利用してもらう仕組みになっています。

アップフロンティア提供、mixiアプリプロモーションパッケージ「クチコミ・

カプセル」第一弾となります。

自社サービス 花粉レーダー 2010.02.01

設定した地域の花粉の飛散情報がひと目でわかるiPhoneアプリです。

また、全国のアプリを使っているユーザー同士で花粉情報を発信・共有できる

GPS連動「つぶやきボード」を搭載しています。

花粉症の方なら常に気になる今日の花粉予報をいつでも手元のiPhoneで確認

できます。

また、つぶやきボード機能を使って花粉症の辛さや花粉の飛散情報を気軽に発

信・共感できる便利なツールです。

株式会社NTTドコモ Sweet Style Collection 2010.02.15

カードをめくるともらえるアイテムを集めて、自分のアイテムBOXのレベルを

上げることができます。

毎日カードをめくって、BOXのレベルが上がっていくとプレゼントへの応募が

できます。

マイミクと一緒にアプリを利用することで、毎日もらえるアイテムカードが増

えたり集めたアイテムを交換しあったりと、マイミクとのやり取りを楽しむ仕

掛けが満載です。

アップフロンティア提供、mixiアプリプロモーションパッケージ「クチコミ・

カプセル」第二弾となります。

NECビックローブ株式会社 DecorationStudio 2010.06.30

アプリ上で撮影した動画に対して、簡単にデコレーションができるスマート

フォンアプリです。

フレームやシール、メッセージなど100点の素材を利用してデコレーション動

画を作ることができます。

iPhone及びAndroid端末の特長であるタッチパネル活かし、撮影した動画に対

して、自分の指でデコレーション素材を配置することができます。

また、撮影からデコレーション、デコレーション済みの動画の確認まで、全て

をアプリ上で行えることでユーザーの利便性という観点からも優れたアプリと

なっています。

さらに、作成したデコレーション動画はカメラロールに保存されるので、好き

な時に確認することができ友人と共有することも可能です。

「動画にデコレーションをする」という新しいアプローチを気軽に楽しむこと

ができます。

株式会社パシフィックボイス映像文化事

業部

映画祭が選ぶ世界のプレ

ミアムショートフィルム
2010.07.01

米国アカデミー賞公認アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート

フィルムフェスティバル」が贈る、世界最高峰のショートエンターテインメン

ト8作品に加え、特典映像を収録したiPhone・iPadアプリです。

※ 有料アプリとなります。

Wi-Fi環境 かつ 動画を初めて再生する場合のみ動画ファイルのダウンロードを

行い、次回以降の通信負荷を抑える設計になっています。

環境や通信の心配なく、いつでもどこでも映画作品をご覧頂けます。

株式会社朝日新聞社
朝日新聞社　熱血応援！

高校野球
2010.07.12

みんなの応援で高校野球を熱烈に盛り上げるmixiアプリです。

たくさん応援することで自分のキャラクターも成長し、それによって見た目と

称号も変化していきます。

応援と同時に、自分が選択した高校の応援ポイントがアップします。

特定の称号を手に入れると、高校野球スペシャル待ち受け画像を獲得する権利

が得られます。

またmixiタイアップ案件として展開したことから、当アプリで登場するキャラ

クターのミクコレも同時に提供しました。

株式会社ポケモン ポケモン検定 2010.10.07

ニンテンドーDS『ポケットモンスターブラック・ホワイト』の発売記念に配

布したmixiアプリです。

『ポケットモンスターブラック・ホワイト』の内容に沿った問題に回答しなが

ら、ゲームの世界感を実感できる構成になっています。

一回の検定で7問が出題され、正解数に応じて称号がもらえます。

またボイス機能により結果をつぶやく事ができます。

(C)2010 Pokemon.

(C)1995-2010 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲー

ムフリークの登録商標です。

株式会社ポケモン
ポケモンピースコレク

ション
2010.10.14

ニンテンドーDS『ポケットモンスターブラック・ホワイト』と連動するWeb

サイト『ポケモンドリームワールド』のmixiアプリです。

 1日3回手に入る『ポケモンドリームワールド』のポケモンのピースを集めて

楽しめます。

重複したピースはマイミク間であげたりもらったりすることができるので、マ

イミクと協力しながらコンプリートを目指します。

マイミクと一緒に参加することで集めたピースをあげたりもらったりと、マイ

ミクとのコミュニケーションを楽しむ仕組みも満載です。

より多くのユーザーに利用してもらう仕組みになっています。

(C)2010 Pokemon.

(C)1995-2010 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲー

ムフリークの登録商標です。

株式会社ネクソン テイルズウィーバー 2010.10.21

オンラインゲーム『テイルズウィーバー』のｍixiアプリです。

 オンラインゲームの世界感を活かしつつ、新しい形のmixiアプリとしてリ

リースされました。

ショップで新たな装備を購入して攻撃力を上げたり、様々なクエストに挑戦し

て経験値を獲得したりしながら自分のキャラクターの成長を楽しめます。

また、クエストの成功回数に応じて称号が付与されます。

このアプリを入れているマイミクをパーティに編成することで、チームとして

の攻撃力を上げてクエストクリアの成功確率がUPする仕組みになっていま

す。

マイミクと一緒にプレイする楽しみを提供し、コミュニケーションを促進しま

す。

WORKS
いままでの開発実績

2007年 ～ 2010年夏頃までの開発実績一覧です。


