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2012年 10月 31日 

報道関係者各位 

 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 
 

EMA認定制度 
スマートフォン向けアプリケーション認定発表 

 
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（以下「EMA」）では、青少年の保護と
健全な育成を目的とし、モバイルサイトを対象とした「コミュニティサイト運用管理体制認定制

度*1」、及び「サイト表現運用管理体制認定制度*2」を実施しております。 
 
この度、コミュニティサイト運用管理体制認定制度において、別紙のアプリケーションを適合

と判定しましたので、2012年 10月 31日付けをもって認定範囲に含まれるアプリケーションと
して発表いたします。 

 
 
【別紙】2012年 10月 31日付け 
    コミュニティサイト運用管理体制認定制度（スマートフォン向けアプリケーション） 
  http://www.ema.or.jp/press/2012/1031_02.pdf 
 
 
認定後は十分なサイト運用管理体制が維持されているか定期的に監視を実施し、是正処置・認

定取消を含む適切な対処をなすことで、認定の実効性を維持します。 
 
なお、本認定制度おいて EMAの認定基準に適合したアプリケーションについては、認定範囲
に含まれることとなります。既に一部携帯電話事業者から発表されているスマートフォンにおけ

るフィルタリングにおいて反映される予定です。詳細については携帯電話事業者各社のホームペ

ージにてご確認下さい。 
 
EMAでは引き続き、本認定制度や啓発・教育などの活動を通じ、モバイルコンテンツの健全な
発展と、青少年保護と健全な育成を実現するインターネット利用環境におけるセーフティネット

の整備を推進して参ります。 
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*1  コミュニティサイト運用管理体制認定制度 
ユーザー投稿等により形成されるコミュニティサイトの健全な利用環境が整備・維持され

ることを目的とした認定制度です。EMAが策定した認定基準「コミュニティサイト運用管理
体制認定基準」をもとに審査を行い、本認定基準に適合したコミュニティサイトに対して認

定を付与します。 
認定後は本認定基準に適合した運用管理体制が維持されているか確認するため、認定サイ

トに対して定期的・継続的な監視を実施します。また、一般ユーザー等から認定サイトへの

クレーム、問合せ、意見等を受付け、運用監視に活かすとともに本認定基準への反映も適宜

行います。 
「コミュニティサイト運用管理体制認定基準」については以下のサイトをご参照ください。 
http://www.ema.or.jp/dl/communitykijun.pdf 

 
*2  サイト表現運用管理体制認定制度 

文章表現、画像、動画、電子書籍類、ゲーム等のコンテンツを発信するモバイルサイトの

健全な利用環境が整備・維持されることを目的とした認定制度です。EMAが策定した「サイ
ト表現運用管理体制認定基準」では、サイト運営者が自社表現基準を定め、その自社表現基

準に基づき情報を適切に分類することを求めています。この認定制度は、認定基準に則り、

青少年の利用に配慮し、明確に分類された領域に対して認定を付与するものです。 
認定後は、認定基準に適合した運用管理体制が維持されているか確認するため、認定対象

範囲に対して定期的・継続的な監視を実施します。また、一般ユーザー等から認定対象範囲

へのクレーム、問合せ、意見等を受付け、運用監視に活かすとともに認定基準への反映も適

宜行います。 
「サイト表現運用管理体制認定基準」については以下のサイトをご参照ください。 
http://www.ema.or.jp/dl/expressionkijun.pdf 

 
※ 認定情報は毎月15日、月末日に発表いたします（12月は20日の1回のみ）。土日祝日にあたる
場合は、その前日になります。ただし、認定サイトがない場合の発表は行いません。 

 
【参考】EMA 認定サイト情報 

http://www.ema.or.jp/evaluation/ 
 

本プレスリリースに関するお問合せ先 
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 

事務局 広報担当：岸原、清水 
〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-38 千歳ビル3F 
電話番号：03-6913-9235  FAX：03-5775-3885 

http://www.ema.or.jp/ 
e-mail:info@ema.or.jp 
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2012 年 10 月 31 日付け 

コミュニティサイト運用管理体制認定制度（スマートフォン向けアプリケーション） 

 
 認定サイト名 ： ソーシャル・ネットワーキング サービス『mixi』 

運営事業者名 ： 株式会社ミクシィ 
認定範囲に含まれる

アプリケーション 
： mixi(jp.mixi) 

Feel on! mixi(feelon-mixi.apk) 
サンシャイン牧場(com.rekoo.farm.main) 
mixiパーク(jp.mixi.mixipark) 

 
 認定サイト名 ： GREE 
運営事業者名 ： グリー株式会社 
認定範囲に含まれる

アプリケーション 
： GREE (グリー)(jp.gree.android.app) 
踊り子クリノッペ by GREE(グリー)(jp.gree.android.pf.greeapp95) 

 
 認定サイト名 ： Mobage 

運営事業者名 ： 株式会社ディー・エヌ・エー 
認定範囲に含まれる

アプリケーション 
（1／全 5頁） 

： [モバ７]2027(jp.mbga.a12008883.lite) 
[モバ７]2027(jp.mbga.a12008883) 
[モバ７]BLACK LAGOON ﾊﾟﾁｽﾛ(jp.mbga.a12010812.lite) 
[モバ７]BLACK LAGOON ﾊﾟﾁｽﾛ(jp.mbga.a12010812) 
[モバ７]CR天才バカボン(jp.mbga.a12010132.lite) 
[モバ７]CR天才バカボン(jp.mbga.a12010132) 
[モバ７]ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾝｺﾞ(jp.mbga.a12008354.lite) 
[モバ７]ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾝｺﾞ(jp.mbga.a12008354) 
[モバ７]スカイラブ２(jp.mbga.a12008561.lite) 
[モバ７]スカイラブ２(jp.mbga.a12008561) 
[モバ７]巨人の星 (jp.mbga.a12008884.lite) 
[モバ７]巨人の星 (jp.mbga.a12008884) 
100万人の NINJA GAIDEN(jp.mbga.a12007078.lite) 
100万人の NINJA GAIDEN(jp.mbga.a12007078) 
100万人のモンスターファーム(jp.mbga.a12005741.lite) 
100万人のモンスターファーム(jp.mbga.a12005741) 
３分ゼミ 英会話 for Mobage (モバゲー)(jp.mbga.g431901) 
３分ゼミ 漢検 for Mobage (モバゲー)(jp.mbga.g431902) 
３分ゼミ 韓国語 for Mobage (モバゲー)(jp.mbga.g431904) 
３分ゼミ 中国語 for Mobage (モバゲー)(jp.mbga.g431903) 
BASEBALL STADIUM DATA(jp.mbga.a12010932.lite) 
BASEBALL STADIUM DATA(jp.mbga.a12010932) 
HINANO x blondy for Mobage(jp.mbga.g440611) 
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認定範囲に含まれる

アプリケーション 
（2／全 5頁） 

 J.J.ROCKETS(jp.mbga.a12011158.lite) 
J.J.ROCKETS(jp.mbga.a12011158) 
Pocket Frogs(jp.mbga.a12008229.lite) 
Pocket Frogs(jp.mbga.a12008229) 
SOCCER STADIUM DATA(jp.mbga.a12011699.lite) 
SOCCER STADIUM DATA(jp.mbga.a12011699) 
THE ゴルフ(jp.mbga.g420804) 
THE テニス(jp.mbga.g420801) 
THE テニス２(jp.mbga.a12011458.lite) 
THE テニス２(jp.mbga.a12011458) 
THE バレーボール(jp.mbga.g420802) 
THE フットサル(jp.mbga.g420803) 
THEゴルフ２(jp.mbga.a12011627.lite) 
THEゴルフ２(jp.mbga.a12011627) 
Tiny Tower(jp.mbga.a12010766.lite) 
Tiny Tower(jp.mbga.a12010766) 
Vegas Strip City(jp.mbga.a12005920.lite) 
Vegas Strip City(jp.mbga.a12005920) 
WORDDICT!(jp.mbga.a12005991.lite) 
WORDDICT!(jp.mbga.a12005991) 
Zombie Farm(jp.mbga.a12008442.lite) 
Zombie Farm(jp.mbga.a12008442) 
Zoo Land(jp.mbga.a12007496.lite) 
Zoo Land(jp.mbga.a12007496) 
アクアコレクション(jp.mbga.a11200002.lite) 
アクアコレクション(jp.mbga.a11200002) 
怒り卵(jp.mbga.g422002) 
エイリアン vsガンナーズ(jp.mbga.a12008727.lite) 
エイリアン vsガンナーズ(jp.mbga.a12008727) 
ｴｰｼﾞｪﾝﾄｾﾌﾞﾝ ～謎の怪盗団編～(jp.mbga.a12009027.lite) 
ｴｰｼﾞｪﾝﾄｾﾌﾞﾝ ～謎の怪盗団編～(jp.mbga.a12009027) 
エルフディフェンス(jp.mbga.a12008920.lite) 
エルフディフェンス(jp.mbga.a12008920) 
エンパイア オンライン(jp.mbga.a12008610.lite) 
エンパイア オンライン(jp.mbga.a12008610) 
お助けチュー！(jp.mbga.g422003) 
ガイアゲート(jp.mbga.a12010057.lite) 
ガイアゲート(jp.mbga.a12010057) 
カジノスロット[本格カジノゲーム](jp.mbga.g420207) 
クレーンゲーム(jp.mbga.g420503) 
クロスワード(jp.mbga.g421601) 
コインパーティー[本格コイン落としゲーム](jp.mbga.g420504) 
コビッツ(jp.mbga.a12008636.lite) 
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認定範囲に含まれる

アプリケーション 
（3／全 5頁） 

 コビッツ(jp.mbga.a12008636) 
コンボキマール(jp.mbga.a12011159.lite) 
コンボキマール(jp.mbga.a12011159) 
ザ・デップショー for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607038) 
サバイバル OXクイズ(jp.mbga.a12009178.lite) 
サバイバル OXクイズ(jp.mbga.a12009178) 
スピード[本格トランプゲーム](jp.mbga.g420501) 
スマッシュスライム for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g430102) 
ソリティア[本格トランプゲーム](jp.mbga.g420203) 
ダークメナス(jp.mbga.a12009896.lite) 
ダークメナス(jp.mbga.a12009896) 
タックル入部祭 for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607568) 
脱出ゲーム(jp.mbga.g420903) 
タッチでラブ診断 for Mobage(jp.mbga.g440602) 
デップ大サーカス for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607069) 
ドラゴンメカニック(jp.mbga.a12008738.lite) 
ドラゴンメカニック(jp.mbga.a12008738) 
ドリ子ドリーム for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607552) 
ナンバープレイス(jp.mbga.g421002) 
ニューペガサス（1.5号機）(jp.mbga.a12011662) 
ノーモア★ヒーローズWR(jp.mbga.a12011156.lite) 
ノーモア★ヒーローズWR(jp.mbga.a12011156) 
パズル バルーンハント(jp.mbga.g420303) 
パチリ☆モンスター(jp.mbga.a12008692.lite) 
パチリ☆モンスター(jp.mbga.a12008692) 
バディモンスター(jp.mbga.a12008658.lite) 
バディモンスター(jp.mbga.a12008658) 
花札[本格こいこい対局](jp.mbga.g420202) 
パラダイス アイランド(jp.mbga.a12007103) 
ハローキティくるキャラ雑貨店(jp.mbga.a12006159.lite) 
ハローキティくるキャラ雑貨店(jp.mbga.a12006159) 
ぱんだ リバーシ(jp.mbga.g420702) 
ピクチャーロジック(jp.mbga.g421001) 
プティの王国(jp.mbga.a11200004.lite) 
プティの王国(jp.mbga.a11200004) 
ブラックジャック[本格カジノゲーム](jp.mbga.g420206) 
ブロック崩し(jp.mbga.g420302) 
ポーカー[本格カジノゲーム](jp.mbga.g420205) 
まいにち！スピード英単語 for Mobage（モバゲー）
(jp.mbga.g430804) 
まいにち！スピード漢字 for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g430805) 
まいにち☆誕生日占い for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g430803) 
マクロス SPクロスデカルチャー(jp.mbga.a12008983.lite) 
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認定範囲に含まれる

アプリケーション 
（4／全 5頁） 

 マクロス SPクロスデカルチャー(jp.mbga.a12008983) 
メイプルストーリーレイダーズ(jp.mbga.a12009956.lite) 
メイプルストーリーレイダーズ(jp.mbga.a12009956) 
もぐらたたき(jp.mbga.g420901) 
もののけ大戦“陣”(jp.mbga.a12008634.lite) 
もののけ大戦“陣”(jp.mbga.a12008634) 
モバ７(jp.mbga.a12007414.lite) 
モバ７(jp.mbga.a12007414) 
もやしもんガチャガチャ(jp.mbga.a12003489.lite) 
もやしもんガチャガチャ(jp.mbga.a12003489) 
リバーシ[本格ボードゲーム](jp.mbga.g420301) 
ロスト・キングダム(jp.mbga.a12009979.lite) 
ロスト・キングダム(jp.mbga.a12009979) 
ロックオンシューター for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g430101) 
わくわく☆どうぶつ診断 for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g430802) 
育てて突撃 野菜兵(jp.mbga.a12005902.lite) 
育てて突撃 野菜兵(jp.mbga.a12005902) 
学校アソボーヤ for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607565) 
逆襲のファンタジカ(jp.mbga.a12007722.lite) 
逆襲のファンタジカ(jp.mbga.a12007722) 
激突!!ワイルドドライブ(jp.mbga.a12009435.lite) 
激突!!ワイルドドライブ(jp.mbga.a12009435) 
五目並べ[本格ボードゲーム](jp.mbga.g420304) 
手裏剣スマッシュ(jp.mbga.a12007394.lite) 
手裏剣スマッシュ(jp.mbga.a12007394) 
召喚×進撃×モンスターズ！！(jp.mbga.a12007755.lite) 
召喚×進撃×モンスターズ！！(jp.mbga.a12007755) 
将棋[本格ボードゲーム](jp.mbga.g420305) 
神魔×継承!ラグナブレイク(jp.mbga.a12008490.lite) 
神魔×継承!ラグナブレイク(jp.mbga.a12008490) 
世界畑化計画(jp.mbga.a12008534.lite) 
世界畑化計画(jp.mbga.a12008534) 
戦国パズル!!あにまる大合戦(jp.mbga.a12010716.lite) 
戦国パズル!!あにまる大合戦(jp.mbga.a12010716) 
大富豪[本格トランプゲーム](jp.mbga.g420201) 
脱出！じいちゃん(jp.mbga.g422001) 
脱出ゲーム・封鎖病棟(jp.mbga.a12010623.lite) 
脱出ゲーム・封鎖病棟(jp.mbga.a12010623) 
二角取り四川省(jp.mbga.g420902) 
日本料亭長リチャード for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607083) 
忍者ロワイヤル(jp.mbga.a11200001.lite) 
忍者ロワイヤル(jp.mbga.a11200001) 
浮気カメラ for Mobage(jp.co.plusd.UwakiDoCheck) 
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認定範囲に含まれる

アプリケーション 
（5／全 5頁） 

 萌えっ！大富豪(jp.mbga.g420703) 
牧場ホッコリーナ(jp.mbga.a11200003.lite) 
牧場ホッコリーナ(jp.mbga.a11200003) 
麻雀 ～無双雀極伝～[本格４人打ち麻雀](jp.mbga.g420208) 
麻雀[本格４人打ち麻雀](jp.mbga.g420204) 
夢バスケ for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607507) 
Mobage（モバゲー）(jp.mbga.portal) 
Mobage（モバゲー） Lite(jp.mbga.portal.lite) 
100万人のモンスターファーム(jp.mbga.g12005741.mktapp) 
ドラゴンメカニック(jp.mbga.g12008738.mktapp) 
召喚×進撃×モンスターズ！！(jp.mbga.g12007755.mktapp) 
世界畑化計画  479 (jp.mbga.g12008534.mktapp) 

 
※「認定範囲に含まれるアプリケーション」では、アプリケーションの名称と、 
括弧内に提供 OS及びアプリケーション固有の識別子(Android:Package name、 
iPhone:Apple ID、Windows Phone:APPID(Product ID)を記載しています。 

 
 




