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2013年 4月 30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、2013年 4月 30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】2013年 4月 30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/2013/0430_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、本認定制度において 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、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ます。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く

ださい。 
 
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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2013 年 4 月 30 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 ： 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 
： [モバ 7]パチスロ ハッピージャグラーV 

(Android:jp.mbga.a12012406) 
[モバ 7]パチスロ ハッピージャグラーV 
(Android:jp.mbga.a12012406.lite) 
亡国のラストレギオン (Android:jp.mbga.a12012174) 
亡国のラストレギオン (Android:jp.mbga.a12012174.lite) 
カクカクカックロ (Android:jp.mbga.a12013296) 
カクカクカックロ (Android:jp.mbga.a12013296.lite) 
スロットモンスターズ (Android:jp.mbga.a12008810.lite) 

 
 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 
（1／全 4頁） 

： 波 カラー ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper411.gree) 
波 雷 ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper412.gree) 
ストライプ ピンク レッド ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper413.gree) 
ストライプ イエロー ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper414.gree) 
波 レッド ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper415.gree) 
波 レッド ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper416.gree) 
波 ブルー ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper417.gree) 
波 カラー ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper418.gree) 
波 雷 ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper419.gree) 
花 ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper420.gree) 
水玉 ブルー ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper421.gree) 
トロント 街 ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper422.gree) 
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認定範囲に含まれる

アプリケーション 
（2／全 4頁） 

 マリーナベイサンズ ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper423.gree) 
ギター ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper143.gree) 
女性 ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper140.gree) 
和 ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper145.gree) 
地球 ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper147.gree) 
夕日 ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper146.gree) 
ブルー ライブ壁紙 ⑩ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper148.gree) 
地球 ライブ壁紙 ④ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper149.gree) 
ブルックリン橋 ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper424.gree) 
カラー ライブ壁紙 ⑦ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper426.gree) 
夜空 ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper076.gree) 
ブラック＆ブルー ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper090.gree) 
ブルー ライブ壁紙 ⑧ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper088.gree) 
ねこ ライブ壁紙 ⑥ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper096.gree) 
ブラック ライブ壁紙 ⑦ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper093.gree) 
ブルー ライブ壁紙 ⑨ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper092.gree) 
ねこ ライブ壁紙 ⑤ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper095.gree) 
廃墟 ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper100.gree) 
WordPress Help Sheet ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper425.gree) 
ミリタリー迷彩 ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper432.gree) 
Planet Scenes ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper427.gree) 
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認定範囲に含まれる

アプリケーション 
（3／全 4頁） 

 ブルジュ・ハリーファ ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper428.gree) 
ミュージック ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper150.gree) 
雨 ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper151.gree) 
にゃんことあそぼ 不思議の森のにゃんこたち 
(Android:com.crew.nyanko) 
海辺 ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper085.gree) 
夜空 ライブ壁紙 ③ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper087.gree) 
ギター ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper091.gree) 
Glass Building ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper430.gree) 
港 ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper431.gree) 
シンデレラ城 ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper433.gree) 
いぬ ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper080.gree) 
ねこ ライブ壁紙 ④ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper081.gree) 
island ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper429.gree) 
ねこ ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper077.gree) 
ねこ ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper078.gree) 
カラー ライブ壁紙 ⑧ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper075.gree) 
ねこ ライブ壁紙 ③ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper079.gree) 
ブラック＆レッド ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper094.gree) 
メーター ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper098.gree) 
ドクロ ライブ壁紙 ⑧ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper099.gree) 
女性 ライブ壁紙 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper104.gree) 
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認定範囲に含まれる

アプリケーション 
（4／全 4頁） 

 カラー ライブ壁紙 ⑨ 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper135.gree) 
波 ライブ壁紙 ② 
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper139.gree) 

 
※「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。 




