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2014年 7月 1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 
 

モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度 
2014年 6月 30日現在の認定状況のご報告 

 
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、モバイルインターネットのコミュニティサイトを対象とした「モバイル

コンテンツ運用管理体制認定制度*1（以下「本認定制度」）」を実施しています。 
本認定制度は、「青少年インターネット環境整備法」第 19条にて青少年が利用する携帯電話
（PHS、スマートフォンを含む）に原則提供されているフィルタリングにおいて、その画一性、
広範性及び利便性を改善するため、2008年 6月の総務大臣要請に基づき、民間の第三者機関とし
て青少年を違法有害情報から保護するために一定の対応を講じているWebサイトやスマートフ
ォン上のアプリケーションの運用管理体制を認定する取組です。 
なお、本認定制度において認定されたWebサイト及びアプリケーションは、携帯電話事業者各
社が提供している特定分類アクセス制限方式（いわゆるブラックリスト方式）または、スマート

フォンのフィルタリングをかけていても、利用することができます。 
 
2014年 6月 30日現在、本認定制度において認定されているWebサイト及びアプリケーション
について下記の通りご報告を申し上げます。詳細な情報については、【別紙 2】をご参照ください。 
 
【認定Webサイト及び運営事業者一覧】 19サイト 
【認定アプリケーション】 327本 （Android向け：318本、iPhone向け：9本） 
認定対象 運営事業者名 認定範囲のアプリ

ケーション数 
GREE グリー株式会社 81本 
魔法の i らんど 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキ

ー･メディアワークス ブランドカン

パニー 

1本 

大集合 NEO 株式会社オープンドア 1本 
Mobage 株式会社ディー・エヌ・エー 225本 
ハンゲーム NHN PlayArt株式会社  
ヤプログ！ GMOメディア株式会社 2本 
ニコニコ動画モバイル 株式会社ドワンゴ、株式会社ニワンゴ  
mobion 株式会社ＧＮＴ  
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Ameba 株式会社サイバーエージェント 6本 
エレメンタルナイツオンライン 株式会社ウインライト  
SCHOOL OF LOCK！ 株式会社エフエム東京、 

ジグノシステムジャパン株式会社 
2本 

ラルーン 株式会社エイチーム  
entag! 株式会社エムティーアイ  
ダイエットクラブ 株式会社イード  
Ｅ★エブリスタ 株式会社エブリスタ 2本 
ピクトリンク フリュー株式会社 5本 
GAL’s POP 株式会社角川春樹事務所  
プリキャン革命！プリ画像 GMOメディア株式会社 2本 
dゲーム 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ  

 
以上 

*1 モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度 
EMAが実施していた「コミュニティサイト運用管理体制認定制度」及び「サイト表現運用
管理体制認定制度」の両制度を融合し、2014年 5月 1日より開始した認定制度です。EMA
が策定した認定基準「モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準」をもとに審査を行い、こ

の認定基準に適合したWebサイト及びアプリケーションに対して認定を付与します。 
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Web
サイト及びアプリケーションに対して定期的・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 Web サイト及びアプリケーションへのクレーム、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。 
「モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度」の概要については、以下をご参照ください。 
http://www.ema.or.jp/certification/fusion/dl/f_overview.pdf 

 
【別紙1】モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度の審査・運用監視業務について 

http://www.ema.or.jp/press/2014/0701_02.pdf 
 
【別紙2】モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度 

認定Webサイト及びスマートフォン向けアプリケーション 
http://www.ema.or.jp/press/2014/0701_03.pdf 

 

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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モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度の審査・運用監視業務について 

 
1. EMAの審査業務について 

 
モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度の審査は、「予備審査」と「本審査」

の 2段階に分かれています（【図 1 審査フロー】参照）。 
「本審査」の結果、「適合」と判定され、本認定制度の認定有効期間である 1 年
を経過した後も認定の継続を希望する場合には、更新審査を受ける必要があります。 

 
（1） 予備審査 

申請対象範囲や申請者の事業内容等を確認し、完了後に本審査へと進みます。 
 

（2） 本審査 
本審査では申請Webサイト及びアプリケーションの運用監視体制が認定基準を

充足しているか、提出された書類の審査と PCや携帯端末を用いた審査、調査を実
施します。 
また、申請者を訪問し、申請事項のヒアリング、作業環境や管理ツール仕様等

を確認する実地調査も並行して行います。 

 

（3） 更新審査 
  1年毎に本審査と同様の審査、調査を実施します。 

 
2. EMAの運用監視業務について 

 
認定付与後は認定Webサイト及びアプリケーションに対して以下の運用監視業務
を継続的に行い、本認定制度の実効性を担保します（【図 2 運用監視フロー】参照）。 

 
（1） 認定Webサイト及びアプリケーション運営事業者から提出されるレポートの確認 

① 定期レポート 
認定Webサイト及びアプリケーションの運営事業者には EMA指定書式による

3ヶ月ごとの定期的なレポート提出が義務付けられています。EMAはこの定期レ
ポートにより、認定Webサイト及びアプリケーションの規模、通報・監視等の対
応状況や、機能の追加・変更等の変化状況を確認します。 
② 臨時レポート 
認定Webサイト及びアプリケーションの状況について、必要に応じてレポート
の提出を求め、随時確認を行います。 
 

（2） ユーザーからの通報対応 
認定Webサイト及びアプリケーションのトップページには EMAの認定番号を
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表示することが義務付けられています。ユーザーはこの番号をクリックすると、

認定Webサイト及びアプリケーションに対するクレーム等を EMAに通報するこ
とが可能なページへアクセスできます。 
ユーザーからの通報に対して、EMAは内容に応じた内部調査及び確認を PCや
携帯端末を用いて実施しています。 
 

（3） 運用監視調査 
認定Webサイト及びアプリケーションの運用監視体制について、認定後も一定
のレベルを保ち、認定基準を充足しているか継続的に調査を実施します。 

 
【図1 審査フロー】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【図2 運用監視フロー】 
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2014 年 6 月 30 日現在 

モバイルコンテンツ運用管理体制認定制度 

認定 Web サイト及びスマートフォン向けアプリケーション 

 
 認定対象 ： GREE 
運営事業者名 ： グリー株式会社 

 [認定範囲のアプリケーション] 81本 
GREE (グリー)(Android: jp.gree.android.app) 

踊り子クリノッペ【ペット着せ替え育成ゲーム】GREE/グリー(Android: jp.gree.android.pf.greeapp95) 

バハムートブレイブ [RPGカードゲーム](Android: jp.co.altplus.bahamutbrave) 

GANTZ(Android: jp.co.indexweb.gantz) 

ポップ☆タワー[登録不要の無料☆パズルだょ♪](Android: jp.co.taito.am.gree.poptower) 

ぼくのレストラン 2(Android: com.synphonie.bkrs2) 

ガルショ☆(Android: com.synphonie.glcl) 

陰陽師 ～平安妖奇譚～ [無料本格カードバトル RPGゲーム](Android: jp.drecom.sg.onmyogree) 

プラチナ☆ガール(Android: com.synphonie.plgl) 

海の上のカメ農園～無料で遊べるグリーの育成農園ゲーム(Android: jp.kamefarm.gree) 

探検ドリランド【カードバトル RPGゲーム】GREE(グリー)(Android: jp.gree.android.pf.greeapp98) 

釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー)(Android: jp.gree.android.pf.greeapp96) 

モンプラ【モンスター育成 RPGゲーム】GREE(グリー)(Android: jp.gree.android.pf.greeapp99) 

海賊王国コロンブス[海賊カードバトル] GREE(グリー)(Android: jp.gree.android.pf.greeapp112) 

聖戦ケルベロス【部隊育成カードゲーム】GREE(グリー)(Android: jp.gree.android.pf.greeapp1242) 

OVERTURN SAGA(Android: com.studiozan.OTSAGA) 

ちょこっとファーム【無料ゲーム】(Android: jp.drecom.sg.nprgree) 

【女子ゲー】ダーリンは芸能人 forGREE(Android: com.voldate.gree.dar) 

ギャングドミネーション(Android: com.gameloft.android.ANMP.GloftGDHM) 

電撃!!妖艶くのいち(Android: com.posren.kunoichi.gree) 

マリン Zoo(Android: althi.MarineZoo) 

天空のラグナロク(Android: com.officetrc.TRC008Ragnarok) 

アルカディアサーガ(Android: arcadia.roal) 

ボクらの CaveTown(Android: jp.co.rforce.kyoto) 

戦国WARS(Android: com.officetrc.android.TRC001GREESengokuWARS) 

だれでもHERO(Android: jp.rozetta.heroprototype) 

Stylish Sprint for GREE(Android: SSGree.pack) 

博雅ポーカー(Android: com.boyaa.gree) 

ガルフレ！(Android: com.exforcess.Garuhure) 

グリパチ～パチンコ＆パチスロ（スロット）ゲームアプリ～(Android: net.gree.android.pf.greeapp3358) 

Titans Mobile(Android: com.titansmobile.gree) 

ボクらのポケットダンジョン 2(Android: com.synphonie.pdgn2) 

二戦 IKUSA(Android: com.wistone.war2victory.greejp) 
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戦国フロンティア [無料本格カードバトル RPGゲーム](Android: jp.drecom.sg.sengokugree) 

任侠道 覚醒-極道オンラインカードバトルゲーム RPG-グリー(Android: net.gree.android.pf.greeapp57828) 

ビーストバトルクロニクルゼロ-オンラインカードゲーム-グリー(Android: 

net.gree.android.pf.greeapp46359a) 

将棋オンライン for GREE(Android: jp.co.dreamonline.shogionline_gree) 

ビックリマン：ダウンロード無料のカードバトル RPG (Android: net.gree.android.pf.greeapp1264a) 

ペルソナ 4 ザ・カードバトル‐オンライン RPG by グリー(Android: net.gree.android.pf.greeapp57585a) 

Gunners Union(Android: net.gree.android.pf.greeapp57202a) 

SCARESOUL(Android: net.gree.android.pf.greeapp57201a) 

Haypi Kingdom for GREE(Android: net.gree.android.pf.greeapp57664a) 

Xamalga(Android: org.openformfoundation.xamalga) 

戦国キングダム【戦国カードゲームバトル】GREE(グリー)(Android: net.gree.android.pf.greeapp943a) 

カラス花火 for GREE(Android: com.trisys.hanabi_gree) 

パンダ麻雀 for GREE(Android: com.trisys.panda_GREE) 

真・三國無双 SLASH(Android: net.gree.android.pf.greeapp57503a) 

AKB48ステージファイター(公式)AKB48のカードゲーム(Android: jp.gree.android.pf.greeapp1604) 

アスガルズファンタジー for GREE(Android: com.mtrust.asgardfantasy.gree) 

OBall(Android: com.vlifect.oball) 

Rise of Olympia(Android: com.hoolai.sanguoen) 

Destroy Gunners ZZ(Android: net.gree.android.pf.greeapp58559a) 

ネプテューヌコレクション(Android: net.gree.android.pf.greeapp57531a) 

神魔戦記ブレード＆カオス(Android: net.gree.android.pf.greeapp59013a) 

にゃんことあそぼ 不思議の森のにゃんこたち(Android: com.crew.nyanko) 

ドラゴンコレクション 人気のモンスター育成カードバトルRPG(Android: net.gree.android.pf.greeapp1a) 

モンスターハンター マッシヴハンティング(Android: net.gree.android.pf.greeapp57563a) 

ゼッタイスター for GREE(Android: jp.co.granks.zettaistar) 

LORD of SOULS(Android: net.gree.android.pf.greeapp57203a) 

すばらしきこのせかい -LIVE Remix-(Android: jp.gree.android.pf.greeapp57459) 

Texas Poker(Android: com.kamagames.pokeristgree) 

不思議の森の雑貨屋さん(Android: jp.commseed.gree.zakka) 

ドリームクラブ ホストガールコレクション!(Android: net.gree.android.pf.greeapp59605a) 

モンスターズ・インク ワールド 【街作りゲーム】(Android: jp.gree.android.pf.greeapp54783) 

フーフーの大冒険(Android: com.greegame.slime) 

古墳探検(Android: com.greegame.tomb) 

三国 TD(Android: com.wsw.jp.gm.ArrowDefense) 

細菌破壊(Android: com.greegame.pillstyle) 

NARUTO-ナルト- 忍マスターズ【公式】(Android: jp.gree.android.pf.greeapp55166) 

赤壁血戦 III(Android: com.wsw.jp.gm.sanguo.chibiwar3) 

三国 TD：守衛者の信条(Android: com.wsw.jp.gm.sanguo.defenderscreed) 

仮想野球(Android: jp.co.gree.android.app.vpb) 
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Allianz Riviera Le Jeu(Android: fr.allianz.riviera.le.jeu) 

助けて！アニマル戦隊(Android: net.gree.android.pf.greeapp59814a) 

THE DARK FANTASY(Android: net.gree.android.pf.greeapp57668a) 

ラブセン～V6とヒミツの恋～(Android: net.gree.android.pf.greeapp60154a) 

ベルセルク～快進撃！怒涛の傭兵団～(Android: biz.fields.berserksns) 

わんわんワールド for GREE(Android: com.DK.DogRun) 

バーベキューの王者(Android: org.cocos2dx.BBQ) 

麻雀たぬ for GREE(Android: jp.tanugoten.sp.gree.mjtanu) 

ｶﾞﾝﾀﾞﾑﾏｽﾀｰｽﾞ(Android: net.gree.android.pf.greeapp2676a) 
 
 
 認定対象 ： 魔法の i らんど 

運営事業者名 ： 
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー･メディアワークス ブラン
ドカンパニー 

[認定範囲のアプリケーション] 1本 
スマホ小説 魔法の iらんど(Android: jp.maho.app.v1.book.shiori) 

 
 
 認定対象 ： 大集合 NEO 
運営事業者名 ： 株式会社オープンドア 

[認定範囲のアプリケーション] 1本 
大集合NEO(Android: jp.dsneo.sp) 

 
 
 認定対象 ： Mobage 
運営事業者名 ： 株式会社ディー・エヌ・エー 

[認定範囲のアプリケーション] 225本 
[モバ７]2027(Android: jp.mbga.a12008883.lite) 

[モバ７]2027(Android: jp.mbga.a12008883) 

[モバ７]BLACK LAGOON ﾊﾟﾁｽﾛ(Android: jp.mbga.a12010812.lite) 

[モバ７]BLACK LAGOON ﾊﾟﾁｽﾛ(Android: jp.mbga.a12010812) 

[モバ７]CR天才バカボン(Android: jp.mbga.a12010132.lite) 

[モバ７]CR天才バカボン(Android: jp.mbga.a12010132) 

[モバ７]ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾝｺﾞ(Android: jp.mbga.a12008354.lite) 

[モバ７]ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾝｺﾞ(Android: jp.mbga.a12008354) 

[モバ７]スカイラブ２(Android: jp.mbga.a12008561.lite) 

[モバ７]スカイラブ２(Android: jp.mbga.a12008561) 

[モバ７]巨人の星 (Android: jp.mbga.a12008884.lite) 

[モバ７]巨人の星 (Android: jp.mbga.a12008884) 

100万人のNINJA GAIDEN(Android: jp.mbga.a12007078.lite) 



4 
 

100万人のNINJA GAIDEN(Android: jp.mbga.a12007078) 

プロ野球 2014速報/ニュース/成績のベースタ DATA(Android: jp.mbga.a12010932.lite) 

BASEBALL STADIUM DATA(Android: jp.mbga.a12010932) 

サッカー2014速報/ニュース/成績の「サカスタ DATA」(Android: jp.mbga.a12011699.lite) 

SOCCER STADIUM DATA(Android: jp.mbga.a12011699) 

Vegas Strip City(Android: jp.mbga.a12005920.lite) 

Vegas Strip City(Android: jp.mbga.a12005920) 

WORDDICT!(Android: jp.mbga.a12005991.lite) 

WORDDICT!(Android: jp.mbga.a12005991) 

怒り卵(Android: jp.mbga.g422002) 

エルフディフェンス(Android: jp.mbga.a12008920.lite) 

エルフディフェンス(Android: jp.mbga.a12008920) 

お助けチュー！(Android: jp.mbga.g422003) 

カジノスロット[本格カジノゲーム](Android: jp.mbga.g420207) 

クレーンゲーム(Android: jp.mbga.g420503) 

クロスワード(Android: jp.mbga.g421601) 

コインパーティー[本格コイン落としゲーム](Android: jp.mbga.g420504) 

ザ・デップショー for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g607038) 

サバイバルOXクイズ(Android: jp.mbga.a12009178.lite) 

サバイバルOXクイズ(Android: jp.mbga.a12009178) 

スピード[本格トランプゲーム](Android: jp.mbga.g420501) 

スマッシュスライム for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g430102) 

タックル入部祭 for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g607568) 

脱出ゲーム(Android: jp.mbga.g420903) 

タッチでラブ診断(Android: jp.mbga.g440602) 

デップ大サーカス for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g607069) 

ドリ子ドリーム for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g607552) 

ナンバープレイス（ナンプレ）(Android: jp.mbga.g421002) 

パズル バルーンハント(Android: jp.mbga.g420303) 

バディモンスター(Android: jp.mbga.a12008658.lite) 

バディモンスター(Android: jp.mbga.a12008658) 

花札[本格こいこい対局](Android: jp.mbga.g420202) 

ハローキティくるキャラ雑貨店(Android: jp.mbga.a12006159.lite) 

ハローキティくるキャラ雑貨店(Android: jp.mbga.a12006159) 

ぱんだ リバーシ(Android: jp.mbga.g420702) 

ピクチャーロジック(Android: jp.mbga.g421001) 

ブラックジャック[本格カジノゲーム](Android: jp.mbga.g420206) 

ブロック崩し(Android: jp.mbga.g420302) 

ポーカー[本格カジノゲーム](Android: jp.mbga.g420205) 

まいにち！スピード英単語 for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g430804) 
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まいにち☆誕生日占い for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g430803) 

もぐらたたき(Android: jp.mbga.g420901) 

モバ７(Android: jp.mbga.a12007414.lite) 

モバ７(Android: jp.mbga.a12007414) 

もやしもんガチャガチャ(Android: jp.mbga.a12003489.lite) 

もやしもんガチャガチャ(Android: jp.mbga.a12003489) 

リバーシ[本格ボードゲーム](Android: jp.mbga.g420301) 

ロックオンシューター for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g430101) 

わくわく☆どうぶつ診断 for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g430802) 

学校アソボーヤ for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g607565) 

逆襲のファンタジカ(Android: jp.mbga.a12007722.lite) 

逆襲のファンタジカ(Android: jp.mbga.a12007722) 

激突!!ワイルドドライブ(Android: jp.mbga.a12009435.lite) 

激突!!ワイルドドライブ(Android: jp.mbga.a12009435) 

五目並べ[本格ボードゲーム](Android: jp.mbga.g420304) 

将棋[本格ボードゲーム](Android: jp.mbga.g420305) 

神魔×継承!ラグナブレイク(Android: jp.mbga.a12008490.lite) 

神魔×継承!ラグナブレイク(Android: jp.mbga.a12008490) 

戦国パズル!!あにまる大合戦(Android: jp.mbga.a12010716.lite) 

戦国パズル!!あにまる大合戦(Android: jp.mbga.a12010716) 

脱出！じいちゃん(Android: jp.mbga.g422001) 

二角取り四川省(Android: jp.mbga.g420902) 

日本料亭長リチャード for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g607083) 

浮気カメラ（浮気診断アプリ）(Android: jp.co.plusd.UwakiDoCheck) 

萌えっ！大富豪(Android: jp.mbga.g420703) 

麻雀[本格４人打ち麻雀](Android: jp.mbga.g420204) 

夢バスケ for Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.g607507) 

Mobage（モバゲー）(Android: jp.mbga.portal) 

Mobage（モバゲー） Lite(Android: jp.mbga.portal.lite) 

[モバ７] ﾊﾟﾁｽﾛ ｴｳﾞｧ 約束の時(Android: jp.mbga.a12011352.lite) 

[モバ７] ﾊﾟﾁｽﾛ ｴｳﾞｧ 約束の時(Android: jp.mbga.a12011352) 

モンテズマの宝 2(Android: jp.mbga.a12005357.lite) 

モンテズマの宝 2(Android: jp.mbga.a12005357) 

戦国コレクション byKONAMI(Android: jp.mbga.a12004449.lite) 

戦国コレクション(Android: jp.mbga.a12004449) 

武神大戦!(Android: jp.mbga.a12012259.lite) 

武神大戦!(Android: jp.mbga.a12012259) 

アクア・パラダイス(Android: jp.mbga.a12006540.lite) 

アクア・パラダイス(Android: jp.mbga.a12006540) 

[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ 花の慶次(Android: jp.mbga.a12011738.lite) 
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[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ 花の慶次(Android: jp.mbga.a12011738) 

ネココレ(Android: jp.mbga.a12010970.lite) 

ネココレ(Android: jp.mbga.a12010970) 

学園ﾊﾝｻﾑ for Mobage(Android: jp.mbga.a12011368.lite) 

学園ﾊﾝｻﾑ for Mobage(Android: jp.mbga.a12011368) 

神戦キュリエール(Android: jp.mbga.a12011986.lite) 

神戦キュリエール(Android: jp.mbga.a12011986) 

わんにゃんタッチ(Android: jp.mbga.a12012719.lite) 

姫奪!ダンジョンズロード(Android: jp.mbga.a12010490.lite) 

姫奪!ダンジョンズロード(Android: jp.mbga.a12010490) 

マビノギソーシャル(Android: jp.mbga.a12012559.lite) 

マビノギソーシャル(Android: jp.mbga.a12012559) 

Blood Brothers(Android: jp.mbga.a12012945.lite) 

Blood Brothers(Android: jp.mbga.a12012945) 

伝説のまもりびと２(Android: jp.mbga.a12008042.lite) 

伝説のまもりびと２(Android: jp.mbga.a12008042) 

エージェント 7(Android: jp.mbga.a12013249.lite) 

エージェント 7(Android: jp.mbga.a12013249) 

脱出！あにまる探偵[脱出ゲーム](Android: jp.mbga.a12012720.lite) 

キャプテン翼モバイル(Android: jp.mbga.a12006605.lite) 

キャプテン翼モバイル(Android: jp.mbga.a12006605) 

[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ めんそーれ-30(Android: jp.mbga.a12013079.lite) 

[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ めんそーれ-30(Android: jp.mbga.a12013079) 

戦国 BASARA ｶｰﾄﾞﾋｰﾛｰｽﾞ･祭(Android: jp.mbga.a12010023.lite) 

戦国 BASARA ｶｰﾄﾞﾋｰﾛｰｽﾞ･祭(Android: jp.mbga.a12010023) 

戦国武将姫-MURAMASA-(Android: jp.mbga.a12009509.lite) 

戦国武将姫-MURAMASA-(Android: jp.mbga.a12009509) 

超嫁大戦(Android: jp.mbga.a12009001.lite) 

超嫁大戦(Android: jp.mbga.a12009001) 

ひぐらしうみねこカードバトル (Android: jp.mbga.a12005052.lite) 

ひぐらしうみねこカードバトル (Android: jp.mbga.a12005052) 

ビーナスアカデミー(Android: jp.mbga.a12009011.lite) 

ビーナスアカデミー(Android: jp.mbga.a12009011) 

[モバ 7]ﾊﾟﾁｽﾛ ｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｯｸ(Android: jp.mbga.a12013302) 

[モバ 7]ﾊﾟﾁｽﾛ ｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｯｸ(Android: jp.mbga.a12013302.lite) 

這いよれ!ニャル子さん ｻﾞ･ｶｵｽ(Android: jp.mbga.a12011246) 

這いよれ!ニャル子さん ｻﾞ･ｶｵｽ(Android: jp.mbga.a12011246.lite) 

[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ 麻雀物語(Android: jp.mbga.a12013109) 

[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ 麻雀物語(Android: jp.mbga.a12013109.lite) 

神撃のバハムート(Android: jp.mbga.a12007160) 
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神撃のバハムート(Android: jp.mbga.a12007160.lite) 

[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) 

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) 

[モバ７]ﾊﾟﾁﾝｺ CR海物語 IN沖縄 2(Android: jp.mbga.a12013493) 

[モバ７]ﾊﾟﾁﾝｺ CR海物語 IN沖縄 2(Android: jp.mbga.a12013493.lite) 

王様ゲーム‐共闘‐(Android: jp.mbga.a12013148) 

王様ゲーム‐共闘‐(Android: jp.mbga.a12013148.lite) 

[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ(Android: jp.mbga.a12013124) 

[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ(Android: jp.mbga.a12013124.lite) 

ことば deバトルン(Android: jp.mbga.a12010700) 

ｱﾙｶﾅ･ﾌｧﾐﾘｱ ｺﾚﾂｨｵｰﾈ(Android: jp.mbga.a12010829) 

ｱﾙｶﾅ･ﾌｧﾐﾘｱ ｺﾚﾂｨｵｰﾈ(Android: jp.mbga.a12010829.lite) 

[モバ 7]ﾊﾟﾁｽﾛ攻殻機動隊 S.A.C.(Android: jp.mbga.a12014366) 

[モバ 7]ﾊﾟﾁｽﾛ攻殻機動隊 S.A.C.(Android: jp.mbga.a12014366.lite) 

ことば deバトルン(Android: jp.mbga.a12010700.lite) 

D.O.T.（ドット）(Android: jp.mbga.a12014898) 

D.O.T.（ドット）(Android: jp.mbga.a12014898.lite) 

タッチ＆モンスターズ(Android: jp.mbga.a12014813) 

タッチ＆モンスターズ(Android: jp.mbga.a12014813.lite) 

ガンダムカードコレクション(Android: jp.mbga.a11000022.lite) 

ガンダムカードコレクション(Android: jp.mbga.a11000022) 

FINAL FANTASY BRIGADE(Android: jp.mbga.a11000023.lite) 

FINAL FANTASY BRIGADE(Android: jp.mbga.a11000023) 

[モバ７]ﾊﾟﾁﾝｺ ザ・トキオ(Android: jp.mbga.a12014154.lite) 

[モバ７]ﾊﾟﾁﾝｺ ザ・トキオ(Android: jp.mbga.a12014154) 

絶対純真プリンセス(Android: jp.mbga.a12013041.lite) 

絶対純真プリンセス(Android: jp.mbga.a12013041) 

[モバ 7]CR北斗の拳 5 覇者(Android: jp.mbga.a12015039.lite) 

[モバ 7]CR北斗の拳 5 覇者(Android: jp.mbga.a12015039) 

[モバ 7]ﾊﾟﾁｽﾛ北斗の拳転生の章(Android: jp.mbga.a12015273.lite) 

[モバ 7]ﾊﾟﾁｽﾛ北斗の拳転生の章(Android: jp.mbga.a12015273) 

異種格闘技 IN JAPAN(Android: jp.mbga.a12015763.lite) 

異種格闘技 IN JAPAN(Android: jp.mbga.a12015763) 

[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ夢夢ワールドDX(Android: jp.mbga.a12014741.lite) 

[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ夢夢ワールドDX(Android: jp.mbga.a12014741) 

ドラゴンエクリプス(Android: jp.mbga.a12013690) 

ドラゴンエクリプス(Android: jp.mbga.a12013690.lite) 

ソリティア BATTLE KING(Android: jp.mbga.a12014676) 
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ソリティア BATTLE KING(Android: jp.mbga.a12014676.lite) 

マジック＆カノン(Android: jp.mbga.a12015172) 

マジック＆カノン(Android: jp.mbga.a12015172.lite) 

[モバ 7]ﾊﾟﾁﾝｺ CR南国育ち in沖縄(Android: jp.mbga.a12015633) 

[モバ 7]ﾊﾟﾁﾝｺ CR南国育ち in沖縄(Android: jp.mbga.a12015633.lite) 

ひぐらしうみねこｶｰﾄﾞﾊﾞﾄﾙ 陣(Android: jp.mbga.a12012827) 

ひぐらしうみねこｶｰﾄﾞﾊﾞﾄﾙ 陣(Android: jp.mbga.a12012827.lite) 

[モバ７]パチンコ大賞(Android: jp.mbga.a12014564) 

[モバ７]パチンコ大賞(Android: jp.mbga.a12014564.lite) 

対戦！パズル＆マジック(Android: jp.mbga.a12016389.lite) 

にゃんこ大暴走(Android: jp.mbga.a12016417.lite) 

ｱﾝｸﾞﾘｰ吉田くんとﾊﾝｸﾞﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ(Android: jp.mbga.a12016416.lite) 

100万人の信長の野望(Android: jp.mbga.a12007002) 

100万人の信長の野望(Android: jp.mbga.a12007002.lite) 

Mobage Chat(Android: jp.mbga.a12013467.lite) 

三国志ロワイヤル(Android: jp.mbga.a12016004) 

三国志ロワイヤル(Android: jp.mbga.a12016004.lite) 

トカチェフ(Android: jp.mbga.a12016055) 

トカチェフ(Android: jp.mbga.a12016055.lite) 

パズ億 ～世界一周編～(Android: jp.mbga.a12015865.lite) 

豚、空を飛ぶ(Android: jp.mbga.a12016805.lite) 

ナイツオブガールズ(Android: jp.mbga.a12016768) 

ナイツオブガールズ(Android: jp.mbga.a12016768.lite) 

ディズニーエージェントボール(Android: jp.mbga.a12015534) 

ディズニーエージェントボール(Android: jp.mbga.a12015534.lite) 

もっとマッチに火をつけろ(Android: jp.mbga.a12016225.lite) 

Tower of Odin(Android: jp.mbga.a12016795) 

Tower of Odin(Android: jp.mbga.a12016795.lite) 

進撃の巨人 -自由への咆哮-(Android: jp.mbga.a12016412) 

進撃の巨人 -自由への咆哮-(Android: jp.mbga.a12016412.lite) 

モモンフライト(Android: jp.mbga.a12016471.lite) 

そうるん(Android: jp.mbga.a12016374) 

そうるん(Android: jp.mbga.a12016374.lite) 

エヴァンゲリオン -魂のｶﾀﾙｼｽ-(Android: jp.mbga.a12016393) 

エヴァンゲリオン -魂のｶﾀﾙｼｽ-(Android: jp.mbga.a12016393.lite) 

Battle of God(Android: jp.mbga.a12016804) 

Battle of God(Android: jp.mbga.a12016804.lite) 

豆しばパズル(Android: jp.mbga.a12016591.lite) 

栄冠へのキセキ(Android: jp.mbga.a12013256) 

栄冠へのキセキ(Android: jp.mbga.a12013256.lite) 
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マシマシ∞チョモランマ(Android: jp.mbga.a12018218.lite) 

フライングデブリーズ(Android: jp.mbga.a12018653) 

デート･ア･ライブ(Android: jp.mbga.a12015086.lite) 

デート･ア･ライブ(Android: jp.mbga.a12015086) 

土下座パラダイス(Android: jp.mbga.a12018471.lite) 

カリカリタッパーのやぼう(Android: jp.mbga.a12018223.lite) 

ももじりぞくの ぷるるんﾊﾞﾙｰﾝ(Android: jp.mbga.a12017323.lite) 

ウチパズ(Android: jp.mbga.a12018652) 

ウチの騎士団長はどうやら、パズル感覚で戦闘指揮しているらしい(Android: jp.mbga.a12018652.lite) 

フライングデブリーズ(Android: jp.mbga.a12018653.lite) 

和風パズル RPG 妖刀あらしとふぶき(Android: jp.mbga.a12016788.lite) 

ベイビーラッシュ（Android: jp.mbga.a12017233.lite） 
 
 
 認定対象 ： ハンゲーム 
運営事業者名 ： NHN PlayArt株式会社 

 
 
 認定対象 ： ヤプログ！ 
運営事業者名 ： GMOメディア株式会社 

[認定範囲のアプリケーション] 2本 
ヤプログ！(Android: jp.gmom.yaplog) 

ヤプログ！(iPhone: 705029644) 
 
 
 認定対象 ： ニコニコ動画モバイル 
運営事業者名 ： 株式会社ドワンゴ、株式会社ニワンゴ 

 
 
 認定対象 ： mobion 
運営事業者名 ： 株式会社ＧＮＴ 

 
 
 認定対象 ： Ameba 
運営事業者名 ： 株式会社サイバーエージェント 

[認定範囲のアプリケーション]6本 
Candy by Ameba(Android: jp.ameba.candy) 

女のコのリアル恋バナ Palette by Candy(Android: jp.ameba.palette) 

Candy 女の子のためのスマホアプリ by Ameba(iPhone: 509468404) 
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女のコのリアル恋バナ Palette by Candy(iPhone: 609434613) 

盛りカワメイク×自撮り研究会 メイクme by Candy(Android: jp.co.cyberagent.meikume) 

盛りメイク×自撮り研究会 メイクme by Candy(iPhone: 554031746) 
 
 
 認定対象 ： エレメンタルナイツオンライン 
運営事業者名 ： 株式会社ウインライト 

 
 
 認定対象 ： SCHOOL OF LOCK！ 
運営事業者名 ： 株式会社エフエム東京、ジグノシステムジャパン株式会社 

[認定範囲のアプリケーション] 2本 
SCHOOL OF LOCK!(Android: com.tfm.sol) 

TOKYO FM&38stations SCHOOL OF LOCK!(iPhone: 473135888) 
 
 
 認定対象 ： ラルーン 
運営事業者名 ： 株式会社エイチーム 

 
 
 認定対象 ： entag! 
運営事業者名 ： 株式会社エムティーアイ 

 
 
 認定対象 ： ダイエットクラブ 
運営事業者名 ： 株式会社イード 

 
 
 認定対象 ： Ｅ★エブリスタ 
運営事業者名 ： 株式会社エブリスタ 

[認定範囲のアプリケーション] 2本 
小説・コミック E★エブリスタ(Android: jp.everystar.android.estarap1) 

書籍・コミック E・エブリスタ(iPhone: 468596070) 
 
 
 認定対象 ： ピクトリンク 
運営事業者名 ： フリュー株式会社 

[認定範囲のアプリケーション] 5本 
ピクトリンク(Android: jp.furyu.pictlink) 
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CAMELY～写真加工・カメラ・SNS～(Android: jp.furyu.camely) 

RUMOR fashion - リアルコーディネートアプリ(Android: jp.furyu.RUMORfashion) 

ピクトリンク(iPhone: 446747531) 

RUMOR fashion－ファッション・コーディネート投稿共有サイト(iPhone: 528247115) 
 
 
 認定対象 ： GAL’s POP 
運営事業者名 ： 株式会社角川春樹事務所 

 
 
 認定対象 ： プリキャン革命！プリ画像 
運営事業者名 ： GMOメディア株式会社 

[認定範囲のアプリケーション] 2本 
プリ画像(Android: jp.gmomedia.android.prcm) 

プリ画像(iPhone: 447339142) 
 
 
 認定対象 ： dゲーム 
運営事業者名 ： 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

 
以上 

 
※「認定範囲のアプリケーション」では、アプリケーションの名称と、括弧内に提供 OS 
およ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。 

 




