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2015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 
 

2015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」）が実施している、「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」）」において、2015年 6月 30日現
在、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。 
 
本認定制度は、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。 
 
【認定Webサイト及び運営事業者一覧】 17サイト 
【認定アプリケーション】 194本  
（Android向け：181本、iPhone向け：12本、Windows Phone向け：1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 
【2015年認定】 
ゴールスタート 株式会社スプリックス 2本 
LINE LINE株式会社 3本 
ラルーン 株式会社エイチーム 2本 
【2014年以前の認定】 
GREE グリー株式会社 49本 
魔法の i らんど 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1本 
Mobage 株式会社ディー・エヌ・エー 117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  
Ameba 株式会社サイバーエージェント  
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 
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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  
ピクトリンク フリュー株式会社 2本 
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 NTTドコモ 10本 
Studyplus スタディプラス株式会社 2本 

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/2015/0701_02.pdf 
 
【別紙2】2015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 
http://www.ema.or.jp/press/2015/0701_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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2015 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 

 
【2015年認定】 
 
 認定対象 ： ゴールスタート 
運営事業者名 ： 株式会社スプリックス 

[認定範囲のアプリケーション] 2本 
中高生限定アバターSNS:ゴールスタート（ゴルスタ） (Android:jp.goalstart.sns.webview) 

中高生限定 SNS:ゴルスタ（ゴールスタート） (iPhone:966093623) 

 
 
 認定対象 ： LINE 
運営事業者名 ： LINE株式会社 

[認定範囲のアプリケーション] 3本 
LINE (Android:jp.naver.line.android) 

LINE (Windows Phone:a18daaa9-9a1c-4064-91dd-794644cd88e7) 

LINE@ (Android:com.linecorp.lineat.android) 

 
 
 認定対象 ： ラルーン 
運営事業者名 ： 株式会社エイチーム 

[認定範囲のアプリケーション] 2本 
無料の生理日・排卵日予測【ラルーン】妊娠・恋愛・ダイエットも (Android:jp.lalu.android) 

ラルーン [無料]生理日・排卵日の予測から生理・妊娠の相談まで (iPhone:479838529) 
 
 
【2014年以前の認定】 
 
 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] 49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) 

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) 
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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) 

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

マリン Zoo (Android:althi.MarineZoo) 

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

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) 

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) 

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) 

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) 

OBall (Android:com.vlifect.oball) 

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) 

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

Texas Poker (Android:com.kamagames.pokeristgree) 

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) 

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) 

Allianz Riviera Le Jeu (Android:fr.allianz.riviera.le.jeu) 

ダークファンタジー (Android:net.gree.android.pf.greeapp57668a) 

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

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) 
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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) 

アイドルマスター ミリオンライブ！ (Android:net.gree.android.pf.greeapp58737a) 
 
 
 認定対象 ： 魔法の i らんど 
運営事業者名 ： 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

[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 ： 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] 117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]パチンコ 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]パチスロ スーパービンゴ (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]パチスロ スカイラブ２ (Android:jp.mbga.a12008561.lite) 

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

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

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) 

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) 

[モバ７]パチンコ&パチスロ（スロット）ゲームアプリ (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) 

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) 

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

戦国パズル!!あにまる大合戦[ふなっしー登場!!] (Android:jp.mbga.a12010716.lite) 

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

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

Mobage（モバゲー） (Android:jp.mbga.portal.lite) 
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[モバ７]パチスロ エヴァ 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) 

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

武神大戦!【村育成・戦略シミュレーション RPG】 (Android:jp.mbga.a12012259.lite) 

武神大戦! (Android:jp.mbga.a12012259) 

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

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

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

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

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

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

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

[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) 

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

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

[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]パチスロ スーパーブラックジャック (Android:jp.mbga.a12013302.lite) 

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

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

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]パチンコ CR海物語 IN沖縄 2 (Android:jp.mbga.a12013493.lite) 

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

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

[モバ７]パチスロ 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) 

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

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

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

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]パチンコ 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) 
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[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]パ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) 

[モバ７]パ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) 

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

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 (RPG) (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]パチンコ 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) 

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-みんなのサンロワ (Android:jp.mbga.a12016004.lite) 

パズ億～爽快パズルゲーム (Android:jp.mbga.a12015865.lite) 

もっとマッチに火をつけろ (Android:jp.mbga.a12016225.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- [公式] (Android:jp.mbga.a12016412.lite) 

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

栄冠へのキセキ (Android:jp.mbga.a12013256.lite) 

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) 

土下座パラダイス（ドゲパラ） (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) 

ディズニーインフィニティ バトル オブ トイ・マスター (Android:jp.mbga.a12017605.lite) 

スペース・ゴー・ラウンド (Android:jp.mbga.a12017904.lite) 

にゃんパズル (Android:jp.mbga.a12018518.lite) 



6 
 

FINAL FANTASY Record Keeper (Android:jp.mbga.a12019103.lite) 

Doki!Doki!デブリーズパズル (Android:jp.mbga.a12020022.lite) 

ガブ×2 アドベンチャー【ガブアド】 (Android:jp.mbga.a12017439.lite) 

ガブ×2 アドベンチャー (Android:jp.mbga.a12017439) 

JKヴァンパイア～運命のフェスタ～ (Android:jp.mbga.a12019550.lite) 

JKヴァンパイア (Android:jp.mbga.a12019550) 

七つの大罪 ポケットの中の騎士団 (Android:jp.mbga.a12020558.lite) 

七つの大罪 ﾎﾟｹｯﾄの中の騎士団 (Android:jp.mbga.a12020558) 

パズル戦隊デナレンジャー (Android:jp.mbga.a12019106.lite) 

キングダム -英雄の系譜- (Android:jp.mbga.a12020716.lite) 

キングダム-英雄の系譜- (Android:jp.mbga.a12020716) 

 
 
 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 
かわいくデコれるブログはヤプログ！ (Android:jp.gmom.yaplog) 

ヤプログ！byGMO かんたん＆かわいい日記・ブログ (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 ： Ameba 
運営事業者名 ： 株式会社サイバーエージェント 

 
 
 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) 
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 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 ： 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] 2本 
ピクトリンク - フリューのプリ画取得アプリ (iPhone:446747531) 

ピクトリンク - フリューのプリ画取得アプリ (Android:jp.furyu.pictlink) 
 
 
 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 - 壁紙・待受も探せる画像コミュニティ (iPhone:447339142) 

かわいい待ち受け壁紙素材フリー画像集「プリ画像」byGMO (Android:jp.gmomedia.android.prcm)   
 
 
 認定対象 ： dゲーム 
運営事業者名 ： 株式会社 NTTドコモ 

[認定範囲のアプリケーション] 10本 
マジカルフリック (iPhone:923889560) 

マジカルフリック (Android:com.nttdocomo.mb.game.edia.magicalflick) 

ドラゴンリバーシ (iPhone:934277898) 

ドラゴンリバーシ (Android:com.nttdocomo.mb.game.inis.dragonreversi) 

クレーン＆モンスターズ (iPhone:952647574) 

クレーン＆モンスターズ (Android:com.nttdocomo.mb.game.matrixsoft.cranemon) 

未来家系図 つぐme (iPhone:948097077) 

未来家系図 つぐme (Android:com.nttdocomo.mb.game.playnext.tugume) 

リリーと魔神の物語 (iPhone:958788699) 

リリーと魔神の物語 (Android:com.nttdocomo.mb.game.gulti.lily) 
 
 
 認定対象 ： Studyplus 
運営事業者名 ： スタディプラス株式会社 
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[認定範囲のアプリケーション] 2本 
勉強のやる気が出る！「Studyplus」学習管理ができる無料アプリ (iPhone:505410049) 

勉強の記録で習慣化 Studyplus 大学受験に最適！ (Android:jp.studyplus.android.app)) 
 
 

※「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。 

 
以上 




