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超人気携帯ゲーム「チャリ走」ソーシャル版 

「チャリ走～シャル」が 1 ヵ月で会員数 30 万人を突破！ 
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１、携帯電話世代に絶大な人気を誇るチャリ走®・チャリ走®シリーズとは？ 

自転車 (チャリ)が山や崖をひたすらジャンプで乗り越え走り続けるワンキー型のゲーム

です。ドコモ対応の i アプリ、ソフトバンク対応の S!アプリや

au対応のBREWアプリといった携帯電話アプリとして配信さ

れています。また最近は、3 キャリア対応の Flash 版、iPhone

や Android といったスマートフォン版、ソーシャルゲームとし

ても配信しています。 

 

 

 

2007 年に発表された初代「チャリ走®」が大ヒットし、その後シリーズ化され現在では

約 13 作品（※１）が配信されています。リリースから約 4 年で国内での累計ダウ

ンロード数が 1,500 万を突破し、携帯電話アプリとしては最大規模のヒットを誇る

人気作品となっております。 

 

2007 年に大学生のアプリ・クリエイター「護美童子」こと星野裕太氏(右写真)

がアプリ★ゲットに「チャリ走®」を投稿し発表。同年、続編「チャリ走® 2nd」

を発表し、高校生を中心に話題になりました。その後同年夏には、スパイシーソ

フトが発行する携帯電話アプリゲーム専門隔月刊誌「アプリ★ゲット®」誌上の

ユーザコラボレーション企画から生まれた「チャリ走® 全国一周」をもとに、

ドコモ公式サイト「アプリ★ゲット®ＤＸ」にて商用配信をスタートしました。 

 

その後、星野氏は 2009 年に「株式会社 LIRENEO SOFT」を設立し代表取締役に就任、

新しいスタイルのプロフェッショナルゲームクリエイターとして日本の携帯ゲーム業界で

活躍しております。 

(※１)チャリ走®2nd、チャリ走®全国一周、チャリ走®世界一周、チャリ走®GP、チャリ走®の達人、

チャリ走® Flash版、チャリ走® for iPhone、チャリ走® 2nd for iPhone、チャリ走® for Android、

チャリ走® サバイバル、チャリ走® ZERO、チャリ走®～シャル、チャリ走® ケツメイシコラボ版 

 

▲ 初代「チャリ走」ゲーム画面 

このシンプルさに夢中になる！ 
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２、チャリ走のこれまでの業績 

 2007 年には、au 携帯電話向けのオープンアプリ版「チャリ走®」が、オープンアプリゲ

ームコンテスト for au® Java™ on BREW®にて、最優秀賞を受賞。 

 同年、アプリ・オブ・ザ・イヤー 2007 ドコモクリエイターアプリ部門、auクリエイタ

ーアプリ部門の両部門にて最優秀賞をダブル受賞。 

 2007 年～2008 年にかけて、ドコモ発表の月間ランキングで１位を 4 回（4 か月連

続）獲得。 

 女子高生対象としたマーケティング会社発表のギャルに受けるゲームランキングで 4位。 

 2010年、iPhone版チャリ走®が米国ランキング無料アプリカテゴリ全体で 4位。 

 2010年、iPhone版チャリ走®が、無料レースカテゴリで世界 44 ヵ国のランキングで

1 位。 

 2010 年、人気アーティスト「ケツメイシ」とコラボしたチャリ走®「チャリ走×ケツメ

イシ」リリース。 

 

▼今までリリースされた作品の画像 

チャリ走® 

  

チャリ走®2nd 
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チャリ走®全国一周 

 

 

 

 

チャリ走®世界一周 

 

 

 

 

チャリ走®GP 
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チャリ走®の達人 

 

 

 

チャリ走® サバイバル 

 

 

 

チャリ走® ZERO 
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チャリ走® for iPhone 

   

チャリ走® 2nd for iPhone 
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３、スパイシーソフトによる個人ゲームクリエイターのプロデュース＆サポート 

スパイシーソフトは、誰もが自由に創作物を発表できるユーザー投稿型プラットフォー

ム(CGM:コンシューマー・ジェネレイティッド・メディア)を通じて、個人ゲームクリエイ

ターやマンガ作家が創作したゲームやマンガを日本中のユーザー・読者にお届けすること

で、日本の文化の発展およびコンテンツ産業のグローバルな競争力を高め、日本経済に貢

献することを目指しております。 

昨今ソーシャルゲーム等でゲーム市場は盛り上がっておりますが、私たちは、ここにあ

る本質的な問題が潜んでいると考えております。特にソーシャルゲームのようにゲームの

制作が「組織化」「ビジネス化」してしまうと、確実にヒットしそうな、どこかで見たこと

があるタイトルや続編タイトルばかりの開発になってしまいます。 

「ビジネス」としてはひとつの正解であると思っておりますが、これでは斬新で新規性

があるコンテンツの企画・開発が減り、コンテンツ産業が先細りになっていく懸念がある

と考えております。 

この懸念に対し、私たちは、「マンガ家とマンガ編集者」の関係を参考に、ゲームクリエ

イターが小さなリスクで様々な冒険ができるように、個人でも活動可能な環境を整備し、

一方で「商用化」にともない必要となるマーケティング・プロモーション・ディストリビ

ューターとの窓口・ユーザサポート等の業務や「続編展開」「コラボ」等の「商品化計画」

をスパイシーソフトが責任持って請け負うことで、「斬新さや新規性」と「ビジネスとして

の収益」の両立を実現しています・ 

 

現在では、チャリ走®シリーズの「LIRENEO SOFT」だけではなく、「糸通し®」等で有

名な「satoo」氏等、数名の個人ゲームクリエイターをプロデュース・サポートしておりま

す。以後も、多くのクリエータを発掘・プロデュース・サポートし、より魅力的なゲーム

を産み出すことで、日本のゲーム業界を盛り上げてまいります。 
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４、老舗ゲームメディア＆個人クリエータのゲーム投稿メディア「アプリ★ゲット」とは？ 

無名なゲーム会社や個人クリエータが開発し提供する「本当に良質なアプリ」は、著名

なゲーム会社の有名タイトル、圧倒的な資金力にものをいわせて広告宣伝をするタイトル

に埋もれてしまいがちです。 

私たちは、携帯電話の利用者に「ベストバイ」「ベストチョイス」情報を提供するメディ

アとして、本当に良質なアプリ作品を世の中に広げていくことを使命としています。また

それを通じて、業界の裾野を広げ底上げ、日本の文化の発展と世界への発信のサポートを

し、社会貢献してまいります。 

そのために、私たちは、業界の悪習と距離を置き、アプリ★ゲット®は以下のポリシーで

メディアを提供してまいります。 

(1) 私たちは、「タイトル名」に惑わされず、無名タイトルも有名タイトルもすべて公平に

扱います。 

(2) 私たちは、レビューに対して、配信者から金銭の対価を一切いただいておりません。 

(3) 私たちは、すべてのタイトルを「使う人の身」になって、レビューします。たとえ有名

ゲーム会社の著名タイトルでも、問題点は公明正大に指摘します。また、エンターテイン

メント作品であることから、いたずらに辛口評価をつけることもいたしません。 
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５、アプリ★ゲット®の 10 年間の歴史 

2001年  携帯電話アプリの開始とともにサービススタート 

2001 年 1 月 26 日に発売された Java™搭載携帯電話 P503i F503i で提供されたアプリ

ケーションのダウンロード配信サービス「 i アプリ」に対応した、携帯電話アプリの検索

＆レビューサービス。10 年以上にわたって日本最大の携帯電話アプリのデーターベースと

ユーザー数を誇る老舗サービスです。 

 

2002年  J-PHONE独占認定の個人クリエータJava™アプリ審査&配信サ

ービス 

当時公式サイトのみに配信が許諾されていた Java™アプリを、第三者機関であるスパイ

シーソフトが個人クリエータのアプリを審査＆配信代行することで個人クリエータがアプ

リを配信できるようになりました。当時は、当社をふくむ二社(スパイシーソフト、バンダ

イネットワークス)のみに許諾されていたサービスになります。 

※現在はソフトバンク認定の S!アプリ審査＆配信サービスとなっております。 

 

2004年  Vodafone独占認定の法人向けのS!アプリ™審査＆配信サービス 

公式サイト外での法人企業の Java™アプリの配信について、第三者機関であるスパイシ

ーソフトが独自に審査＆配信代行するサービス。当時は、当社をふくむ二社(スパイシーソ

フト、ベクター)のみに許諾されていたサービスになります。 

※現在はソフトバンク認定の S!アプリ審査＆配信サービスとなっております。 

 

2005年 Ａ.Ｏ.Ｙ. アプリ・オブ・ザ・イヤー開始 

2005 年度～2011 年現在まで(2006 年度を除く)毎年実施している日本の携帯電話アプリ

業界の健全な発展と個人クリエータの応援を目的として、個人クリエータが配信するゲー

ムを表彰し、その労と成果を称えるための賞。該当年の 1 月～12 月の日本国内で配信開始

された個人クリエータのゲーム作品を対象にユーザーおよび審査員にて選考され賞を授与

する。 

[URL] http://oy.spicysoft.com/ 

 

http://oy.spicysoft.com/
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2005年 日本唯一の携帯電話アプリ(ゲーム)専門の雑誌(定期刊行紙)の

発行 

2005年～2007年まで隔月で刊行。最大発行部数7万部。主要コンビニおよび書店で販

売。 

 

▲ケータイゲーム専門誌『アプリ★ゲット』 

 

2006年 公式サイト『アプリ★ゲットＤＸ』スタート 

『アプリ★ゲット DX』はアプリクリエイターがプロ活動できるような場を提供するキャ

リア(携帯電話)公式サイトです。通話料と合算でコンテンツ利用料金を徴収するには、キャ

リア(携帯電話)公式サイトになる必要がありましたが、個人クリエータが公式サイトをつく

ることはできませんでした。私たちは、『アプリ★ゲット』で人気のあるクリエータに対し

て、プロデュースやデバッグ・顧客サポートの代行をし、完成した作品をコラボアプリと

して『アプリ★ゲット DX』で配信することで、個人クリエータの作品を商用展開可能にし

ました。 

総会員数： 50 万人 

基本月額利用料金： 300 円(従量課金等もあり)の会員制サービス 

 

2007年 1月26日を「携帯アプリの日」に制定 

世界ではじめて携帯電話でアプリが使えるようになったことを記念して 1 月 26 日を「携

帯アプリの日」とすることをスパイシーソフトが申請し、日本記念日協会より正式に認定

されました。 
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2010年 『マンガ★ゲット』との連動&無料配信アプリへの広告収益分配拡大 

日本初＆最大規模のマンガの投稿＆共有サービス『マンガ★ゲット』と会員アカウント

が連動しました。また無料で配信されているアプリについても、ダウンロード数等によっ

て付与されるポイントに応じて、自動で広告収益が分配される仕組みが提供され、個人ク

リエータの収益手段が広がりました。 

 

マンガ★ゲット総会員数: 70 万人 

マンガ配信数： 2 万 5000 作品  
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6,スパイシーソフト提供サービス 

 

Android ゲームアプリのレビュー情報 / 携帯電話アプリの投稿と共有サービス 

携帯電話用検索サイト: 

http://appget.com/ 

クリエータ向けの投稿用サイト: 

http://creator.appget.com/ 

 

 

2010 年 11 月現在 

 

国内最大規模の投稿数を誇るマンガの投稿と共有サービス 

携帯電話用検索＆閲覧サイト: 

http://mang.jp/ 

マンガ作家向けの投稿&編集用サイト: 

http://author.mang.jp/ 

ユーザー数  : 70 万人 

登録作品数  : 25,000 話以上 

登録クリエータ数 :3,700 名以上 

2010 年 3 月現在 

 

アプリ★ゲットで人気のあるクリエイターゲームをプロデュースして商用配信＆ク

リエータのプロ活動を支援するキャリア(携帯電話)公式サイト 

i-mode http://appget.com/dxi/ 

Softbank http://appget.com/dxs/ 

au http://appget.com/dxez/ 

イーモバイル    http://appget.com/dxem/ 

ウィルコム      http://appget.com/dxwc/ 

会員制月額課金:  200 円、300 円、500 円 
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10 代～20 代に圧倒的な人気を誇る超人気クリエイターゲーム「チャリ走」の専門サイト 

公式サイト  http:/charizero.appget.com/ 

会員制月額課金:  300 円、500 円 

 + 一部従量課金 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスプロバイダー 

ソフトバンク認定の S!アプリの第三者審査＆配信代行サービス 

法人の社員向け S!アプリの配信、法人から不特定多数に S!アプリを配信するためのコン

テンツアグリゲーションサービス。（S!アプリは、公式サイトまたは SoftBank 公認の第三

者審査配信機関であるコンテンツアグリゲータに限られています。） 

コンテンツプロバイダー向けサイト:  http://www.sappli.com/ 

 


