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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

2012 年 1 月 24 日 

NTTdocomo 12月度 月間ゲームランキングに 

「極・糸通し」が３位、「チャリ走 ZERO」が４位に同時ランクイン！！ 

～2011年 iOSアプリランキング ゲーム２位に続き、変わらぬ人気～ 

スパイシーソフト株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長山田元康、以下スパイシーソフト）が

提供する携帯向けアクションゲーム『極・糸通し』及び『チャリ走ZERO』が株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ（以下NTTdocomo）発表のiMenu １２月度月間ゲームランキングにて、それぞれ３位と

４位と同時ランクインいたしました。 

iMenu ゲーム 月間ゲームランキング 2011 年１２月度 ３位、４位を同時獲得！ 

iMenu ゲーム 月間ランキングは、NTTdocomo が毎月発表している、各ゲームタトルのユーザ人

気度を集計したランキングです。2011 年 12 月度のランキングは以下のとおりです。 

順位 タトル 順位 タトル 

１位 テトリスダゕモンド ６位 ドラゴンボールレーシング 

２位 ONE PIECE RPG クロニクル ７位 ドラゴンクエストⅢ 

３位 極・糸通し ８位 ズーキーパー 

４位 チャリ走 ZERO ９位 かまいたちの夜×３ 

５位 釣り物語３～水の宝物～ １０位 無双モバル 

                       ２０１１年 12 月度 iMenuゲームランキングより 

チャリ走シリーズは iPhone 版が 2011 年の iOS ゕプリ年間ダウンロードランキングにおいて総合で

15 位、ゲームでは 2 位にランクンしました。 芸能界にもフゔンを公言する方は多く、累計ダウン

ロードは 1,500 万を超えています。 

糸通しシリーズも iPhone 版が国内ランキングで最高位 1 位を記録。TV や雑誌でも度々話題になる

人気ゲームです。 
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チャリ走 ZERO とは？  

『チャリ走 ZERO』とはカリスマゲームクリエータ護美童子(株式会社 LIRENEO SOFT 代表取締役)

が生み出した『チャリ走シリーズ』などを配信している同名のチャリ走専門ゲームサト「チャリ走

ZERO」内で配信中の人気ゕクションゲームです。 

海や空はもちろん様々な季節や流行をコンセプトで作られる新ステージが２週間に１回配信され、飽

きずに長く遊んでいただくことができます。 

サト URL(フゖーチャーフォン)：http://charizero.appget.com/ (900i 以上、700i 以上に対応) 

ステージイメージ 

   

 

極・糸通し とは？ 

『極・糸通し』とは天才ゲームクリエータ satoo 氏の代表作、究極の暇つぶしゲーム『糸通し』シリ

ーズの中でも最も高い人気を誇る、まさに「極み」の１本で、スパシーソフトが運営する imenu 公

式サト「ゕプリ★ゲット DX」にて独占配信中です。 

 スピードゕップや重力反転などの新要素が追加された「通常モード」と、クリエータ satoo 氏が考案

した針の配置を５０問のステージ制にした「satoo の挑戦状」２つのゲームモードを選択でき、 

糸通しが初めての方でも、過去のシリーズで遊んだ方でも楽しんでいただくことができます。 

サト URL(フゖーチャーフォン)：http://appget.com/dxi/ (900i 以上、700i 以上に対応) 

サト URL(スマートフォン)  ：http://apget.com/dxsp/（AndroidOS2.1 以上に対応） 

 

http://charizero.appget.com/
http://appget.com/dxi/
http://apget.com/dxsp/
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チャリ走シリーズのこれまでの実績 

累計 DL数 

1500 万以上 

 

iPhone版チャリ走ランキング実績 

ヷ本 無料総合ランキング 1 位（無料販売時）  

   有料総合ランキング 10 位（有料販売時） 

  

米国 無料総合ランキング 4 位（無料販売時）  

   無料ゲームランキング 2 位（無料販売時）  

   無料レースゲームランキング 1 位（無料販売時）  

 

世界 同時に世界 44 ヶ国でレースゲームランキング 1 位 

チャリ走の歴史 

2007年 

・au 携帯電話向けのオープンゕプリ版「チャリ走」が、オープンゕプリゲームコンテスト for au Java 

on BREW にて、最優秀賞を受賞  

 

2007年 

・ゕプリ・オブ・ザ・ヤー 2007 ドコモクリエターゕプリ部門、auクリエターゕプリ部門の両

部門にて最優秀賞をダブル受賞  

 

2007年～2008年  

・NTT 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  

 

2010年 

・女子高生対象としたマーケテゖ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  

・iPhone 版チャリ走が米国ランキング無料ゕプリカテゴリ全体で 4 位  

・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  

・人気ゕーテゖスト「ケツメシ」とコラボしたチャリ走「チャリ走×ケツメシ」リリース  

・「エボルタワールドチャレンジ ３ 東海道五十三次」とコラボレーションした「EVOLTA×チャリ走」

リリース  



 

※ 本プレスリリースは URL と共に出典元を明記して頂ければ自由に転載頂けます。 

※ プレスリリース内の名称は各社・各クリエータ様の登録商標です。 

4/ 9 

スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

 

2011年 

・iPhone 版チャリ走がモバルプロジェクトゕワード受賞 

・iPhone 版チャリ走が iOS ゕプリ年間ＤＬランキングで総合 15 位、ゲームで２位を獲得 

 

 

糸通しシリーズのこれまでの実績 

累計 DL数 

1500 万以上 

 

iPhone版糸通しランキング実績 

ヷ本 無料総合ランキング 1 位（無料販売時）  

 

LIRENEO SOFT について 

会社名(英文社名) 株式会社 LIRENEO SOFT (LIRENEO Inc.) 

本社所在地 東京都千代田区九段南 2-7-1 喜京家ビル 

設立 2009 年 10 月 

代表者 代表取締役社長 星野裕太 

URL http://www.lireneosoft.com/ 

スパイシーソフトについて 

会社名(英文社名) スパシーソフト株式会社 (Spicysoft Corporation.) 

本社所在地 東京都千代田区九段南 2-7-1 喜京家ビル 

設立 1999 年 11 月 

代表者 代表取締役社長 山田元康 

URL http://www.spicysoft.com/ 
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本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

クリエータおよび創作活動の支援、エンターテンメント業界の発展のために、私たちがお役に立て

ることであれば幅広くご協力させていただきます。個人(ブロガー・学生等)・法人(メデゖゕ・出版社・

プロダクション・教育機関等)等々、どなたさまでも気軽にご連絡ください。 

会社名 スパシーソフト株式会社 広報担当 阪森 

TEL 03-3239-1867 

FAX 03-3239-1868 

MAIL pr@spicysoft.com 

※ 追加の素材（スクリーンショット、詳細な数値データ等）のご要望、その他ご質問。 

 

※ ゕプリ★ゲットのランキング情報、レビュー情報などは、ンターネット、TV、ラジオ、新聞、雑誌等の提携メデ

ゖゕには、無償(内容によっては一部有償)でご提供しております。 

 

※ ンターネット、モバル、ゕプリ、ゲームやマンガに関して、当社代表、CTO、ゕプリ★ゲット、マンガ★ゲット

の編集長へのンタビューもしくは、講演・スピーチのご協力も可能です。また、学生の方や教育機関への授業・学園祭

等への講師派遣・スポンサー等の支援も無償でお引き受けしております。なお実績は、当社ホームページの「パブリシテ

ゖー」よりご確認ください。 

 

※ 当社にはクリエータさまの支援をするというミッションがあり、当社メデゖゕで取り上げたもしくは投稿プラットフ

ォームで活躍されているクリエータさまへの取材・ンタビューへのご協力（ゕポのゕレンジやンタビューの代行）も

しております。 
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本リリースの参考資料 
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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 

  http://appget.com/2010 年 11 月現在 

 

 

国内最大規模の投稿数を誇るマルチデバイス対応のマンガの投稿と共有サービス 

 ＜ユーザサト＞ 

http://mang.jp/ 

＜マンガ作家向けの投稿&編集用サト＞ 

http://author.mang.jp/ 

＜登録作品数＞  27,000 話以上 

＜登録クリエータ数＞ 3,500 名以上 

2010 年 3 月現在 
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アプリ★ゲットで人気のあるクリエータ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 

 

＜ドコモ＞ http://appget.com/dxi/ 

＜Softbank＞ http://appget.com/dxs/ 

＜au＞ http://appget.com/dxez/ 

＜会員制月額課金＞ 200 円、300 円、500 円 

ーモバル、ウゖルコムでも展開中 

 

 

 

10 代～20代に圧倒的な人気を誇る超人気クリエータゲーム「チャリ走」の専門サイト 

＜公式サト＞ 

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!ゕプリの配信、法人から不特定多数に S!ゕプリを配信するためのコンテンツゕグ

リゲーションサービス。（S!ゕプリの配信は、公式サトまたはソフトバンクモバル公認の第三者審
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査配信機関であるコンテンツゕグリゲータに限られています。） 

コンテンツプロバダー向けサト:  http://www.sappli.com/ 

スパイシーソフトについて 

会社名(英文社名) スパシーソフト株式会社 (Spicysoft Corporation.) 

本社所在地 東京都千代田区九段南 2-7-1 喜京家ビル 

設立 1999 年 11 月 

代表者 代表取締役社長山田元康 

URL http://www.spicysoft.com/ 

 


