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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

2011 年 10 月 21 日 

スパイシーソフト、ゲーム専門サイト『アプリ★ゲット DX』を 

ドコモのスマートフォン向けポータル「d メニュー」に提供開始 

～「チャリ走」「糸通し」などの大人気ゲームや人気クリエータの最新作が Androidで遊び放題～ 

モバイル向けアプリ・マンガポータル運営の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）は、NTTドコモ提供のスマートフォン（Android™搭載端

末）向けポータル「dメニュー」にて2011年11月18日（金）よりモバイルゲームサイト『アプリ★ゲ

ットDX』のサービス提供を開始いたしました。(※1) 

全世界で 1,500 万ダウンロードを超える人気作が docomo「d メニュー」で遊び放題 

「d メニュー」でオープンした「アプリ★ゲット DX」では、全世界累計 1,500 万ダウンロードを越

える No.1 ワンボタンアクションゲーム「チャリ走シリーズ」や究極の暇つぶしゲーム「糸通しシリー

ズ」をはじめ、「脳内カメラシリーズ」 「人生のエンドロールシリーズ」などエンターテイメント性の

高い人気アプリケーションを月額 315 円(税込)で全てお楽しみ頂けます。また、月額 525 円(税込)コ

ースではさらに、他では遊べないプレミアムアプリが遊び放題になっています。 

 
 

    

  チャリ走©LIRENEOSOFT    糸通し©satoo              脳内カメラ©satoo             人生のエンドロール©つきクマゲーム 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

期間限定でご登録から 3 日間は全てのゲームが無料  

 d メニュー版「アプリ★ゲット DX」では、オープンを記念して期間限定で、スマートフォンでの新

規ご登録から３日間（ご登録から起算して 4 日目の 0:00 まで）は無料で全てのアプリがお楽しみいた

だけるキャンペーンを実施中です。  

 

NTT ドコモ d メニュー向け サービス概要 

■サイト名   ： 『アプリ★ゲット DX』  

■提供開始日  ： 2011 年 11 月 18 日（金）  

■アクセス方法 ： ・端末にプリインストールのドコモマーケットアプリ起動 ＞  

           ｄメニュー ＞ メニューリスト ＞ ゲーム ＞ ミニゲーム   

          ・Android 端末ブラウザから ［URL］ http://appget.com/dxsp/  

■料金 ：  

・月額情報料 ： 525 円（税込）/ 315 円(税込)  

 

■決済方法 ： sp モード決済（NTT ドコモのコンテンツ決済サービス）  

■対応 OS ： Android OS 2.1 以上（一部機種は非対応）  

 

※ 1 フィーチャーフォンで既に会員のお客様の場合、525 円(税込)/月額にご登録の方がスマートフォンへの機種変更

された場合、スマートフォンでもそのまま 525 円(税込)/月額コースに、315 円(税込)/月額(210 円+105 円コース)にご

登録の方は 315 円(税込)/月額(210 円+105 円コース)に、210 円(税込)/月額コースにご登録の方は、210 円(税込)/月

額コースにそれぞれ同じ料金のコースに引き継がれます。またスマートフォンより新規会員登録される場合は、525 円(税

込)/月額コースか、315 円(税込)/月額コースから選択が可能です。  

 

※ 2 アプリ起動時、アプリダウンロード時、アップデート時、その他ゲームの進行上必要なデータをダウンロードす

るため通信を行う際には、別途パケット通信料が発生します。 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

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、エンターテイ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(メディア・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 スパイ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。 

 

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

ィアには、無償(内容によっては一部有償)でご提供しております。 

 

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

の編集長へのイ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

ィー」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、当社メディア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・インタビューへのご協力（アポのアレンジやインタビューの代行）も

しております。 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

本リリースの参考資料 

アプリ★ゲット DX とは 

スパイシーソフトは、ユーザーの創作活動によって生まれた作品を、組織の力でビジネスとして大き

な成功へと導くことを目指しています。 

そのために、ゲームの PR、マネタイズ、メディアミックス展開や他業界とのコラボレーションを始

めとしたビジネス上の展開部分をスパイシーソフトが担うことで、クリエータが創作のコアの部分に集

中できるようにし、さらにスパイシーソフトが作品に対しても全面的にプロデュースすることで、スパ

イシーソフトとクリエータで一緒にヒットコンテンツを育てていき、クリエータが作品の価値にあった

売上獲得機会を獲得できるようにしています。 

アプリ★ゲット DX は、無料のゲーム投稿共有サイト「アプリ★ゲット」で人気を博したクリエータ

がさらに面白い作品を生み出し、ファンに届け、クリエータ自信も作品の価値にあった売上獲得機会を

獲得できるようにするために 2007 年にフィーチャーフォン向けにサービスを開始しました。 

これまでに、シリーズ累計 1500 万ダウンロードを超え、docomo 月間アプリランキングで 4 ヶ月連

続首位の記録を持つ人気ワンキーアクションゲーム「チャリ走」や「糸通し」といった大ヒットコンテ

ンツが生み出されています。 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

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/ 

＜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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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

 

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公式サイト 

 

＜ドコモ＞  

(携帯電話)http://appget.com/dxi/ 

(Android)http://appget.com/dxsp/ 

＜Softbank＞ http://appget.com/dxs/ 

＜au＞http://appget.com/dxez/ 

 

 

 

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!アプリの配信は、公式サイトまたはソフトバンクモバイル公認の第三者審

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/ 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

スパイシーソフトについて 

会社名(英文社名) スパイ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/ 

 


