
 

※ 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。 

1/ 9 

スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

2011 年 12 月 1 日 

 

 

Android ゲーム界にナンバーワン美人レビュワー誕生!?  

女の子視点のアンドロイドアプリレビューサイト『アンドロイドール』で活躍中の 

アンドロイドール・藤川ありさ さんが、『アプリ★ゲット』でレビュー開始!! 

Android®ゲームアプリのレビューサイト「アプリ★ゲット®」を運営する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、女の子視点のアンドロイド

アプリレビューサイト「アンドロイドール」を運営する株式会社ヴィーナスブロードキャスト（東京都

港区、代表取締役西田 圭悟、以下ヴィーナスブロードキャスト）と提携いたしました。 

Android ゲーム界にナンバーワン美人レビュワー誕生!「アンドロイドール」が 

「アプリ★ゲット」で女の子視点の辛口ゲームレビューを執筆開始 

12 月より、「アンドロイドール」で活躍中の藤川ありささんが 

「アプリ★ゲット」でもゲームレビューを開始したします。 

男性のものと思われがちなゲームですが、Android のゲームは女性にこ

そ人気の高いゲームが多く、この機に今まで Android のゲームを敬遠して

いた方にもゲームを楽しんでもらえるように努めていきます。 

※ アンドロイドールとは女の子視点でアンドロイドアプリをレビューする 

DOLL（人形）の様にかわいらしい女の子たちの総称です 

藤川さんのコメント 

「 初めまして(*´∇｀*) アンドロイドールの藤川ありさです！  

今までユーザ側だった「アプリ★ゲット」で記事を書かせていただけるなんてドキドキでーす！  

ゲームはもともと大好きなので、楽しみながらやっていこうと思います。 

よろしくねー(´ω`) 」 

▲レビュー時使用する 

藤川さんのイラスト 

▲このイラストで面白いアプリを 

紹介してくれます 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

「アプリ★ゲット」から「アンドロイドール」へ人気ゲームランキング情報等を提供 

「アプリ★ゲット」から「アンドロイドール」へは、12 月 1 日より週間人気ゲームランキングや、

今週の注目ゲームの提供を開始いたします。 

スパイシーソフトが運営する「アプリ★ゲット」は、プロのゲームレビュワーが最新のアンドロイド

ゲームを実際にやりこみ、おもしろいゲームを毎日紹介しています。この度「アンドロイドール」と提

携することで、「アプリ★ゲット」で紹介したアプリの週間人気ランキングを「アンドロイドール」上

でもご覧いただけるようになりました。 

 

『アンドロイドール』サイト情報 

日々アンドロイドアプリを勉強しているスマホ女子の『アンドロイドール』たちが、 

女の子視点でアプリレビュー記事を展開中 

■URL：http://androidoll.com/  

■運営会社：株式会社ヴィーナスブロードキャスト http://www.venusbroadcast.com/  

『アプリ★ゲット』サイト情報 

アンドロイドの全新作ゲームを遊んで、面白かったゲームだけを激辛レビュー＆ご紹介 

■URL：http://appget.com/ 

■運営会社：スパイシーソフト株式会社 http://spicysoft.com/ 

 

 

  

http://androidoll.com/
http://www.venusbroadcast.com/
http://appget.com/
http://spicysoft.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 

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 

本件ニュースリリースに関する参考資料 

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。 

 

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＆配信サービスです。 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

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＆配信サービスです。 

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

を対象にユーザおよび審査員にて選考され賞を授与する。 

＜URL＞ http://oy.spicysoft.com/ 

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。 

 

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 

http://oy.spicysoft.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 

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。 

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: 90 万人 

マンガ配信数： 3 万作品 
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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＞ 35,000 話以上 

＜登録クリエータ数＞ 4,200 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(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 

イーモバイル、ウィルコムでも展開中 

 

 

 

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/ 

 


