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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 2 月 23 日 

 

『仮面ライダーフォーゼ × チャリ走』の無料版キターーー！ 

仮面ライダーフォーゼの大好評を記念して無料版を 2012 年 8 月末まで限定配信開始！ 

そして、いきなりの iTunes Store 無料ランキング TOP10 入り！ 

 ～『仮面ライダーフォーゼ × チャリ走 Lite』2 月 16 日提供開始～ 

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、

iOS向け無料アクションゲーム『仮面ライダーフォーゼ×チャリ走Lite』を2月16日より提供開始いた

しました。 

仮面ライダーフォーゼとチャリ走が夢の共演。 

無料版は 3 つの惑星をバイクで走破するアクション

ゲーム。 

『仮面ライダーフォーゼ』と人気アクションゲーム『チャ

リ走』がコラボレーションしたアクションゲームの無料版が

2012 年 8 月末までの期間限定で実現いたしました！ 

ゲームの舞台は地球、月、水星。フォーゼドライバーで仮面ライダーフォーゼに変身し、３つの惑星

を専用バイク・マシンマッシグラーで駆け巡ろう！ 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

有料版と同じくフォーゼドライバーによる変身やパワーダイザーでの大ジャンプなど、ギ

ミックも満載 

仮面ライダーフォーゼに登場する「パワーダイザー」や「ゾディアーツ」も有料版と同様に登場！仮面

ライダーフォーゼの世界観を満喫できるぞ！ 

 

 
 

 

▲ゲームの舞台は宇宙！変身前は 2 段ジャンプ、変身後は

3 段ジャンプができるぞ！ 

 

▲フォーゼドライバーで変身だ！プレイ中にミスをすると

変身がとけるが、フォーゼドライバーを使えば再び変身で

きるぞ！ 

 
 

 
 

▲もたもたしているとゾディアーツにやられてしまう！追

いつかれたらゲームオーバーだ！ 

 

▲9 つの惑星と隠しステージを遊べる製品版（有料版）を

購入しダウンロードして遊ぶことも可能。 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

現在、iTunes Store の無料版ランキングで絶賛ランクイン中！ 

大好評につき、無料カテゴリーにおいて iPhone では 10 位、iPad のランキングでは 1 位を、それぞれ

獲得しています。※2012 年 2 月 20 日現在 

■iPhone のランキング 

 

 

 

■iPad のランキング 

 

概要 

提供プラットフォーム ：iTunes App Store(日本国内のみ) 

価格   ：無料（0 円） 

カテゴリー  ：ゲーム＞アクション 

特設サイト URL  ：http://kamen-rider-chari-so.jp/ 

著作権表記  ：© 2011 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映  

© 2007-2011 LIRENEOSOFT  

© 2011 スパイシーソフト株式会社 

http://kamen-rider-chari-so.jp/
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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/ 

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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本リリースの参考資料 

チャリ走とは 

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。現在、「アプリ★ゲット DX」やチャリ走の独立公式サイト「チ

ャリ走 ZERO」も展開中。 

iPhone 版チャリ走は全米アプリランキング無料アプリ部門で最高位 4 位を記録し、全世界 44 カ国の

レースゲームランキングで 1 位を獲得。 

 また、Panasonic「エボルタワールドチャレンジⅢ」と「チャリ走」のコラボアプリやケツメイシ

とのコラボゲームなど多くのコラボレーションも実現している。 

アプリ★ゲット DX 

「チャリ走」や、こちらもシリーズ累計 1000 万ダウンロードの「糸通し」などの人

気ゲームを数多く提供する公式サイト。docomo ではミニゲームカテゴリ 4 位。 

 

チャリ走 ZERO 

「アプリ★ゲット DX」からスピンオフしたチャリ走の独立サイト。様々なコースやア

ビリティが楽しめる新しいチャリ走を提供。docomo ではアクションゲームカテゴリ 4

位。 

 

iPhone 版チャリ走 

「チャリ走」シリーズ初のスマートフォン版ゲーム。全米アプリランキング無料アプ

リ部門で最高位 4 位を記録し、全世界 44 カ国のレースゲームランキングで 1 位を獲得

した世界的な人気 iPhone アプリ。 
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チャリ走の歴史 

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。2007 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

コモ公式ゲームサイト「アプリ★ゲットＤＸ」にて商用配信をスタートしました。 

2010 年には iPhone 版をリリース。世界 44 カ国レース部門でランキング 1 位を獲得した。2011 年

にはその実績を認められ、社団法人モバイルコンテンツフォーラムが主催するモバイル業界の優秀なプ

ロジェクトチーム及び個人を表彰する賞、モバイルプロジェクトアワードで優秀賞を受賞。 

 

モバイルプロジェクトアワード 2011 http://www.mcf.to/mpa/2011/winner/index.htm

http://www.mcf.to/mpa/2011/winner/index.htm
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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/       

 

 

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 

2011 年 12 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 

 

 

 

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/ 

 


