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～ ｉアプリ対応総合ゲームサイト「アプリパーク」～ 

アプリパーク、「アプリパーク 2 周年ありがとう！キャンペーン」にて 
特製待受け画像、各種無料体験版を配信 

 

 

株式会社ティンマシン（東京都渋谷区、代表取締役社長：石田正則）は、株式会社 NTT ドコモの 

ｉアプリ対応ｉモード®向け総合エンターテインメントサイト『アプリパーク』（ モード  

メニューサイト内/月額情報料 210 円）にて、7 月 1 日（木）から 8 月 31 日（火）までの期間中、 

サイト開設 2 周年を記念して「アプリパーク 2 周年ありがとう！キャンペーン」を実施いたします。 

 

期間中は、サイト未登録者向けにロールプレイングゲーム『アークス テイル 2』や、落ち物 

パズルゲーム『ナナケシ』をはじめとした『アプリパーク』内で配信中の人気ゲーム 9 本の無料 

体験版ダウンロード※1をはじめ、サイト登録者向けに 7 名の人気イラストレーター・漫画家※2に 

よる特製キャラクター待受け画像を毎週更新で配信いたします。 

 

この他にも期間中は将棋ゲーム「アプリ将棋」（仮称）、麻雀ゲーム「まーじゃん♪」（仮称）、 

ビリヤードゲーム「アプリ・ビリヤード」（仮称）等のゲームアプリを集中的に配信いたします。 

 

現在『アプリパーク』では合計 45 タイトルのｉアプリゲームを配信しています。 
 

※1 各サイトのアクセスならびに各ゲームのダウンロードには、別途パケット通信料が発生します。 

 ※2 各作家プロフィールにつきましては別紙をご参照願います。 

 

 

 

 

 

 

 

「i モード」および「i アプリ/アイアプリ」「i アプリ DX」は、株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。 

 

 

 

 ◆サイト名： アプリパーク 

 ◆利用料 ： 月額210円（税込） 

 ◆対応機種： NTTドコモｉアプリ対応機（503/504/505/506/900/FOMAシリーズ対応）

サイトメニュー Ｍｅｎｕ → メニューリスト → ゲーム → ゲーム1 → ミニゲーム 



 
 
 
 

 
 
 

キャンペーン名称 ：「アプリパーク 2 周年ありがとう！キャンペーン」 

実施サイト ：「アプリパーク」 （ モードメニューサイト内 ） 

実施期間 ：2004 年 7 月 1 日（木）～2004 年 8 月 31 日（火） 

実施内容 ：未登録者、登録者向け下記キャンペーン 

 

 

◆未登録者向けキャンペーン 

「無料アプリパーク」 体験版ダウンロードキャンペーン 

キャンペーン期間中、本サイトの人気ゲーム 9 本の体験版を未登録のお客様向けにダウンロード提供 

いたします。（配信タイトル詳細については別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆登録者向けキャンペーン 

その 1 「特製キャラクター待受け画像プレゼント」 

「アプリパーク」のゲームキャラクターデザインなどに協力いただいた人気イラストレーター・漫画家 

7 名による、特製待受け画像をサイト登録済のお客様向けにプレゼント配信いたします。 

（配信作家のプロフィールについては別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

その 2 「ゲームアプリ集中配信」 

通常毎月 1 タイトル程度の配信ペースを、キャンペーン期間中下記 3 タイトルのゲームを集中的に配信 

いたします。 

ｉアプリ対応総合ゲームサイト 

 

  

「「アアププリリパパーークク22周周年年あありりががととうう！！キキャャンンペペーーンン」」のの概概要要  

ファンタジーRPG「アークス テイル」   ファンタジーRPG「アークス テイル 2」 

落ち物パズルゲーム「ナナケシ」  スポーツゲーム「アプリ テニス」 

アクションゲーム「じょーずにスイミング！」 アクションゲーム「賽の河原」 

恋愛タイピングゲーム「タイプ de デート」 トランプゲーム「ポーカー」 

アクションゲーム「射的さん！～風船編～」    （順不同） 

赤井孝美  （イラストレーター） 井上純弌 （イラストレーター、ゲームデザイナー） 

おもいあたる  （漫画家、イラストレーター） 金澤尚子 （漫画家） 

ここまひ  （ゲームキャラクターデザイナー） ひがもえる （マルチクリエーター） 

モテギ春恵  （漫画家、イラストレーター）    （順不同） 

7 月上旬配信予定  将棋ゲーム「アプリ将棋」 （仮称） 

8 月上旬配信予定  麻雀ゲーム「まーじゃん♪」 （仮称） 

8 月下旬配信予定  ビリヤードゲーム「アプリ・ビリヤード」 （仮称） 



 

未未登登録録者者向向けけキキャャンンペペーーンン  「「無無料料アアププリリパパーークク」」    
－－  体体験験版版配配信信タタイイトトルル  －－ 

１： ファンタジーＲＰＧ 「アークス テイル 体験版」 

 ファンタジー世界を舞台にした本格ファンタジーRPG 

プレイヤーはファンタジー世界に住む主人公となり、ゲーム中で出会う人々との会話、

仲間達との行動、モンスターとの戦闘を通して成長し、冒険の目的を知ります。 

ゲームは全 10 章で構成され、各章毎にミニストーリー仕立てで進行します。 

無料体験版では 3 章までプレイでき、「アプリパーク」に登録することで続きからプレイ

できます。 

 
©TinMachine,Inc 

２： ファンタジーＲＰＧ 「アークス テイル 2 体験版」 

 前作から数百年後の世界を舞台にした本格ファンタジーＲＰＧ 
前作の世界観を引き継ぎつつ、登場キャラクター達との会話に幕間劇などを導入し演

出面を大幅に強化しました。 

無料体験版では、全 5 章 25 話のうち第 1 章 2 話までプレイでき、「アプリパーク」に 

登録することで続きからプレイできます。  
©TinMachine,Inc 

３： 落ち物パズルゲーム 「ナナケシ 体験版」 

 ブロックを連鎖させて狙え高得点！数字にはまる落ち物パズルゲーム 

落ちてくる数字ブロックの合計が 7 になるように組み合わせて消していく落ち物パズル

ゲームです。通常モードの他に、次々と現れる個性豊かなライバルキャラクター達と戦

う「ストーリーモード」も楽しめます。 

無料体験版では、通常モードの難易度「EASY」と「NORMAL」がプレイできます。 
 

©たく 
©TinMachine,Inc. 

４： スポーツゲーム 「アプリ テニス 体験版」 

 様々なキャラクター達と対戦する定番スポーツゲーム 

プレイヤーキャラクターを操作してライバルキャラクター達と対戦するテニスゲームで

す。2種類のショットと方向キーを駆使して試合を勝ち抜いていきます。 

無料体験版では、登場対戦キャラクター8キャラクターのうち4キャラクターと対戦できま

す。 
 

©TinMachine,Inc. 

５： アクションゲーム 「じょーずにスイミング！ 体験版」 

 追いかけてくるサメから逃げ切る、シュールアクションゲーム 

プレイヤーキャラクターを操作して近づいてきたサメに食べられないように泳いで逃げ

切るゲームです。サメが近づいてきたら表示されたゲージと同方向のキーをタイミングよ

く押して速度を落とさないように泳ぎます。 

無料体験版では 200m まで泳ぐことができます。 
 

©TinMachine,Inc. 

６： アクションゲーム 「賽の河原 体験版」 

 地獄の鬼の目を盗んで、ひたすら石を積み上げるシュールアクションゲーム 

プレイヤーキャラクターを操作して妨害する敵キャラクターを避け、6 箇所の石積み場

に石を積むゲームです。各石積み場には最大 5 個まで石が積め、多くの石積み場に

積み上げることで、より高得点が狙えます。 

無料体験版では 10 回起動するまで楽しめます。 
 

©TinMachine,Inc. 

 



 
 
７： 恋愛タイピングゲーム 「タイプｄｅデート 体験版」 

 ボーイズ＆ガールズキャラクターとタイピングでデート！新感覚恋愛タイピングゲーム 

キャラクターと会話を進めながら、タイピングで親睦を深め、好感度を上げるゲームで

す。タイピングモードでは一定時間内に規定値以上の単語・文字を入力し、入力結果

によってキャラクターの表情や会話が変化します。 

無料体験版では 8 人の登場キャラクターから男女各 1 人のキャラクターとタイピングデ

ートが楽しめます。 

 
©Harue Motegi. 

©Higa Moeru 
 

８： トランプゲーム「ポーカー 体験版」 

 個性豊かなキャラクター達と対戦！本格ポーカーゲーム 
5枚のカードで役を揃えるトランプゲーム「ポーカー」です。正式版では、503版は7人、

504 版は 9 人のキャラクターと勝ち抜き方式で対戦できる通常対戦と、任意で対戦相手

を選べるフリー対戦が楽しめます。 

無料体験版では難易度が異なる 4 人のキャラクターと対戦ができます。 

 
©OMOI ATARU  
©TinMachine,Inc 

９： アクションゲーム 「射的さん！~風船編~ 体験版」 

 邪魔な風船を撃ちまくれ！バラエティー射撃ゲーム 

照準カーソルを操作して、風船で飛んでくる敵キャラクターだけを撃ち落とします。 

味方キャラクターを撃ち落としたり、敵キャラクターを画面外に逃がすとミスとなり、一定

数ミスをするとゲームオーバーとなります。 

無料体験版では、正式版同様に遊べますがハイスコア登録ができません。 
 

©TinMachine,Inc. 

 



 

登登録録者者向向けけキキャャンンペペーーンン  「「特特製製キキャャララククタターー待待受受けけ画画像像ププレレゼゼンントト」」  
－－  協協力力作作家家ププロロフフィィーールル  －－ 

 
◆◆赤赤井井孝孝美美  （（イイララスストトレレーータターー））  

株式会社ガイナックス取締役／有限会社ナインライブス代表取締役 

代表作として、育成シミュレーションゲームの草分け的作品｢プリンセスメーカー｣シリーズや SF 小説と

しては異例の大ヒット作品となった｢星界の紋章｣、｢星界の戦旗｣シリーズの挿絵等がある。 

 
◆◆井井上上純純弌弌  （（イイララスストトレレーータターー、、ゲゲーームムデデザザイイナナーー））  

テーブルトーク・ロールプレイングゲーム（TRPG）等を中心に活躍中。TRPG専門雑誌より｢井上純弌の

世界｣として別冊が出るほど、氏のキャラクターや企画ゲームは人気が高い。ファンタジー系のキャラク

ターデザインを得意とし、ゲーム自体の企画やシナリオにも定評がある。 

 
◆◆おおももいいああたたるる  （（漫漫画画家家、、イイララスストトレレーータターー））  

アニメ系雑誌、同人誌を中心に連載中。他に雑誌イラストやドールデザイン、カードゲームのキャラクタ

ーデザイン等多方面で活躍中。 

 
◆◆金金澤澤尚尚子子  （（漫漫画画家家））  

パソコン雑誌「ログイン」、テレビ情報誌「ＢＬＴ」等に漫画を連載中。他に雑誌イラストやゲームキャラク

ターデザイン等多数、特にファンタジー系コミカルキャラクターやデフォルメキャラクターのデザインに

定評がある。 

 
◆◆ここここままひひ  （（ゲゲーームムキキャャララククタターーデデザザイイナナーー、、玩玩具具デデザザイイナナーー、、カカッットトイイララスストトレレーータターー））  

代表作として、家庭用ゲーム機プレイステーション用アクションロールプレイングゲーム「クライムクラッ

カーズ」のキャラクターデザインをはじめ、アニメ・ゲームキャラクター等のデフォルメデザインに定評が

ある。 

 
◆◆ひひががももええるる  （（ママルルチチククリリエエーータターー））  

ゲーム企画、ドールデザイン、TV 番組向け衣装デザイン＆製作、イラスト活動など多方面で活躍中。

TV シリーズ｢鋼鉄天使くるみ pure｣等の衣装デザイン＆製作等を手掛ける。 

 
◆◆モモテテギギ春春恵恵  （（漫漫画画家家、、イイララスストトレレーータターー））  

女性向けコミック誌を中心に活躍し、多数の単行本を出版する。他に家庭用ゲームソフトのキャラクタ

ーデザイン、シナリオ等も行い、女性向けゲーム「アンジェリーク」の攻略本、女性向けネットワークゲー

ム「ダイナスティア」 のキャラクターデザインで活躍中。 

 
（五十音順） 


