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新サービス

Android アプリ

News Release

報道関係者各位 2014 年 11 月 27 日

ソースネクスト株式会社

イオンスマホでアプリ使い放題サービス

「アプリ超ホーダイ」がスタート
11 月 28 日（金）より提供開始

ソースネクスト株式会社（本社：東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル6Ｆ 代表取締役社長：松田 憲幸）は、

11月28日（金）より、イオンリテール株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 代表取締役社長 梅

本 和典）が提供する格安スマホ向けに、「アプリ超ホーダイ」の提供を開始します。本サービスは、月額360円（税

別）で50タイトル以上のAndroidアプリが使い放題になるサービスで、「イオンスマホ」への付帯サービスとして提供さ

れます。セキュリティから人気ゲームまで、同社のメインの顧客層であるシニア世代、またファミリー層に合う、厳選さ

れた高品質なアプリをラインアップに揃えており、イオンスマホの付加価値向上施策の1つとして採用されました。

【 イオンスマホの「アプリ超ホーダイ」とは？ 】
イオンの格安スマホ「イオンスマホ」をご利用のお客さまが加入できる、月額固定料金 360 円（税別）で 50 タイトル

以上の厳選された人気のアプリが使い放題になるサービスです。「イオンスマホ geanee」の場合、端末＋通信料＋

アプリ使い放題サービスで月額 2,340 円（税別）、「イオンスマホ ALCATEL」の場合、端末＋通信料＋アプリ使い放

題サービスで月額 3,340 円（税別）でお使い頂けます。
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■タイトル一覧

ラインアップは下記の通りです。今後もタイトルの追加やバージョンアップを行なっていく予定です。

No タイトル(正式名称) アプリ提供会社 ジャンル 提供予定

1 100 万人のための囲碁 株式会社アンバランス ゲーム 提供中

2 100 万人のための麻雀 株式会社アンバランス ゲーム 提供中

3 アクアフィッシュ 株式会社アンバランス ゲーム 提供中

4 金沢将棋レベル 100 株式会社アンバランス ゲーム 提供中

5 ザ・オセロ 株式会社アンバランス ゲーム 提供中

6 ザ・花札 株式会社アンバランス ゲーム 提供中

7 ストリートファイターIV 株式会社カプコン ゲーム 12 月上旬以降

8 バイオハザード 4 株式会社カプコン ゲーム 12 月上旬以降

9
モンスターハンター Dynamic 

Hunting
株式会社カプコン ゲーム 12 月上旬以降

10 逆転裁判 123HD 株式会社カプコン ゲーム 12 月上旬以降

11 RPG 幻影のエクリプス 株式会社コトブキソリューション ゲーム 提供中

12
ウチの犬～飼い主になってくださ

い～
株式会社コトブキソリューション ゲーム 提供中

13 ソニックアドバンス 株式会社セガ ゲーム 提供中

14 ソニックジャンプ 株式会社セガ ゲーム 提供中

15 ナンプレトレーナー 株式会社セガ ゲーム 提供中

16 ばくばくアニマル 株式会社セガ ゲーム 提供中

17 ぷよぷよソリティア 株式会社セガ ゲーム 提供中

18 ぷよぷよフィーバーtouch 株式会社セガ ゲーム 提供中

19 人生ゲーム 株式会社タカラトミー ゲーム 提供中

20 黒ひげお宝ざくざく危機一発 株式会社タカラトミー ゲーム 提供中

21 Tap10 ユナイテッド株式会社 ゲーム 提供中

22 ザ・手相 株式会社アンバランス 情報・エンタメ 提供中

23 簡単！おうちごはん E・レシピ エキサイト株式会社 情報・エンタメ 提供中

24 細木数子六星占術 株式会社サイバード 情報・エンタメ 12 月上旬以降

25 スマフォメロディ ビッグローブ株式会社 情報・エンタメ 12 月上旬以降

26 ジーニアス英和辞典 MX 第 2 版 株式会社富士通パーソナルズ 情報・エンタメ 提供中

27 ジーニアス和英辞典 MX 第 2 版 株式会社富士通パーソナルズ 情報・エンタメ 提供中

28 明鏡国語辞典 MX 第二版 株式会社富士通パーソナルズ 情報・エンタメ 提供中

29 日刊スポーツ 株式会社日刊スポーツ新聞社 情報・エンタメ 提供中

30 すし iQ ユナイテッド株式会社 情報・エンタメ 提供中

31 レストラン iQ ユナイテッド株式会社 情報・エンタメ 提供中

32 ワイン iQ ユナイテッド株式会社 情報・エンタメ 提供中

33 Relax Melodies Ipnos Software Inc. ヘルスケア 提供中

34 3 分フィットネス 株式会社エイチーム ヘルスケア 提供中

35 快眠サイクル時計 株式会社エイチーム ヘルスケア 提供中

36 楽々カロリー管理 株式会社エイチーム ヘルスケア 提供中

37 視力ケア アイトレ 3D 株式会社エイチーム ヘルスケア 提供中

38 医者からもらった薬がわかる本 株式会社 C2 ヘルスケア 提供中

39 効く！つぼ 株式会社 C2 ヘルスケア 提供中

40 家庭医学大全科 株式会社 C2 ヘルスケア 提供中

41 RenoBody ネオス株式会社 ヘルスケア 12 月上旬以降
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42 スマートステラ 株式会社アストロアーツ 学習・知育 提供中

43 EnglishCentral EnglishCentral, Inc. 学習・知育 提供中

44 えいご上手 株式会社 CAI メディア 学習・知育 提供中

45 えいご上手海外旅行編 株式会社 CAI メディア 学習・知育 提供中

46 英単完全攻略 8000 語 株式会社 CAI メディア 学習・知育 提供中

47 特打フリック ソースネクスト株式会社 学習・知育 提供中

48 プラレール クイズりょこうゲーム 株式会社タカラトミー 学習・知育 提供中

49 トミカ ハイパーレスキュー 株式会社タカラトミー 学習・知育 提供中

50 Toca Hair Salon 2 TOCA BOCA AB 学習・知育 12 月上旬以降

51 Toca Kitchen TOCA BOCA AB 学習・知育 12 月上旬以降

52 スマートフォンセキュリティ ソースネクスト株式会社 セキュリティ 提供中

53 スマートフォンロック ソースネクスト株式会社 セキュリティ 提供中

54 スマモリ
株式会社ワイエスシーインターナショ

ナル
セキュリティ 提供中

55 エキサイト英語翻訳 エキサイト株式会社 ツール 提供中

56 シフト勤務カレンダー 小出直人 ツール 提供中

57 らくメモ 株式会社 C2 ツール 提供中

58 超電卓 ソースネクスト株式会社 ツール 提供中

59 筆王 2015 ソースネクスト株式会社 ツール 提供中

60 万能カメラ ソースネクスト株式会社 ツール 提供中

61 超便利ツールズ ソースネクスト株式会社 ツール 提供中

62 超電池 ソースネクスト株式会社 ツール 提供中

63 驚速メモリ ソースネクスト株式会社 ツール 提供中

64 超ブルーライト削減 ソースネクスト株式会社 ツール 提供中

65 超スキャン ソースネクスト株式会社 ツール 提供中

66 超保存 ソースネクスト株式会社 ツール 12 月上旬以降

67 スマ時計 ソースネクスト株式会社 ツール 12 月上旬以降

68 ThinkFree Office ソースネクスト株式会社 ツール 提供中

69 ミルフォトブック プレミアム ビッグローブ株式会社 ツール 提供中

70
マネーフォワード for アプリ超ホ

ーダイ
株式会社マネーフォワード ツール 提供中

※提供アプリは延期もしくは変更になる可能性があります。

【 イオンリテール株式会社について 】

■会社名 ：イオンリテール株式会社

■所在地 ：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

■詳細 ：http://www.aeonretail.jp

「アプリ超ホーダイ」の製品概要

■製品名 ：「アプリ超ホーダイ」

■価格 ：月額360円（税別）

■提供開始日 ：2014年11月28日（金）

■製品内容 ：Androidアプリ定額使い放題サービス

■開発 ：ソースネクスト株式会社（各収録タイトルの開発はタイトルにより異なります。）

■販売 ：ソースネクスト株式会社

「アプリ超ホーダイ」の動作環境

■対応OS ：AndroidOS4.0以上

■インストール容量 ：約5MB（ 別にアプリごとの容量が必要です ）

■インターネットが使えること
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コピーライト表記について

■製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

© SOURCENEXT CORPORATION

お客様お問い合わせ先

■ソースネクスト・カスタマー・サポートセンター

ご購入前相談ダイヤル: 0570-035-333 （IP 電話からは 082-553-1081）

本製品に関する報道関係者のお問い合わせ先

■担当 ：ソースネクスト株式会社 ブランド推進室  小西由起・柳沼友香

■連絡先 ：TEL 050-5533-4602 FAX 03-6430-6405  MAIL pr@sourcenext.com

※レビュー用の製品貸出しは随時承っております。評価版が必要でしたらご連絡ください。

本件リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先

■担当 ：ソースネクスト PR 事務局（株式会社イニシャル内） 都丸・乗鞍
■連絡先 ：TEL 03-5572-6316 FAX 03-5572-6065   MAIL sourcenext@vectorinc.co.jp
※本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社イニシャルの個人情報保護方針に基づいて、
厳重に管理させて頂いております。今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は恐れ入りますが
privacy@vectorinc.co.jp までご連絡をお願い致します。

素材・プレスリリースなどのダウンロード

■パッケージデータや画面素材は、下記 PRESS 専用ホームページをご利用ください。

URL：http://sourcenext.co.jp/pr/


