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「アプリ超ホーダイ」タイトル数 91タイトルに拡充
2,000冊以上の雑誌読み放題アプリも追加のお知らせ

ソースネクスト株式会社は、スマホアプリが定額料金で使い放題のサービス「アプリ超ホーダイ」で使

えるタイトルが、合計91タイトルを突破しましたことを下記の通りお知らせいたします。

記

１．発表内容

当社は、平成 26 年 10 月に「アプリ超ホーダイ」を発売いたしましたが、12 月 24 日に、新たに

24 アプリを追加し、合計 91タイトルへとサービスを拡充いたしました。

「バイオハザード 4」などの人気ゲームの他、2,000 冊以上の雑誌が読み放題になる

「FujisanReader※」といった、これまで当社が提供していなかったジャンルのアプリを、新たに提

供開始します。

当社はこれにより、更なる新規ユーザーの獲得とマーケットの拡大につながると考えております。

※「FujisanReader」は、日本最大級の雑誌専門サイト「Fujisan.co.jp」が提供元です。株式会社富士山マガジンサ

ービス(本社：東京都港区南平台町 16-11 アライブ南平台ビル 8F 代表取締役社長：西野 伸一郎)が運営しており

ます。

２．アプリ超ホーダイの特長

・ウイルス対策アプリから電池消耗改善アプリ、目の保護アプリ、各種学習アプリ、ゲームまで、幅

広い分野をカバーしています。

・管理アプリをインストールするだけで、簡単に利用開始できます。

・利用期間中にバージョンアップがあった場合も、常に最新バージョンが使えます。

・新タイトルを更に順次拡大予定です。

（参考）タイトル一覧

No タイトル(正式名称) アプリ提供会社 ジャンル

1 100 万人のための囲碁 株式会社アンバランス ゲーム

2 100 万人のための麻雀 株式会社アンバランス ゲーム

3 アクアフィッシュ 株式会社アンバランス ゲーム

4 金沢将棋レベル 100 株式会社アンバランス ゲーム

5 ザ・オセロ 株式会社アンバランス ゲーム

6 ザ・花札 株式会社アンバランス ゲーム



7 ストリートファイター IV 株式会社カプコン ゲーム

8 バイオハザード 4 株式会社カプコン ゲーム

9
モンスターハンター DYNAMIC 
HUNTING

株式会社カプコン ゲーム

10 逆転裁判 123HD 株式会社カプコン ゲーム

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

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

13 ナイスショットゴルフ 株式会社コトブキソリューション ゲーム

14 ソニックアドバンス 株式会社セガ ゲーム

15 ソニックジャンプ 株式会社セガ ゲーム

16 ナンプレトレーナー 株式会社セガ ゲーム

17 ばくばくアニマル 株式会社セガ ゲーム

18 ぷよぷよソリティア 株式会社セガ ゲーム

19 ぷよぷよフィーバーTOUCH 株式会社セガ ゲーム

20 人生ゲーム 株式会社タカラトミー ゲーム

21 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

22 Tap10 ユナイテッド株式会社 ゲーム

23 R-TYPE 株式会社ワーカービー ゲーム

24 ザ・手相 株式会社アンバランス 情報・エンタメ

25 お酒手帳（総合版） 株式会社エア 情報・エンタメ

26 故事ことわざの辞典 株式会社エア 情報・エンタメ

27 雑学大全 株式会社エア 情報・エンタメ

28 全国５つ星の手みやげ 株式会社エア 情報・エンタメ

29 名言名句の辞典 株式会社エア 情報・エンタメ

30 焼肉手帳 株式会社エア 情報・エンタメ

31 四字熟語の辞典 株式会社エア 情報・エンタメ

32 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

33 細木数子六星占術 株式会社サイバード 情報・エンタメ

34 簡単！身近な節約術 株式会社シーエー・モバイル 情報・エンタメ

35 スタンプ★つくり放題 日本エンタープライズ株式会社 情報・エンタメ

36 スマフォメロディ ビッグローブ株式会社 情報・エンタメ ※

37 FujisanReader 株式会社富士山マガジンサービス 情報・エンタメ

38 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

39 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

40 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

41 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

42 すし iQ ユナイテッド株式会社 情報・エンタメ

43 レストラン iQ ユナイテッド株式会社 情報・エンタメ

44 ワイン iQ ユナイテッド株式会社 情報・エンタメ

45 Relax Melodies Ipnos Software Inc. ヘルスケア

46 3 分フィットネス 株式会社エイチーム ヘルスケア

47 快眠サイクル時計 株式会社エイチーム ヘルスケア

48 楽々カロリー管理 株式会社エイチーム ヘルスケア

49 視力ケア アイトレ 3D 株式会社エイチーム ヘルスケア

50 医者からもらった薬がわかる本 株式会社 C2 ヘルスケア

51 効く！つぼ 株式会社 C2 ヘルスケア

52 家庭医学大全科 株式会社 C2 ヘルスケア



53 RenoBody ネオス株式会社 ヘルスケア

54 女性のキレイ・リズム 日本エンタープライズ株式会社 ヘルスケア

55 絵本読み放題 株式会社アイフリーク モバイル 学習・知育

56 スマートステラ 株式会社アストロアーツ 学習・知育

57 EnglishCentral EnglishCentral, Inc. 学習・知育

58 えいご上手 株式会社 CAI メディア 学習・知育

59 えいご上手海外旅行編 株式会社 CAI メディア 学習・知育

60 英単完全攻略 8000 語 株式会社 CAI メディア 学習・知育

61 特打フリック ソースネクスト株式会社 学習・知育

62 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

63 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

64 Toca Hair Salon 2 TOCA BOCA AB 学習・知育 ※

65 Toca Kitchen TOCA BOCA AB 学習・知育 ※

66 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

67 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

68 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

69 エキサイト英語翻訳 エキサイト株式会社 ツール

70 シフト勤務カレンダー 小出直人 ツール

71 らくメモ 株式会社 C2 ツール

72 Camera2 JFDP Labs ツール

73 PaperArtist JFDP Labs Limited ツール

74 PaperCamera JFDP Labs ツール

75 驚速メモリ ソースネクスト株式会社 ツール

76 自撮りカメラ ソースネクスト株式会社 ツール

77 超スキャン ソースネクスト株式会社 ツール

78 超電卓 ソースネクスト株式会社 ツール

79 超電池 ソースネクスト株式会社 ツール

80 超ブルーライト削減 ソースネクスト株式会社 ツール

81 超便利ツールズ ソースネクスト株式会社 ツール

82 超保存 ソースネクスト株式会社 ツール

83 万能カメラ ソースネクスト株式会社 ツール

84 筆王 2015 ソースネクスト株式会社 ツール

85 スマ時計 ソースネクスト株式会社 ツール ※

86 ThinkFree Office ソースネクスト株式会社 ツール

87 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

88 ゴルフな日～GPS ゴルフナビ～ 株式会社マップル・オン ツール

89 マネーフォワード 株式会社マネーフォワード ツール

90 PaPatto♪♪プレミアム 株式会社モバイルファクトリー ツール

91 おしゃべり翻訳機～10 カ国対応～ 株式会社ワイエスシーインターナショナル ツール

※…1 月以降のリリースを予定しています。

以上


