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メインカテゴリ名 サブカテゴリ名 アプリ名 アプリ紹介 提供者会社

テレビ・映画・映像 ビデオパス for TV テレビでもビデオパスが楽しめる！ ＫＤＤＩ株式会社

的格言 あなたにピッタリの格言を表示します。トレーニングRPGや恋愛ゲームなど充実！ 有限会社井桁屋

スマホガール 女子で作る女子のためのスマートフォン情報サイト 株式会社ｍｅｄｉｂａ

Combi ゆびであそぼう！コンビの森 Combi 監修★森のなかまたちとあそぼう！お子さまが楽しめる動きがいっぱいです 株式会社ディースリー・パブリッシャー

LISMO WAVE 北海道から沖縄まで全国の民放FMラジオが聞けるのはこのアプリ！ ＫＤＤＩ株式会社

LISMO アーティストのニュースや新譜リリースをお知らせしてくれるミュージックプレイヤー！ ＫＤＤＩ株式会社

カラオケ歌い放題 for au いつでもどこでも本格カラオケが歌い放題！ 株式会社ヤマハミュージックメディア

うたパス 流れる音楽、聴き放題！友達と一緒に音楽が聴ける！ ＫＤＤＩ／レコチョク

14万曲取り放題着メロ★歌詞ｽﾏﾌｫﾒﾛﾃﾞｨ for au [人気＆曲数No.1]着信音・通知音への設定が簡単な着メロアプリ♪歌詞も見放題！ ビッグローブ株式会社

細木数子六星占術 ★細木数子があなたの運命と相性を鑑定★ 株式会社サイバード

一億人の星座占い 閲覧注意？あなたの持って生まれた“すべての運勢”が、まるわかり！ アンドロイダー株式会社

一億人の姓名判断 ふたりの名前に込められた恋運命、そして未来を占います！ アンドロイダー株式会社

新宿の母 鑑定歴50年、相談者300万人！「新宿の母」が運命を言い当てます！ アンドロイダー株式会社

恋愛心理テスト診断 毎日更新★恋愛運占い・心理テストが新登場♪あなたの恋愛も思い通りになっちゃいます ユナイテッド株式会社

Dr.コパ恋愛金運風水 あのDr.コパがあなたの開運を手助けします！ 株式会社エムティーアイ

橋本京明ラスト陰陽師 平成のラスト陰陽師「橋本京明」驚異の四柱推命占い！ 株式会社エムティーアイ

銀座の母◇横田淑恵 「口は悪いが占いは的中！」と話題の“銀座の母”が、あなたの運命をメッタ斬り！ 株式会社エムティーアイ

ジョナサンケイナー★占星術 世界で有名な西洋占星術師ジョナサン・ケイナーがあなたの運命を占う！ 株式会社エムティーアイ

今日の運勢DX for au 12星座占いやタロット・心理テストなど、気軽に楽しめる占いがいっぱい！ 株式会社エムティーアイ

星ひとみ☆天星術 あの俳優の結婚を導いた、芸能界騒然のセレブ鑑定をあなたも！ 株式会社エムティーアイ

タレント名鑑・芸能ニュース タレント名鑑は顔写真付きで2万人以上収録！芸能ニュースも画像つき！ ＴＢＳテレビ

EXILE mobile for auスマートパス EXILE mobileから動画コーナーがauスマートパスに！ 株式会社ＬＤＨ

キノコバランス 単純だけど面白い！一人でもみんなでも楽しめるバランスゲーム 株式会社セップ

ぶらり・世界ウンテイ for au なぜなら､そこにウンテイがあるから！地球一周ウンテイにチャレンジ！ １ＵＰＧＡＭＥＳ　Ｉｎｃ．

トミカ ハイパーレスキュー 「トミカ ハイパーレスキュー」のゲーム! 株式会社タカラトミーエンタメディア

名探偵コナン推理ゲーム コナンや蘭と協力して真犯人を突き止めろ！ 株式会社サイバード

Ｄ．Ｍ．Ｌ．Ｃ． -デスマッチラブコメ- 【10月更新！】スマートパス限定コンテンツを追加！ ＫＥＭＣＯ

スポーツ 直感☆ボウリング-アニマルver.- かわいい動物デザインのボウリングゲーム！ 株式会社Ａｎｄ　Ｊｏｙ

大富豪BEST for au -Smart TV Box/Stick- これがベストオブ大富豪だ！! （Smart TV Box/Stick専用） ウィルメディア株式会社

銀星囲碁 世界最強のAIエンジン搭載によって、最高峰の強さを実現した囲碁アプリです！ 株式会社シルバースタージャパン

銀星将棋 CPUの最強レベルが強い　本格将棋アプリ！ 株式会社シルバースタージャパン

ねこりばーし ちょー癒し系のネコ達と肉球のコマでリバーシ遊び！ 株式会社シルバースタージャパン

オセロ Online 最強オセロプログラム王者「ハヤブサ」に挑戦しよう！ ＢＴＤ　ＳＴＵＤＩＯ株式会社

四人打ち麻雀オンライン 全国10万人の雀士と本格オンライン対戦 ＢＴＤ　ＳＴＵＤＩＯ株式会社

詰将棋 1手詰から11手詰まで、多彩な問題400問以上！さらに毎月30問を追加配信!! 株式会社アンバランス

金沢将棋レベル100 初心者から四段まで300段階のレベル！豊富な戦法も楽しめる。 株式会社アンバランス

THE 麻雀 ナビ付きで初心者も安心♪本格思考で楽しめる３Ｄ四人打ち麻雀！ 株式会社ディースリー・パブリッシャー

THE 麻雀パズル～二角取り～ 単純だけどハマるパズルゲーム「二角取り」が直感的な操作で遊びやすくなって登場！ 株式会社ディースリー・パブリッシャー

THE 大富豪 多彩なルールで盛り上がろう！賑やかキャラたちとワイワイ楽しめる大富豪！ 株式会社ディースリー・パブリッシャー

動体視力測定器 あなたの動体視力年齢は？ 株式会社インフィニティソフトウェア

バニラのはっぴいバスケット ﾋﾟｺﾋﾟｺﾚｸｼｮﾝ3 ハートをつなげて消してゆく､爽快連鎖アクションパズル！ １ＵＰＧＡＭＥＳ　Ｉｎｃ．

スーパー戦隊大集結！君のヒーローをみつけよう！ 歴代39戦隊が大集結！君は見つけられるか！！ 東映株式会社

上海 パズルゲーム上海を自分好みにカスタマイズ！ サン電子株式会社

ぷよぷよフィーバーTOUCH 誰でも遊べる人気落ちものパズルゲーム「ぷよぷよフィーバー」！！ 株式会社セガ

いつでもパズル　イラロジ　Vol.1 高精細画面にも対応した、ペイント型パズルゲーム！ ＫＥＭＣＯ

いつでもパズル　数プレ 【続々問題追加！】クールでスタイリッシュな数字のパズル！ ＫＥＭＣＯ

WANBO BLOX 絶対「ハマる」やみつきパズルゲーム！ 株式会社Ａｎｄ　Ｊｏｙ

ブロック崩し＆パーティーゲーム ブロック崩しやもぐらたたきなど、楽しく盛り上がれるゲーム盛り沢山！ 株式会社シルバースタージャパン

この国どーこだ？ 世界各国の首都や国旗を楽しく学ぼう！ 株式会社エクスラント

パチンコ・パチスロ CRA戦国乙女2 平和のパチンコアプリ「CRA戦国乙女2」 平和アプリＤＸ

auショッピングモール スマートフォンでも便利にお得にお買い物！ ＫＤＤＩ株式会社＆株式会社モバオク

au Brand Garden au直営ファッション通販サイト ＫＤＤＩ株式会社／スタイライフ株式会社

Karada Manager for TV 家族の健康に役立つ情報を、毎日、日替わりでお届けします ＫＤＤＩ＆ネオス

家庭医学大全科 for au スマートパス会員は￥3,700が無料！病気について解説された家庭用医学書の決定版 株式会社Ｃ２

医者からもらった薬がわかる本 for au 定価￥3,086がスマパス会員なら￥0！12,000品目の処方薬の情報がわかる！ 株式会社Ｃ２

救命・応急手当の基礎知識 for au 突然の病気やケガのときに役立つ救命・応急手当の基礎知識がわかります 株式会社Ｃ２

全国病院検索 for au 全国の病院を口コミで選べる！近くの名医を簡単チェック！スマパス会員は口コミ見放題 株式会社Ｃ２

女性の医学 for au 女性特有の病気がわかる定番アプリ 株式会社Ｃ２

家庭のドクター 標準治療 for au 定価￥2,880がスマパスなら無料！病気の知識と最適な治療法がわかるアプリです。 株式会社Ｃ２

育児ナビ-子どもの病気と育児百科 育児中の「困った」をまるごと解決！育児のノウハウと子どもの病気が詳しく分かる 株式会社Ｃ２

健康レシピ♪からだによく効く食材大事典 新レシピメニュー追加！体の中から健康＆キレイに☆　冷え性・便秘・肌荒れ知らず！ イマジニア株式会社

つぼ 世界初！健康の「つぼ」アプリ ボクシーズ株式会社

スポニチプロ野球速報 プロ野球の試合速報と野球ニュースが楽しめます。野球ファン必見です！ スポーツニッポン新聞社

スポニチサッカー サッカーの最新情報はこちら！豊富なニュースやデータ、試合速報をお楽しみください！ スポーツニッポン新聞社

Ｊリーグスタジアム Jリーグ情報満載のスマートフォンアプリケーション「Ｊリーグスタジアム」 データスタジアム株式会社

ゴルフ練習帳 いつでも、どこでも思い立った時にゴルフの練習はできる！ 株式会社ＰＨＰ研究所

ダイエット moviefit -ダイエット動画見放題- EXILE公式トレーナー監修 ダイエット動画見放題！体重管理もできる！ 株式会社デジマース

らくらく睡眠アプリ これであなたもすっきり快眠！　眠れない日々からも脱出！！ 株式会社シルバースタージャパン

モバイル家計簿 底値が管理できる高機能な家計簿アプリ！ 株式会社シルバースタージャパン

プライバシーガード au アプリやメールを暗証番号で守る！累計５０万ＤＬの必携ツール 株式会社テレマークス

瞬間日記 for au ～自由に、気軽に、毎日の記録～ ウタゴエ株式会社

ウイルスバスターfor au 安心のセキュリティ対策を提供します！auスマートパス会員なら無料です。 トレンドマイクロ株式会社

au Wi-Fi接続ツール [au Wi-Fi SPOT][Wi-Fi HOME SPOT]用アプリ ＫＤＤＩ株式会社

天気・ニュース ニュース auヘッドライン まとめニュースや動画など、コンテンツを更に充実させてリニューアル！ ＫＤＤＩ／テレビ朝日

ビジネス 仕事
KINGSOFT Office for Android

【word/Excel/PowerPintの作成編集アプリPDF対応】
販売本数No.1！オフィス文書をスマートフォンで閲覧・編集とＰＤＦにも対応！！ キングソフト株式会社

簡単レシピと裏ワザ集 ★簡単レシピやすぐ試せる料理の裏ワザが満載★冷蔵庫の食材で即もう1品作れちゃう♪ ユナイテッド株式会社

モテ雑学★ワイン365 ★ワインをおしく飲もう♪全問丁寧な解説付きで初心者でも本格的な知識が身に付く！ ユナイテッド株式会社

モテ雑学★すし365 ★もう寿司屋のカウンターでビビらない！もっとお寿司をおいしく食べよう♪ ユナイテッド株式会社

お酒に合う★簡単おつまみレシピ集 ★簡単おつまみレシピやお酒に関するクイズが満載★手軽にオシャレおつまみを作ろう♪ ユナイテッド株式会社

女子栄養大学の学生食堂 気がついたら体が軽くなっている、カロリーオフの工夫がいっぱい！ 株式会社ＰＨＰ研究所

英単語の達人 70万人が使った定番アプリで3000語マスター 株式会社アルタビスタライズ

英熟語の達人 57万人が使った定番アプリで1000語マスター 株式会社アルタビスタライズ

まじめな英熟語1000(しぇん) ★AppStore 2位獲得★ゆるく楽しく1000熟語習得 株式会社アルタビスタライズ

まじめな英単語3000(さんじぇん) ★AppStore 1位獲得★ゆるく楽しく3000単語習得 株式会社アルタビスタライズ

英検の英会話 瞬発スピーキング 落ちゲーで英会話！CMでおなじみ安河内哲也監修！ 株式会社アルタビスタライズ

お酒手帳（総合版） カクテル・日本酒・焼酎・ワイン・洋酒の全てが分かる総合お酒辞典です 株式会社エア

全国5つ星の手みやげ 全国各地の手みやげを厳選して紹介。手みやげ選びの際の必携アプリ 株式会社エア

リアルアニマルHD 手のひらの上のサファリパーク！ リアルな動物に触れよう！ 株式会社プロペ

さわって生まれる! 動くお絵かき (幼児用) お絵かき感覚で線や点が生き物となって動き出す、幼児(～6才)向け知育アプリ Ａｔｅｃｈ　Ｉｎｃ．

タッチ！おしゃべりずかん 色々な物や生き物の名前を教えてくれる遊んで学べるアプリ！ ハッピーミール株式会社

敬語検定 意外と知らずに使っている間違い敬語。そのままでは社会人失格です。 株式会社ＰＨＰ研究所

ネットコミュニケーション メール デコデコスタンプ LINEで使える人気スタンプ続々配信中！！40,000点以上のデコメも取り放題♪ 日本エンタープライズ株式会社
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