【別紙】

2012 年 10 月 31 日付け
コミュニティサイト運用管理体制認定制度（スマートフォン向けアプリケーション）
 認定サイト名
運営事業者名

： ソーシャル・ネットワーキング サービス『mixi』
： 株式会社ミクシィ

認定範囲に含まれる ： mixi(jp.mixi)
アプリケーション

Feel on! mixi(feelon-mixi.apk)
サンシャイン牧場(com.rekoo.farm.main)
mixi パーク(jp.mixi.mixipark)

 認定サイト名
運営事業者名

： GREE
： グリー株式会社

認定範囲に含まれる ： GREE (グリー)(jp.gree.android.app)
踊り子クリノッペ by GREE(グリー)(jp.gree.android.pf.greeapp95)
アプリケーション

 認定サイト名
運営事業者名

： Mobage
： 株式会社ディー・エヌ・エー

認定範囲に含まれる ： [モバ７]2027(jp.mbga.a12008883.lite)
アプリケーション
（1／全 5 頁）

[モバ７]2027(jp.mbga.a12008883)
[モバ７]BLACK LAGOON ﾊﾟﾁｽﾛ(jp.mbga.a12010812.lite)
[モバ７]BLACK LAGOON ﾊﾟﾁｽﾛ(jp.mbga.a12010812)
[モバ７]CR 天才バカボン(jp.mbga.a12010132.lite)
[モバ７]CR 天才バカボン(jp.mbga.a12010132)
[モバ７]ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾝｺﾞ(jp.mbga.a12008354.lite)
[モバ７]ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾝｺﾞ(jp.mbga.a12008354)
[モバ７]スカイラブ２(jp.mbga.a12008561.lite)
[モバ７]スカイラブ２(jp.mbga.a12008561)
[モバ７]巨人の星 (jp.mbga.a12008884.lite)
[モバ７]巨人の星 (jp.mbga.a12008884)
100 万人の NINJA GAIDEN(jp.mbga.a12007078.lite)
100 万人の NINJA GAIDEN(jp.mbga.a12007078)
100 万人のモンスターファーム(jp.mbga.a12005741.lite)
100 万人のモンスターファーム(jp.mbga.a12005741)
３分ゼミ 英会話 for Mobage (モバゲー)(jp.mbga.g431901)
３分ゼミ 漢検 for Mobage (モバゲー)(jp.mbga.g431902)
３分ゼミ 韓国語 for Mobage (モバゲー)(jp.mbga.g431904)
３分ゼミ 中国語 for Mobage (モバゲー)(jp.mbga.g431903)
BASEBALL STADIUM DATA(jp.mbga.a12010932.lite)
BASEBALL STADIUM DATA(jp.mbga.a12010932)
HINANO x blondy for Mobage(jp.mbga.g440611)
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認定範囲に含まれる

J.J.ROCKETS(jp.mbga.a12011158.lite)

アプリケーション

J.J.ROCKETS(jp.mbga.a12011158)

（2／全 5 頁）

Pocket Frogs(jp.mbga.a12008229.lite)
Pocket Frogs(jp.mbga.a12008229)
SOCCER STADIUM DATA(jp.mbga.a12011699.lite)
SOCCER STADIUM DATA(jp.mbga.a12011699)
THE ゴルフ(jp.mbga.g420804)
THE テニス(jp.mbga.g420801)
THE テニス２(jp.mbga.a12011458.lite)
THE テニス２(jp.mbga.a12011458)
THE バレーボール(jp.mbga.g420802)
THE フットサル(jp.mbga.g420803)
THE ゴルフ２(jp.mbga.a12011627.lite)
THE ゴルフ２(jp.mbga.a12011627)
Tiny Tower(jp.mbga.a12010766.lite)
Tiny Tower(jp.mbga.a12010766)
Vegas Strip City(jp.mbga.a12005920.lite)
Vegas Strip City(jp.mbga.a12005920)
WORDDICT!(jp.mbga.a12005991.lite)
WORDDICT!(jp.mbga.a12005991)
Zombie Farm(jp.mbga.a12008442.lite)
Zombie Farm(jp.mbga.a12008442)
Zoo Land(jp.mbga.a12007496.lite)
Zoo Land(jp.mbga.a12007496)
アクアコレクション(jp.mbga.a11200002.lite)
アクアコレクション(jp.mbga.a11200002)
怒り卵(jp.mbga.g422002)
エイリアン vs ガンナーズ(jp.mbga.a12008727.lite)
エイリアン vs ガンナーズ(jp.mbga.a12008727)
ｴｰｼﾞｪﾝﾄｾﾌﾞﾝ 〜謎の怪盗団編〜(jp.mbga.a12009027.lite)
ｴｰｼﾞｪﾝﾄｾﾌﾞﾝ 〜謎の怪盗団編〜(jp.mbga.a12009027)
エルフディフェンス(jp.mbga.a12008920.lite)
エルフディフェンス(jp.mbga.a12008920)
エンパイア オンライン(jp.mbga.a12008610.lite)
エンパイア オンライン(jp.mbga.a12008610)
お助けチュー！(jp.mbga.g422003)
ガイアゲート(jp.mbga.a12010057.lite)
ガイアゲート(jp.mbga.a12010057)
カジノスロット[本格カジノゲーム](jp.mbga.g420207)
クレーンゲーム(jp.mbga.g420503)
クロスワード(jp.mbga.g421601)
コインパーティー[本格コイン落としゲーム](jp.mbga.g420504)
コビッツ(jp.mbga.a12008636.lite)
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認定範囲に含まれる

コビッツ(jp.mbga.a12008636)

アプリケーション

コンボキマール(jp.mbga.a12011159.lite)

（3／全 5 頁）

コンボキマール(jp.mbga.a12011159)
ザ・デップショー for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607038)
サバイバル OX クイズ(jp.mbga.a12009178.lite)
サバイバル OX クイズ(jp.mbga.a12009178)
スピード[本格トランプゲーム](jp.mbga.g420501)
スマッシュスライム for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g430102)
ソリティア[本格トランプゲーム](jp.mbga.g420203)
ダークメナス(jp.mbga.a12009896.lite)
ダークメナス(jp.mbga.a12009896)
タックル入部祭 for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607568)
脱出ゲーム(jp.mbga.g420903)
タッチでラブ診断 for Mobage(jp.mbga.g440602)
デップ大サーカス for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607069)
ドラゴンメカニック(jp.mbga.a12008738.lite)
ドラゴンメカニック(jp.mbga.a12008738)
ドリ子ドリーム for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607552)
ナンバープレイス(jp.mbga.g421002)
ニューペガサス（1.5 号機）(jp.mbga.a12011662)
ノーモア★ヒーローズ WR(jp.mbga.a12011156.lite)
ノーモア★ヒーローズ WR(jp.mbga.a12011156)
パズル バルーンハント(jp.mbga.g420303)
パチリ☆モンスター(jp.mbga.a12008692.lite)
パチリ☆モンスター(jp.mbga.a12008692)
バディモンスター(jp.mbga.a12008658.lite)
バディモンスター(jp.mbga.a12008658)
花札[本格こいこい対局](jp.mbga.g420202)
パラダイス アイランド(jp.mbga.a12007103)
ハローキティくるキャラ雑貨店(jp.mbga.a12006159.lite)
ハローキティくるキャラ雑貨店(jp.mbga.a12006159)
ぱんだ リバーシ(jp.mbga.g420702)
ピクチャーロジック(jp.mbga.g421001)
プティの王国(jp.mbga.a11200004.lite)
プティの王国(jp.mbga.a11200004)
ブラックジャック[本格カジノゲーム](jp.mbga.g420206)
ブロック崩し(jp.mbga.g420302)
ポーカー[本格カジノゲーム](jp.mbga.g420205)
まいにち！スピード英単語 for Mobage（モバゲー）
(jp.mbga.g430804)
まいにち！スピード漢字 for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g430805)
まいにち☆誕生日占い for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g430803)
マクロス SP クロスデカルチャー(jp.mbga.a12008983.lite)
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認定範囲に含まれる

マクロス SP クロスデカルチャー(jp.mbga.a12008983)

アプリケーション

メイプルストーリーレイダーズ(jp.mbga.a12009956.lite)

（4／全 5 頁）

メイプルストーリーレイダーズ(jp.mbga.a12009956)
もぐらたたき(jp.mbga.g420901)
もののけ大戦

陣 (jp.mbga.a12008634.lite)

もののけ大戦

陣 (jp.mbga.a12008634)

モバ７(jp.mbga.a12007414.lite)
モバ７(jp.mbga.a12007414)
もやしもんガチャガチャ(jp.mbga.a12003489.lite)
もやしもんガチャガチャ(jp.mbga.a12003489)
リバーシ[本格ボードゲーム](jp.mbga.g420301)
ロスト・キングダム(jp.mbga.a12009979.lite)
ロスト・キングダム(jp.mbga.a12009979)
ロックオンシューター for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g430101)
わくわく☆どうぶつ診断 for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g430802)
育てて突撃 野菜兵(jp.mbga.a12005902.lite)
育てて突撃 野菜兵(jp.mbga.a12005902)
学校アソボーヤ for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607565)
逆襲のファンタジカ(jp.mbga.a12007722.lite)
逆襲のファンタジカ(jp.mbga.a12007722)
激突!!ワイルドドライブ(jp.mbga.a12009435.lite)
激突!!ワイルドドライブ(jp.mbga.a12009435)
五目並べ[本格ボードゲーム](jp.mbga.g420304)
手裏剣スマッシュ(jp.mbga.a12007394.lite)
手裏剣スマッシュ(jp.mbga.a12007394)
召喚×進撃×モンスターズ！！(jp.mbga.a12007755.lite)
召喚×進撃×モンスターズ！！(jp.mbga.a12007755)
将棋[本格ボードゲーム](jp.mbga.g420305)
神魔×継承!ラグナブレイク(jp.mbga.a12008490.lite)
神魔×継承!ラグナブレイク(jp.mbga.a12008490)
世界畑化計画(jp.mbga.a12008534.lite)
世界畑化計画(jp.mbga.a12008534)
戦国パズル!!あにまる大合戦(jp.mbga.a12010716.lite)
戦国パズル!!あにまる大合戦(jp.mbga.a12010716)
大富豪[本格トランプゲーム](jp.mbga.g420201)
脱出！じいちゃん(jp.mbga.g422001)
脱出ゲーム・封鎖病棟(jp.mbga.a12010623.lite)
脱出ゲーム・封鎖病棟(jp.mbga.a12010623)
二角取り四川省(jp.mbga.g420902)
日本料亭長リチャード for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607083)
忍者ロワイヤル(jp.mbga.a11200001.lite)
忍者ロワイヤル(jp.mbga.a11200001)
浮気カメラ for Mobage(jp.co.plusd.UwakiDoCheck)
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認定範囲に含まれる

萌えっ！大富豪(jp.mbga.g420703)

アプリケーション

牧場ホッコリーナ(jp.mbga.a11200003.lite)

（5／全 5 頁）

牧場ホッコリーナ(jp.mbga.a11200003)
麻雀 〜無双雀極伝〜[本格４人打ち麻雀](jp.mbga.g420208)
麻雀[本格４人打ち麻雀](jp.mbga.g420204)
夢バスケ for Mobage（モバゲー）(jp.mbga.g607507)
Mobage（モバゲー）(jp.mbga.portal)
Mobage（モバゲー） Lite(jp.mbga.portal.lite)
100 万人のモンスターファーム(jp.mbga.g12005741.mktapp)
ドラゴンメカニック(jp.mbga.g12008738.mktapp)
召喚×進撃×モンスターズ！！(jp.mbga.g12007755.mktapp)
世界畑化計画 479 (jp.mbga.g12008534.mktapp)

※「認定範囲に含まれるアプリケーション」では、アプリケーションの名称と、
括弧内に提供 OS 及びアプリケーション固有の識別子(Android:Package name、
iPhone:Apple ID、Windows Phone:APPID(Product ID)を記載しています。
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