2013 年 1 月 15 日
報道関係者各位

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構

EMA 認定制度
スマートフォン向けアプリケーション認定発表
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（以下「EMA」
）では、青少年の保護と
健全な育成を目的とし、モバイルサイトを対象とした「コミュニティサイト運用管理体制認定制
度*1」
、及び「サイト表現運用管理体制認定制度*2」を実施しております。
この度、コミュニティサイト運用管理体制認定制度において、別紙のアプリケーションを適合
と判定しましたので、2013 年 1 月 15 日付けをもって認定範囲に含まれるアプリケーションとし
て発表いたします。

【別紙】2013 年 1 月 15 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）
http://www.ema.or.jp/press/2012/0115_02.pdf

認定後は十分なサイト運用管理体制が維持されているか定期的に監視を実施し、是正処置・認
定取消を含む適切な対処をなすことで、認定の実効性を維持します。
なお、本認定制度おいて EMA の認定基準に適合したアプリケーションについては、認定範囲
に含まれることとなります。既に一部携帯電話事業者から発表されているスマートフォンにおけ
るフィルタリングにおいて反映される予定です。詳細については携帯電話事業者各社のホームペ
ージにてご確認下さい。
EMA では引き続き、本認定制度や啓発・教育などの活動を通じ、モバイルコンテンツの健全な
発展と、青少年保護と健全な育成を実現するインターネット利用環境におけるセーフティネット
の整備を推進して参ります。
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*1 コミュニティサイト運用管理体制認定制度
ユーザー投稿等により形成されるコミュニティサイトの健全な利用環境が整備・維持され
ることを目的とした認定制度です。EMA が策定した認定基準「コミュニティサイト運用管理
体制認定基準」をもとに審査を行い、本認定基準に適合したコミュニティサイトに対して認
定を付与します。
認定後は本認定基準に適合した運用管理体制が維持されているか確認するため、認定サイ
トに対して定期的・継続的な監視を実施します。また、一般ユーザー等から認定サイトへの
クレーム、問合せ、意見等を受付け、運用監視に活かすとともに本認定基準への反映も適宜
行います。
「コミュニティサイト運用管理体制認定基準」については以下のサイトをご参照ください。
http://www.ema.or.jp/dl/communitykijun.pdf
*2 サイト表現運用管理体制認定制度
文章表現、画像、動画、電子書籍類、ゲーム等のコンテンツを発信するモバイルサイトの
健全な利用環境が整備・維持されることを目的とした認定制度です。EMA が策定した「サイ
ト表現運用管理体制認定基準」では、サイト運営者が自社表現基準を定め、その自社表現基
準に基づき情報を適切に分類することを求めています。この認定制度は、認定基準に則り、
青少年の利用に配慮し、明確に分類された領域に対して認定を付与するものです。
認定後は、認定基準に適合した運用管理体制が維持されているか確認するため、認定対象
範囲に対して定期的・継続的な監視を実施します。また、一般ユーザー等から認定対象範囲
へのクレーム、問合せ、意見等を受付け、運用監視に活かすとともに認定基準への反映も適
宜行います。
「サイト表現運用管理体制認定基準」については以下のサイトをご参照ください。
http://www.ema.or.jp/dl/expressionkijun.pdf
※ 認定情報は毎月15日、月末日に発表いたします（12月は20日の1回のみ）。土日祝日にあたる
場合は、その前日になります。ただし、認定サイトがない場合の発表は行いません。
【参考】EMA 認定サイト情報
http://www.ema.or.jp/evaluation/
本プレスリリースに関するお問合せ先
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構
事務局 広報担当：岸原、清水
〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-38 千歳ビル3F
電話番号：03-6913-9235 FAX：03-5775-3885
http://www.ema.or.jp/
e-mail:info@ema.or.jp
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【別紙】

2013 年 1 月 15 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

： GREE
： グリー株式会社

認定範囲に含まれる ： Prizm Scramble (Android:com.virtualapexx.prizmscramble.full)
アプリケーション

クリスマス ライブ壁紙 Ver.5

（1／全 3 頁）

(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper387.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.6
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper388.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.7
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper389.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.8
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper392.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.9
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper390.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.10
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper391.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.11
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper393.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.12
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper394.gree)
将棋オンライン for GREE
(Android:jp.co.dreamonline.shogionline_gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.13
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper395.gree)
パイレーツ！海賊伝説
(Android:net.gree.android.pf.greeapp57432a)
ビックリマン：ダウンロード無料のカードバトル RPG
(Android:net.gree.android.pf.greeapp1264a)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.14
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper396.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.15
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper397.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.16
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper398.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.17
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper399.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.18
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper400.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.19
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper401.gree)
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認定範囲に含まれる

クリスマス ライブ壁紙 Ver.20

アプリケーション

(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper402.gree)

（2／全 3 頁）

クリスマス ライブ壁紙 Ver.21
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper403.gree)
ペルソナ 4 ザ・カードバトル
(Android:net.gree.android.pf.greeapp57585a)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.22
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper404.gree)
ブラックウッド ライブ壁紙
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper005.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.23
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper405.gree)
クリスマス ライブ壁紙 Ver.24
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper406.gree)
ドクロ ライブ壁紙 ⑥
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper014.gree)
ブルー ライブ壁紙 ②
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper006.gree)
Gunners Union (Android:net.gree.android.pf.greeapp57202a)
SCARESOUL (Android:net.gree.android.pf.greeapp57201a)
Haypi Kingdom for GREE
(Android:net.gree.android.pf.greeapp57664a)
Wacky Motors(ワッキーモーターズ)by GREE
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp49513B)
カラー ライブ壁紙
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper016.gree)
カラー ライブ壁紙 ②
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper020.gree)
クール ライブ壁紙 ④
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper018.gree)
ブルー ライブ壁紙 ③
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper021.gree)
雷 ライブ壁紙
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper023.gree)
月夜 ライブ壁紙
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper024.gree)
明暗 ライブ壁紙
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper025.gree)
Xamalga (Android:org.openformfoundation.xamalga)
戦国キングダム〜登録無料の GREE No.1 戦国ゲーム！！〜
(Android:net.gree.android.pf.greeapp943a)
メタルギア ソリッド ソーシャル・オプス
(Android:jp.gree.android.pf.greeapp56809)
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認定範囲に含まれる

桜

ライブ壁紙

アプリケーション

(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper027.gree)

（3／全 3 頁）

キラキラ ライブ壁紙
(Android:com.hwqkp.android.livewallpaper026.gree)
カラス花火 for GREE (Android:com.trisys.hanabi_gree)
パンダ麻雀 for GREE (Android:com.trisys.panda_GREE)

 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 ： アクア・パラダイス (Android:jp.mbga.a12006540.lite)
アプリケーション

アクア・パラダイス (Android:jp.mbga.a12006540)
リトルポップフロンティア (Android:jp.mbga.a12009991.lite)
リトルポップフロンティア (Android:jp.mbga.a12009991)
[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ 花の慶次 (Android:jp.mbga.a12011738.lite)
[モバ７]ﾊﾟﾁｽﾛ 花の慶次 (Android:jp.mbga.a12011738)
ネココレ (Android:jp.mbga.a12010970.lite)
ネココレ (Android:jp.mbga.a12010970)
学園ﾊﾝｻﾑ for Mobage (Android:jp.mbga.a12011368.lite)
学園ﾊﾝｻﾑ for Mobage (Android:jp.mbga.a12011368)
神戦キュリエール (Android:jp.mbga.a12011986.lite)
神戦キュリエール (Android:jp.mbga.a12011986)

※「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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