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ｇｒａｐｈｉｃ ｓｔａｔｉｏｎ『Ａｎｉｍａｌ ＢＡＢＹ Ｃａｒｄ』マチキャラ配信開始!! 

 
「マチキャラ」対応 i モード公式サイト 

モバイルソリューションカンパニーの日本エンタープライズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 植田勝典）は、 

ｉモード公式サイト「デコデコ★こんしぇる」において、株式会社アートプリントジャパン（本社：東京都練馬区、代表取締役 

社長 吉田 敏雄）が手がけるアートブランド「ｇｒａｐｈｉｃ ｓｔａｔｉｏｎ」のグリーティングカード『Ａｎｉｍａｌ ＢＡＢＹ Ｃａｒｄ／くま』 

デザインのマチキャラを平成21年10月29日より配信いたします。 

 『Ａｎｉｍａｌ ＢＡＢＹ Ｃａｒｄ』は、 「ｇｒａｐｈｉｃ ｓｔａｔｉｏｎ」ブランドから発売中のハンドメイドカードで、これまでに「くま」および 

「うさぎ」の動物をモチーフとしたフェルト素材のキュートなデザインが人気を博しております。 

当社は、今後もお客様にお喜びいただける魅力的なモバイルコンテンツの提供に努めてまいります。   

 

 

 

 

 

 

1．提供内容 

サービス概要 

ARTPRINTJAPAN Co.,LTD.

『Ａｎｉｍａｌ ＢＡＢＹ Ｃａｒｄ』の「マチキャラ」として、『アニマルベビー／くま』をモチーフにしたマチキャラコンテンツの配信

開始をいたします。 

また、『アニマルベビー／くま』の「マチキャラ」コンテンツにピッタリの「背景Flash待受」も同時配信します。 
 

＜「マチキャラ」表示イメージ＞

『アニマルベビー／くま』が待受画面上を縦横無尽にハイハイしながら動き回ります。 

端末情報に応じた動きや、 

めったにみられない「くせ」もあります。

＜「マチキャラ」コンテンツイメージ＞ 

『アニマルベビー／くま』がお知らせします。 

「ｉコンシェル」にも対応。受信した情報を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2．情報料 

①月額コース：200ｐｔ／件 

 ※スタンダードプラン（月額315円（税込）/300ポイント）またはライトコース（月額210円（税込）/200ポイント）へのご入会が必要です。 

②個別課金：210円（税込）／件 

 ※無料マイメニュー登録が必要です。（ダウンロード時に同時登録となります。） 

3．提供開始日 

平成21年10月29日（木）17時～ 

 

（1）商品情報 

グリーティングカード「Ａｎｉｍａｌ ＢＡＢＹ Ｃａｒｄ」概要 

アニマルベビーカード／くま 

（HC-1000007601） 

価格：336 円 

（本体価格320 円、消費税等16 円） 

※フェルト素材 

※ほ乳びんのミニカード付 

アニマルベビーカード／うさぎ 

（HC-1000007602） 

価格：336 円 

 

 

（本体価格320 円、消費税等16 円） 

※フェルト素材 

※ほ乳びんのミニカード付 

 

 

 

（2） 取扱販売店 

①Ａ．Ｐ．Ｊ直営店 

施設名 フロア 店舗ブランド名 

東京国際フォーラム １Ｆ フォーラムアートショップ（FORUM ART SHOP） 

東京芸術劇場 １Ｆ ミュージアムアートギャラリー（MUSEUM ART GALLERY） 

池袋メトロポリタンプラザ ２Ｆ ギャラリーＣライン（GALLERY C Line） 

文京グリーンコート １Ｆ ザ・ギャラリー（Za Gallery） 

アトレ上野 １Ｆ ミュージアムアートギャラリー（MUSEUM ART GALLERY） 

 

②全国の主要専門店／量販店 

    ロフト、東急ハンズ、イトーヨーカ堂、ダイエー、マイカル（ＳＡＴＹ、ＶＩＶＩＲＥ）、ジャスコ 等 

 

③全国の主要百貨店 

伊勢丹百貨店、西武百貨店、三越百貨店、小田急百貨店、高島屋百貨店、そごう百貨店、大丸百貨店、松坂屋百貨店、 

近鉄百貨店、さくら野百貨店  等 

 

  ※店舗によっては、取り扱いの無い場合がございます。また、在庫が無い場合もございますので、予めご了承下さい。 

 

  株式会社アートプリントジャパン 会社概要 

日本ではじめてアートショップを ビジネス化したアートメーカー。 

輸出入をはじめ、企画、生産、販売をトータルで展開。アートを一般の消費者の方々に広く楽しんでいただくことを 

モットーに、日常生活に結びついた、より大衆的なアートの普及をめざしています。   

ＵＲＬ：http://www.apj-i.co.jp/index.htm 

 

  「ｇｒａｐｈｉｃ ｓｔａｔｉｏｎ」 ブランド概要 

カード（CARD）、ステーショナリー（STATIONERY）、グラフィックス（GRAPHICS）など、幅広いジャンルのグラフィックアート 

の中から、誰もが身近に親しめるアイテムを開発・提供するＡ．Ｐ．Ｊプロデュースの商品ブランド。 
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「デコデコ★こんしぇる」は、当社が提供するデコメール®総合サイト『デコデコメール』、きせかえツール®総合サイト 

『デコデコ★きせかえ』をはじめとする“デコデコ★” シリーズの姉妹サイトの「マチキャラ」対応ｉモード公式サイトです。  

 

サイト名称 デコデコ★こんしぇる 

アクセス方法 メニューリスト→待受画面／マチキャラ→マチキャラ→デコデコ★こんしぇる 

情報料（税込） 

【月額課金】 

スタンダードコース：315円（税込）/300ポイント 

ライトコース    ：210円（税込）/200ポイント 

【個別課金】 

105円・210円/件 

※サイト閲覧およびコンテンツダウンロード時には、別途パケット通信料が必要です。 

サービス内容 

①「マチキャラ」（オリジナルキャラクターバージョン） 

②「マチキャラ」（タイアップバージョン） 

③「マチキャラ」背景壁紙 

※月額コースへの会員登録で全てのコンテンツがお楽しみ頂けます。 

対応機種 「マチキャラ」対応機種 

 

★オリジナルキャラクター素材がすべて取り放題！ 

デコデコ★シリーズでおなじみの人気キャラクター「うたがめ」の「マチキャラ」をはじめ、絵文字のような 

キャラクターやレトロなドット絵など、デコメライクなコンテンツをラインアップ。 

月額会員登録により、すべてのコンテンツが取り放題となります。 

 

★タイアップコンテンツも登場！ 

ブランドの商品やキャラクター等とタイアップした「マチキャラ」を個別にご購入いただけるコーナーを設置。 

 

 

 

 

©LOTTE/コアラのマーチプロジェクト 

【ご参考】 「マチキャラ」とは？ 

 

ケータイの待受画面やメール画面などの各種メニューの中を自由に動き回るキャラクターを設定することができるサービスです。 

お好みのキャラクターをiモードサイトからダウンロードでき、時刻や着信などに反応してキャラクターが動作します。 

iコンシェル対応機種の場合は、設定したキャラクターが情報を伝えてくれます。 

 

 

サイト基本情報 

個別課金対象コンテンツ 月額会員登録 

コアラのマーチ ペンギン（Animal Card）ノッポトッポちゃん ぷにょん うたがめ（ドット） うたがめ（イラスト） 

 

 

 



 

 

【一般の方】 

本件に関するお問い合わせ 

日本エンタープライズ株式会社 サポートセンター 

TEL：03-6830-0618  MAIL：charadeco-q@nihon-e.co.jp 

 

【報道関係の方】 

日本エンタープライズ株式会社 総務部 広報・ＩＲ課 【担当：松本・関塚】 

TEL：03-5774-5730  FAX：03-5774-5735  MAIL： ir@nihon-e.co.jp 

 

日本エンタープライズPR事務局（ランドジャパン内） 【担当：久保・東】 

TEL：03-5793-3500  FAX：03-5793-3511  MAIL： nihon-e_pr@rd-j.com 

 

http://www.nihon-e.co.jp/ 

※「iモード」「i-mode」「ｉメニュー」「デコメアニメ」「デコメ」「デコメール」「きせかえツール」「ｉコンシェル」「マチキャラ」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。 

※「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標です。 

※「Yahoo!」は、米国Yahoo! Inc,の商標または登録商標です。 

※「Flash」は、Adobe System Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国々における商標または登録商標です。 

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。 
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＜参考資料＞ 

 

 

「うたがめ」は、「デコメール」 から誕生したケータイサイト発のオリジナルキャラクター。 

「
 
デコメール」、「デコメアニメ」、「きせかえツール」、「モバイルウィジェット」、「マチキャラ」にて好評配信中！ 

特徴 「うたがめ」の秘密 

・一人称「おりぇ」  

・脳の回転が遅いため、会話のポイントが 

「アレ」「あの」等、ぼんやりしてしまう 

ことが多い。 

 

趣     味 

・散歩でぶらぶらぁ～♪ 

・日常を歌にして演奏する 

・水浴び 

・携帯の無料ゲーム 

・早いものを観察（職人達の技、コピー機） 

 

好きなもの 

・アノ店のオイシイやつ 

・殴ったり蹴ったりしない人 

・安心感 

 

嫌いなもの 

・たまご（甲羅で目玉焼き作られた） 

・小石（ぶつけられるため） 

・ハチ(さされるから) 

うたがめ は、超天才科学者のうさぎで

あった。 

う さ ぎ だ け に 、 ス ピ ー ド に こ だ わ り た い 

うたがめは、史上最速のスピードを求め、 

瞬間移動の実験を行っていた。 

 

だが、 実験中不慮の事故に 

あってしまい、亀と融合してしまった。 

長年の実験の結果、手に入れたものは 

最速の体には程遠い、超鈍亀ボディで 

あった。おまけに、脳の回転まで亀の 

ごとく鈍くなってしまったのだった。 

 

 

科学者 を引退した現在、日中は携帯の 

無料ゲームをしたり、プラプラ散歩したり。 

夜はストリートミュージシャンとして路上 

で歌を歌い続ける日々である。 

歌についてあまり詳しくないため、酔っ払いに絡まれたりする。 

アルコールが入ると、科学者時代の高慢で傲慢な態度に戻るため、 

トラブルを起こしやすい。 
    

 デコメール                   モバイルウィジェット                     きせかえツール 

 

 

 

 

  

 

        Ｆｌａｓｈゲーム             デコメアニメ         ぬいぐるみ     

 

 

 

 

 

 
 
※「うたがめ」コンテンツ配信サイト   

ジャンル サイト名称 対象キャリア 

デコデコメール ｉ－ｍｏｄｅ／ＥＺｗｅｂ／Ｙａｈｏｏ！ケータイ 
デコメール、待受Ｆｌａｓｈ 

デコデコ★アニメ Ｙａｈｏｏ！ケータイ 

デコメアニメ／デコレーションアニメ デコデコ★アニメ ｉ－ｍｏｄｅ／ＥＺｗｅｂ 

きせかえコンテンツ デコデコ★きせかえ ｉ－ｍｏｄｅ／ＥＺｗｅｂ／Ｙａｈｏｏ！ケータイ 

マチキャラ デコデコ★こんしぇる ｉ－ｍｏｄｅ 

モバイルウィジェット デコデコ★ウィジェット Ｙａｈｏｏ！ケータイ 

                         


