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各位 
2009 年 8 月 24 日 

株式会社ミクシィ 
 

ソーシャルアプリケーション「mixiアプリ」提供開始 

 
株式会社ミクシィ（東京都渋谷区、代表取締役社長：笠原 健治、証券コード 2121）は、本日より、ソーシャル・ネットワ

ーキング サービス(SNS) 『mixi』において、ソーシャルアプリケーション「mixiアプリ」の提供を開始いたしますので、添

付の通りお知らせいたします。 
 
2009 年 5 月 11 日に発表しました業績予想からの変更はございませんが、今後、本件が、当社の想定以上に業績に

重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。 

以上 
■お問い合わせ先 
株式会社ミクシィ 経営管理本部 広報 IR 部 （Tel：03-5738-5900） 
 

http://mixi.jp/
http://mixi.jp/search_appli.pl


                                   

報道関係者各位 
2009 年 8 月 24 日 

株式会社ミクシィ 

 
 
株式会社ミクシィ（東京都渋谷区、代表取締役社長：笠原 健治、証券コード 2121）は、本日より、ソーシャル・ネットワ

ーキング サービス(SNS) 『mixi』において、ソーシャルアプリケーション「mixiアプリ」の提供を開始いたします。 
本日の先行リリースでは、まず PC 版の「mixi アプリ」の提供を開始いたします。9 月下旬のグランドオープンにおいて

は、「mixi モバイル」でも「mixi アプリ」の利用が可能となる予定です。 
 
「mixi アプリ」は、mixi ユーザーの皆さまが、利用したいアプリケーションを自由に選んでマイミクシィ（mixi における友

人・知人）と一緒に、ゲームや便利ツールなどを通じたコミュニケーションを楽しむことができる新しいサービスです。 
また、「mixi アプリ」は、法人・個人問わずどなたでも『mixi』にアプリケーションを開発・提供でき、既にウォルト・ディズ

ニー・ジャパン株式会社、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、ソニー株式会社をはじめとした 6,300 を超える法

人・個人の皆さまに開発者登録いただいており、本日から、130 を超える公開アプリ*1 の提供が開始されています。（参

考資料 1：本日より提供を開始する予定の「mixi アプリ」一覧） 
 
2004 年 2 月にサービス提供を開始した『mixi』は、ユーザーの皆さまが「日記」や「コミュニティ」などのサービスを通じ

て、日々コミュニケーションを楽しく、便利にご利用いただいており、ユーザー数が 1,741 万人（2009 年 6 月 30 日現在）

を超えるまで成長を遂げています。 
今後も、より多くのユーザーの皆さまの、多様なニーズにお応えできるよう、「日記」、「コミュニティ」に並ぶ「mixi アプ

リ」という新たなコミュニケーションサービスの提供を開始いたします。 
 

■mixi アプリの一例 
RockYou! SuperPets!  

（ロックユーアジア株式会社） 
マイミク対戦テトリス 

（テトリスオンライン・ジャパン株式会社） 
ペットのバーチャル飼育によるコミュニケーション・ゲーム

です。友人のペットを可愛がったり、グッズをプレゼントし

たりと、ペットを通した SNS 上での新しいコミュニケーショ

ンを楽しもう！ 

 

2 分間に何点取れるかをマイミク達と競うマイミクテトリ

ス。あなたの実力はどれくらい？ランキングはテトリスを

プレイしているあいだにもリアルタイムで変わっていきま

す！ 

 

ソーシャルアプリケーション「mixiアプリ」提供開始 

－本日より先行リリースとしてPC版の提供を開始－ 

http://mixi.co.jp/ 
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先着さま 
（株式会社リクルート メディアテクノロジーラボ） 

【Flash ゲーム】漢字テスト 
（株式会社ドリコム） 

「自分から声を掛けるはちょっと…」、 「誰でもいいから誘

いたい」など、気軽にマイミクをイベントに誘えるアプリ。

「先着さま」を使えば、あなたの日常に意外な「つながり」

が芽生えるかも？ 

 

難読漢字の読み方を当てる頭脳ゲーム。漢字検定５級

レベルから始まり、徐々に難しくなっていきます。マイミ

クと抜きつ抜かれつ競い合うのがやめられないソーシャ

ルアプリ。 

 
また、企業が『mixi』とコラボレーションして「mixi アプリ」を提供する「コラボアプリ」も開始いたします。本日より、アフラ

ック（アメリカンファミリー生命保険会社）、株式会社ナイキジャパン、日本たばこ産業株式会社（JT）などが、「コラボアプ

リ」の提供を開始しております。 
 
本日の「mixi アプリ」のサービス提供開始に伴い、ユーザーの皆さまの利便性向上のため、「アプリ更新情報」を追加

するなど『mixi』のサイトデザインを一部変更いたします。（参考資料 2：『mixi』トップページ イメージ画像） 
 

ミクシィでは、今後もユーザーの皆さまにとって、よりコミュニケーションを楽しく、便利にご利用いただけるようなサー

ビスを提供してまいります。 
以上 

 
*1 公開アプリ：mixi アプリ提供者が、株式会社ミクシィに対して行う「カテゴリ掲載申請」を経た後に、「開発中アプリ」が

「公開アプリ」となります。 
 
Tetris (R) & (c) 1985-2009 Tetris Holding, LLC. Licensed to The Tetris Company. Game Design by Alexey Pajitnov. Logo Design by Roger 

Dean. All Rights Reserved. Sub-licensed to Tetrisonline Japan Inc. 

All other elements (c) 2005-2009 Tetrisonline Japan Inc. All Rights Reserved. 

 
■mixiアプリ 
2009 年 8 月 24 日に提供を開始した『mixi』における新たなコミュニケーションサービス。 
法人・個人問わずどなたでも、mixi ユーザーが許可した、プロフィールや友人関係など、SNS ならではの情報を活かし

たソーシャルアプリケーションを、開発・提供することが可能です。 
 
■ソーシャル・ネットワーキング サービス(SNS)『mixi』 
2004 年 2 月に提供を開始した『mixi』は、人と人とのつながりをベースとした招待制のソーシャル・ネットワーキング サ

ービス(SNS)です。『mixi』は、ユーザー数が 1,741 万人（2009 年 6 月 30 日現在）を超える国内最大規模の SNS であ

り、コミュニケーションのインフラにまで成長を遂げています。 

- 3 - 

http://mixi.jp/search_appli.pl
http://mixi.jp/


                                   

- 4 - 

■株式会社ミクシィ 
株式会社ミクシィは、コミュニケーションを進化させて人々の生活を豊かにすることをミッションに掲げ、ソーシャル・ネット

ワーキング サービス『mixi』と Web な人の転職サイト『Find Job !』を運営しています。 

■本件に関するお問い合わせ 
株式会社ミクシィ 広報担当 徳田・小林 
【TEL】 03-5738-6870 【E-mail】 press@mixi.co.jp 
【住所】 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-34-17 住友不動産原宿ビル 17F 
【WEB】 ミクシィ コーポレートサイト 【Blog】 ミクシィコーポレートブログ「FM394」 

mixi、Find Job !、ミクシィは、株式会社ミクシィの登録商標です。 
また、各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。 

http://mixi.co.jp/
http://mixi.co.jp/
http://inside.mixi.co.jp/blog/


                                   

（参考資料 1）本日より提供を開始する予定の「mixi アプリ」一覧 

提供者 ロゴ アプリ名 カテゴリ URL 

株式会社 AQ インタラクティブ  
ブラウザ三国志 for mixi ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6598

株式会社 C&S  
本コレ！ 便利ツール http://mixi.jp/view_appli.pl?id=1074

Gocco 株式会社  
何でも SO 選挙！ コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=5323

Klab 株式会社  Happy♪グリカ＆ギフト  コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=5208

NEC ビッグローブ株式会社  
人生スタンプ by 光圀さん つくる・表現する http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6198

ngi group 株式会社  
ミクモン ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6769

Pikkle 株式会社  
ダンスユニット ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=4551

RAKOO 株式会社  
みんなの農園 ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6373

株式会社 REAL  
記憶スケッチ つくる・表現する http://mixi.jp/view_appli.pl?id=3774

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）
 

開運!まねきねこダックゲーム ゲーム【コラボアプリ】 http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6451

株式会社エイチーム  
バトン Touch! コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=1599

株式会社カカクコム 

 
価格.com 製品検索 便利ツール http://mixi.jp/view_appli.pl?id=3700

 
マイ☆レストラン コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=501 

株式会社コナミデジタルエンタテインメント  
グラディウス ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6009

株式会社コミュニティファクトリー 

 
伝説のトーテムポール ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=2689

 
ドキドキダイナマイトパニック ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6230

 
ワタシのドレイちゃん エンターテインメント http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6232

（他 4 アプリ）

株式会社コルト  
イベント検索/共有 eventpage.jp コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=4829

株式会社サイバード  
みん顔！ つくる・表現する http://mixi.jp/view_appli.pl?id=5604

株式会社サンゼロミニッツ  30min.おでかけエコー コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=4056

株式会社スパイスボックス  †フェイス女学園† （顔診断） エンターテインメント http://mixi.jp/view_appli.pl?id=662 

ソニー株式会社  FLO:Q（フローク） 未定 提供日未定 

空飛ぶ株式会社 

 
マイミク市場 エンターテインメント http://mixi.jp/view_appli.pl?id=2024

 
マイミク通信簿 エンターテインメント http://mixi.jp/view_appli.pl?id=225 

 
旅行マップ コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=3995

（他 7 アプリ）
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提供者 ロゴ アプリ名 カテゴリ URL 

株式会社タカラトミー 

SE モバイル・アンド・オンライン株式会社 

 
つり人生 ゲーム 提供日未定 

テトリスオンライン・ジャパン株式会社  
マイミクテトリス ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6482

株式会社ドリコム 

 
【Flash ゲーム】SPEED(トランプ) ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=2981

 
通信制 脳力大学-漢字テスト 知識・学習 http://mixi.jp/view_appli.pl?id=3035

 ■戦国大戦■ ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=2582

（他 3 アプリ）

株式会社ナイキジャパン  Nike+ Running アプリ その他【コラボアプリ】 http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6653

株式会社ニコン  
名称未定 未定【コラボアプリ】 提供日未定 

日本たばこ産業株式会社 
 

アローマ日めくりカレンダー 
便利ツール【コラボアプ

リ】 
http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6458

株式会社フェザンレーヴ  TraBest Japan 知識・学習 http://mixi.jp/view_appli.pl?id=2139

本田技研工業株式会社  
名称未定 未定【コラボアプリ】 提供日未定 

ヤフー株式会社 

 Yahoo! JAPAN アプリ 便利ツール http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6404

 
知恵コレ in mixi 知識・学習 http://mixi.jp/view_appli.pl?id=4443

 
話題の QA in mixi その他 http://mixi.jp/view_appli.pl?id=4482

株式会社リクルート 

 
みんなで禁煙 コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=6766

 
先着さま 便利ツール http://mixi.jp/view_appli.pl?id=492 

 GirlsToken コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=493 

（他 15 アプリ）

株式会社リンノ  
駐車戦争 ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=507 

ロックユーアジア株式会社 

 RockYou! SuperPets! ゲーム http://mixi.jp/view_appli.pl?id=1383

 RockYou! ハグ☆ミィ コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=1648

 RockYou! マィ☆モード コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=1037

（他 3 アプリ）

個人デベロッパー 

 
ソーシャルライブラリー 便利ツール http://mixi.jp/view_appli.pl?id=4016

 
マイミクアルバム コミュニケーション http://mixi.jp/view_appli.pl?id=4412

 
アバいち エンターテインメント http://mixi.jp/view_appli.pl?id=2144

他多数

（順不同・敬称略・2009 年 8 月 24 日現在）
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（参考資料 2）『mixi』トップページ イメージ画像 
 

 


