
【日本最大級】携帯ゲームサイト『三文堂』が無料化!!３００本の携帯ゲームを無料で配信いたします

モバイルコンテンツの開発・配信を行う株式会社ライブウェア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：照井 知基）は、9/1(火)に携帯電
話３キャリアの公式ゲームサイト「三文堂(・8・)ホーダイ」をリニューアルし、３００本の携帯ゲームを無料で配信いたします。

■新しい「三文堂(・8・)ホーダイ」はこんなに遊べる！！
・なんと、Flashゲーム300本が無料で遊びホーダイ！
従来の月額315円(税込)で約150本が遊び放題というシステムを一新、
更にボリュームアップした300本以上のコンテンツが、無料の会員登録のみで遊べるようになりました。
・月額315円(税込)で、更に450本のコンテンツが遊びホーダイ！
『三文堂のコンテンツを楽しみたい！』という三文堂ファンの方のために、
合計750本以上のコンテンツが遊べるコースもご用意いたしました。
コンテンツは今後も、続々と追加予定！

■「三文堂(・8・)ホーダイ」のココが新しい！
1. 今まで配信していた有料ゲームの中から、無料ゲームを300本提供します！
東海道剣客道中記, 東海道百人斬り, 東海道猪突猛進, エージェントオガワ, エージェントオガワDASH, オガワ飛び込む, マサルの大作戦,
ガンバレまりこ, モテるまりこ, ハート・トス・カイカイ, 夢みるサラリーマン, マサルの変なイキモノをふむ, ALTAIR, LIGHTNING,
Sign, 東京レトロRUNNING, 東京レトロTREASURE, 東京レトロCATCHING, 東京レトロSNAKE, 東京レトロSOLDIER, 東京レト
ロRESCUE, モノくろん[クロの巻], モノくろん[シロの巻], モグラたたき, だるま落とし, ぐらぐらゲーム, スイカ割り, 鬼ごっこキング,
雷神, 風神, 蛙飛び込む, カエール, オダイバー, 忍者ガリ丸, ハングリーボブにご用心, サラリーマン,ファイヤーマン, ジェル・クラッ
カー, どんぐり大戦, ボットくんの研修, WITCH, ハロウィン, モンスター・フランケン, 勝手にコビトさん, サンタのプレゼント配達, ア
ンクルトムの空中散歩, 巨人のマンション, シャボン玉飛んだ, おでん様, ばんざい桃太郎, 小鬼ばらんす, おむすびコロリン, クマのシャ
ケトリ, 南極ペンギン滑走物語, パンダが笹を食う, エビちゃん, エビちゃん釣り, ニワトリ王子と謎の部屋, ひよこキャッチャー, ひよこ
さんがころんだ!, とぶひよこ, くれくれわんわん!, ミツバチブンブン, ラッコダンク, ケラレスキーの箱, ぼく牧羊犬, 毒蜘蛛島編 序章, 毒
蜘蛛島編 事件前編, 毒蜘蛛島編 事件後編, 毒蜘蛛島編 捜査前編, 毒蜘蛛島編 捜査後編, 獅子谷編 序章, 獅子谷 前篇, 獅子谷 中篇, 黒蝶館
序章, 黒蝶館 前編, 黒蝶館 中編, Eis, 放課後の復讐者, 不幸のメール, Profile, 人間レンタルショップ, 10分間ミステリー case1, 取調官
山岡龍造, ホスト 1/2, 浮気裁判, 隣人, 蟲, the Room HOTEL, すきま,さかさ [脱出編], 錯覚 -trick&escape-, BAIT, 古代遺跡の謎,



SWAT, 探偵遊戯, 怪盗ゾロン, ねこココ, ジャックのマジックハウス, 青龍丸, 双子の王子と氷のお城, ヒマラヤ28時間の記録, 合コン危
機一髪, エレベーターパニック, 居眠り大臣もうろう会見, レールパニック!, パネルートX, ゲキトツパズル, カコムパズル, シルエットパ
ズル, 迷路パズル, ピクジロー, カズドコ初級, カズドコ中級, マインサーチ8x8, マインサーチ12x12, チーズ番, ジュエルキーパー, マイ
ンドゲート, ピーススライダー, ニワトリ王子と迷宮ブロック, ニワトリ王子とプレゼント地獄, IQ-BLOCK, セイムブロック, クロスワー
ド1, クロスワード2, クロスワード3, クロスワード4, 雑学クイズ, 大人のマナークイズ, キレイな体へ 健康クイズ, スポーツクイズ, 百人
一首クイズ, 英単語クイズ, 漢字クイズ, 動物クイズ, 常識のツボ, ボキャブラなぞなぞ, あるなしクイズ, さわやかあたま, れんそう9,
どっちDEショー, モジモジ星人, 活脳ストレッチ, 携打, 脳速テスト, 速読トレーニング, ポケット大戦, コンビニマイスター, タクティク
ス, 狩メイカー, ポップ野球, ポップサッカー, ポップバスケット, ポップバレーボール, ポップ卓球, ポップアメフト, ポップハンドボー
ル, ポップテニス, ポップバドミントン, ポップパターゴルフ, ポップボクシング, ポップ総合格闘技, ポップフィッシング, ポップ水泳,
ポップカーリング, ポップフィギュアスケート, ポップモトクロス, ポップレーシング, ポップジョッキー, ポップ運動会, ポップ体操,
ポップフィットネス, ポップトライアル, ポップダーツ, ポップ羽子板, ポップ射撃, コロコロスイッチ, ニワトリ王子と不思議の城, ス
イッチクッキング, SECRET ASSASSIN, とびだせ! 婚活スイッチ, ラブスイッチ, 来世診断, 霊感診断, ストレス度診断, ドM診断, ダメ
人間診断, 精神力診断, 右脳力測定, 左脳力測定, 性格診断, 性格美人度測定, 欲求不満度測定, 世渡り上手診断, 夜王子＆夜姫チェック, 恋
愛ハンター検定, 愛人診断, 同性愛診断, 結婚診断, 偽善者診断, サイコ診断, 三国志診断, 天才診断, ヒーロー診断, 音感診断, 異能力測定,
働く男女のサクセス診断, 柔軟頭脳診断, 適職診断, ボス診断, 魂年齢測定, 体力年齢測定, 脳年齢測定, 精神年齢測定, 浮気度チェック,
1万分の1おみくじ, 2人で相性占い, 手相占い, 風水占い, 名前占い[戦闘力], 名前占い[成分], モノくろん[占いの巻], お犬様占い, ネガポ
ジ占い, ドM占い, モテ占い, ひよこ様占い, 末っ子ですけど何か?, 深層心理テスト, [品格]深層心理テスト, 恋愛シミュレーター, 熱帯魚
マニアックス[グッピー], 創造惑星, マイリトルホスト, ひよこ栽培, ダンボール生活, カクテル辞書, 恋のおまじない辞書, マナブ君のお料
理ノート, 王様ゲーム, パーティービンゴ, あみだくじ, サイコロ, YES・NOフラワー, 暗号メール解読ツール, 注文の多い料理店, クモの
糸, 保谷くんと豊洲くん, 四畳半のヒーロー, レーザー侍, 詩集[死臭], 第二ボタンくん, 三文堂笑天, ダメ社員マサルのショートショート,
本日の電車, 妄想係長イサムの妄想, 日本昔話高校, ひよこチャンネル, モモニクちゃん, 人妻バレンタインデー, ひよこばこ Vol.1, ボット
くんの通勤, きみとアクマ, 星の旅人, ミニブタ・プータ, アンクルトムとおいしいスコーン, モノくろん[劇場の巻], さかさ [劇場編], ミ
ラーズサニティー, かいこ [劇場編], トンネル, 404号室, 選挙リバーシ, スロット, 花札, リバーシ, 麻雀ソリティア, 五目並べ, 2人打ち
麻雀, バトル・チェッカー, ビンゴ, ルーレット, 神経衰弱, ブタのしっぽ, 大富豪, ブラックジャック, ポーカー, スピード, ダウト, バカ
ラ, ページワン, フリーセル, セブンブリッジ, 休み時間[黒板], 国取り合戦, 人間相続, 日本史クイズ, しゃくれ猫さん, ブレイン道
場[+侍]

2. 新連動システム「セーブリンク対応ゲーム」
ゲームを遊ぶと別のゲーム内容が変わる！？
連動Flash「セーブリンク対応ゲーム」が新登場！！
⇒脱出・アクション・占い・アニメの４つの世界をまたいでいこう！
(1)１つのセーブデータで脱出、アクション、占い、アニメの４つの世界がリンク！
(2)アクションゲームの結果しだいで、脱出ゲームに新たな変化が訪れる！
(3)占い結果では、アクションゲームの難易度が変化！他にも隠された特典があるかも！？
(4)リンクされた隠し要素を、見つけ出すという快感！！真のエンディングアニメを見る事ができるかな！？
(5)画面せましと動きまくる、シュールで可愛いキャラクターは必見！！
(6)白と黒をうまく反転させながら、全ての「遊び」を遊びつくそう！！

3. 1万分の1おみくじ
今日の運勢を占える『おみくじ』を追加しました。
大吉以上の幻の運勢が・・!?

4. カジノコーナー
コインを使って、遊べる『スロットゲーム』を追加しました。

5. 選挙リバーシ
新作ゲームとして、議席数を出来るだけ多く獲得するルールのリバーシを追加しました。

6. FLASHマチウケ100本以上
ハイクオリティFLASHマチウケを100作品追加しました。

■アクセス手順
・iモードより
iMenu⇒メニューリスト⇒ゲーム⇒ゲームパック⇒三文堂(・8・)ホーダイ
・EZwebより
au one⇒カテゴリ(メニューリスト)⇒ゲーム⇒FLASHゲーム(R)⇒三文堂(・8・)ホーダイ
・Yahoo!ケータイより



Yahoo!ケータイ⇒メニューリスト⇒ケータイゲーム⇒ゲームパック⇒三文堂(・8・)ホーダイ

■利用料金
基本料金：無料
月額課金コース：315円(税込)

■株式会社ライブウェアについて
1. 商号：株式会社ライブウェア
2. 代表者：代表取締役 照井 知基
3. 所在地：東京都新宿区新宿2-3-13
4. 設立：2004（平成16）年6月1日
5. 資本金：2億5千万円
6. 売上高：901百万円（平成20年3月期）
7. 従業員数：62名（平成21年4月1日現在）
8. 主な事業の内容：モバイルコンテンツの開発・配信事業

■権利表記
(C)Liveware

■本リリースに関するお問合せ先
メールフォームより(担当：井上)までご連絡ください。
http://www.liveware.net/info.html

株式会社ライブウェア
http://www.liveware.net
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