
報道関係者各位
ニュースリリース

2011年2月16日
ネットファーム・コミュニケーションズ株式会社

豊富なゲームを取り揃える「定番！パズル島」から新作S!アプリ登場

「橋の王女さま （後編）」他配信

ネットファーム・コミュニケーションズ(本社:札幌、社長:古谷貞行)は、

Yahoo!ケータイ対応のS!アプリサイト「定番！パズル島」他にて、

2011年2月16日（水）より、「橋の王女さま （後編）」など

新作アプリ16タイトルを1アプリ105円（税込）から提供いたします。

メイズ姫の受難！ モンスターから逃げ回ろう！

■後編登場！ モンスターの追撃を振り切りすべての橋を渡れ！

　「メイズ姫」を操作し、モンスターから逃げつつすべての橋を渡る「橋の王女さま」の後編が登場です！ 

ルールはカンタン、 ステージ中のすべての橋を渡りきればクリアです。 しかしメイズ姫はモンスターに

触れたら即アウト。　さらに、一度通った橋は落ちてしまい二度と渡ることができません。 ひたすら逃げ

回りながら、 一筆書きの要領で最後の橋をめざしましょう！

■新モンスター続々！ 生き残れるかメイズ姫！？

　壁をすり抜けて迫ってくるゴースト、置物かと思って油断すると痛い目にあうリビングアーマーなど、メイズ姫の

前に新たな敵が立ちはだかります！ そしてボスのニセ王女（？）も邪悪なオーラをまといパワーアップして復活！

2/16　オモシロアプリ一挙登場！2/16　オモシロアプリ一挙登場！
橋の王女さま （後編） モンスターをかわし全ての橋をひと筆書きで渡るアクションパズル 315 円 （税込）

カサンクロス 100 Vol.9 マスの合計をヒント数字と一致させるパズル ・ 100 問 315 円 （税込）

クロスワードアイランド 30 Vol.42 全マスを言葉でうめる定番文字パズル ・ 30 問 210 円 （税込）

9x9 パズル 30 Vol.55 ヒントを頼りに数字をうめるパズル ・ 30 問 210 円 （税込）

ロジカル☆ペイント 30 Vol.56 ヒントを頼りにお絵かきするパズル ・ 30 問 210 円 （税込）

クロスワードアイランド 10 Vol.136 全マスを言葉でうめる定番文字パズル ・ 10 問 105 円 （税込）

カサンクロス 10 Vol.77 マスの合計をヒント数字と一致させるパズル ・ 10 問 105 円 （税込）

カサンクロス 10 Vol.78 マスの合計をヒント数字と一致させるパズル ・ 10 問 105 円 （税込）

ナンナンクロクロ 10 Vol.70 同じ文字が入る場所を頼りにマスを埋めるパズル ・ 10 問 105 円 （税込）

9x9 パズル 10 Vol.179 ヒントを頼りに数字をうめるパズル ・ 10 問 105 円 （税込）

9x9 パズル 10 Vol.180 ヒントを頼りに数字をうめるパズル ・ 10 問 105 円 （税込）

ロジカル☆ペイント 10 Vol.183 ヒントを頼りにお絵かきするパズル ・ 10 問 105 円 （税込）

ロジカル☆ペイント 10 Vol.184 ヒントを頼りにお絵かきするパズル ・ 10 問 105 円 （税込）

ひと筆道場 10 Vol.100 数字を頼りにひと筆書きの大きな輪を作るパズル ・ 10 問 105 円 （税込）
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2/16 100問収録パズル他、豪華ラインナップ！ 

カサンクロス 100 Vol.9 クロスワードアイランド 30 Vol.42 9x9パズル 30 Vol.55 ロジカル☆ペイント 30 Vol.56

　2/16には、タテヨコのマスで合計数を合わせる定番計算パズル「カサンクロス 100 Vol.9」が登場。 足し算とパズルの

コラボレーションを100問たっぷり楽しめます。 超定番言葉パズル「クロスワードアイランド 30 Vol.42」 、「9ｘ9パズル 

30 Vol.55」、「ロジカル☆ペイント 30 Vol.56」など、オモシロパズル充実！

定番！パズル島　概要

情報料 1アプリ　105円/210円/315円/525円(それぞれ税込)

アクセス

メニューリスト＞ケータイゲーム＞パズル・テーブル＞定番！パズル島

メニューリスト＞ケータイゲーム＞バラエティ＞定番！パズル島

http://island-s.netfarm.ne.jp/k/t/

対応機種 SoftBank 3G/DisneyMobile 各シリーズのS!アプリ対応端末

本格ボードゲーム「鉄道王NEO」！
 　　　　　　　「ヘブンアイランド」収録！

■2/16 「鉄道王NEO Vol.57」リリース！

　2大本格ボードゲームが遊べる「鉄道王ｖｓ陸運王」！ お客さんを運ぶ・線路買収・バトル、

さまざまな手段でトップを狙う「鉄道王」シリーズ。 資産No.1を目指し、多くの商品を輸送・

売買する「陸運王」シリーズ。 マップ数にあわせた豊富な値段別バリエーションも魅力！ 

どっぷりボードゲームにハマりたい人にオススメのサイトです。

　2/16登場の 「鉄道王NEO Vol.57」 は、ヘブンに天国、そしてパラダイスと、極楽づくしの 

「ヘブンアイランド」 マップを収録しています。 移動力を強化する？ それともライバルを

倒す武装を強化！？ 知力を尽くし鉄道王を目指します！

鉄道王 NEO Vol.57 資産 No.1 の 「鉄道王」 を目指す本格ボードゲーム ・ 1 マップ 105 円 （税込）

鉄道王vs陸運王　概要

1アプリ　105円/210円/315円/525円(それぞれ税込)情報料

アクセス

対応機種 SoftBank 3G/DisneyMobile 各シリーズのS!アプリ対応端末

http://island-s.netfarm.ne.jp/k/n/

メニューリスト＞ケータイゲーム＞パズル・テーブル＞鉄道王vs陸運王

メニューリスト＞ケータイゲーム＞バラエティ＞鉄道王vs陸運王
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アクションパズル「FLAPPY」！
       お手軽10面パックリリース！

■2/16　「FLAPPY DX」からも新作登場！

　アクションパズルの金字塔、「フラッピー」が大活躍する「FLAPPY」シリーズ。 2/16は、手

軽に遊べる10面収録の「FLAPPY 10 Vol.141」が登場！

　「FLAPPY」シリーズは、フラッピーを操作してカラークリスタルを同色のゴールまで運ぶのが

目的のアクションパズル。 所々にあるブロックを落とす、積む、壊すなどして、クリスタルを

運ぶルートを作りましょう。 ステージ中を左右に跳ね回る「ユニコーン」、フラッピーを執拗に

追いかける「エビーラ」など、厄介なモンスターも現れます！ モンスター達の追撃をかわし、

知恵とアクションで道を切り開きましょう。 めざすは全面クリア！ 

FLAPPY 10 Vol.141 あらゆる方法でクリスタルをゴールに運ぶアクションパズル ・ 10 問 105 円 （税込）

FLAPPY DX　概要

1アプリ　105円/210円/315円/525円(それぞれ税込)

http://island-s.netfarm.ne.jp/k/flappy_dx/

メニューリスト＞ケータイゲーム＞アクションパズル＞FLAPPY DX

メニューリスト＞ケータイゲーム＞アクション＞FLAPPY DX

情報料

アクセス

対応機種 SoftBank 3G/DisneyMobile 各シリーズのS!アプリ対応端末

＊SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
＊「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

PC向け紹介ページ　http://www.netfarm.ne.jp/island/

■お問い合わせ先
　Email：island-s@netfarm.ne.jp

(c)NetFarm
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ひと筆道場 10 Vol.100 数字を頼りにひと筆書きの大きな輪を作るパズル ・ 10 問 105 円 （税込）
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2/16 100問収録パズル他、豪華ラインナップ！ 

カサンクロス 100 Vol.9 クロスワードアイランド 30 Vol.42 9x9パズル 30 Vol.55 ロジカル☆ペイント 30 Vol.56

　2/16には、タテヨコのマスで合計数を合わせる定番計算パズル「カサンクロス 100 Vol.9」が登場。 足し算とパズルの

コラボレーションを100問たっぷり楽しめます。 超定番言葉パズル「クロスワードアイランド 30 Vol.42」 、「9ｘ9パズル 

30 Vol.55」、「ロジカル☆ペイント 30 Vol.56」など、オモシロパズル充実！

定番！パズル島　概要

情報料 1アプリ　105円/210円/315円/525円(それぞれ税込)

アクセス

メニューリスト＞ケータイゲーム＞パズル・テーブル＞定番！パズル島

メニューリスト＞ケータイゲーム＞バラエティ＞定番！パズル島

http://island-s.netfarm.ne.jp/k/t/

対応機種 SoftBank 3G/DisneyMobile 各シリーズのS!アプリ対応端末

本格ボードゲーム「鉄道王NEO」！
 　　　　　　　「ヘブンアイランド」収録！

■2/16 「鉄道王NEO Vol.57」リリース！

　2大本格ボードゲームが遊べる「鉄道王ｖｓ陸運王」！ お客さんを運ぶ・線路買収・バトル、

さまざまな手段でトップを狙う「鉄道王」シリーズ。 資産No.1を目指し、多くの商品を輸送・

売買する「陸運王」シリーズ。 マップ数にあわせた豊富な値段別バリエーションも魅力！ 

どっぷりボードゲームにハマりたい人にオススメのサイトです。

　2/16登場の 「鉄道王NEO Vol.57」 は、ヘブンに天国、そしてパラダイスと、極楽づくしの 

「ヘブンアイランド」 マップを収録しています。 移動力を強化する？ それともライバルを

倒す武装を強化！？ 知力を尽くし鉄道王を目指します！

鉄道王 NEO Vol.57 資産 No.1 の 「鉄道王」 を目指す本格ボードゲーム ・ 1 マップ 105 円 （税込）

鉄道王vs陸運王　概要

1アプリ　105円/210円/315円/525円(それぞれ税込)情報料

アクセス

対応機種 SoftBank 3G/DisneyMobile 各シリーズのS!アプリ対応端末

http://island-s.netfarm.ne.jp/k/n/

メニューリスト＞ケータイゲーム＞パズル・テーブル＞鉄道王vs陸運王

メニューリスト＞ケータイゲーム＞バラエティ＞鉄道王vs陸運王

(c)NetFarm
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アクションパズル「FLAPPY」！
       お手軽10面パックリリース！

■2/16　「FLAPPY DX」からも新作登場！

　アクションパズルの金字塔、「フラッピー」が大活躍する「FLAPPY」シリーズ。 2/16は、手

軽に遊べる10面収録の「FLAPPY 10 Vol.141」が登場！

　「FLAPPY」シリーズは、フラッピーを操作してカラークリスタルを同色のゴールまで運ぶのが

目的のアクションパズル。 所々にあるブロックを落とす、積む、壊すなどして、クリスタルを

運ぶルートを作りましょう。 ステージ中を左右に跳ね回る「ユニコーン」、フラッピーを執拗に

追いかける「エビーラ」など、厄介なモンスターも現れます！ モンスター達の追撃をかわし、

知恵とアクションで道を切り開きましょう。 めざすは全面クリア！ 

FLAPPY 10 Vol.141 あらゆる方法でクリスタルをゴールに運ぶアクションパズル ・ 10 問 105 円 （税込）

FLAPPY DX　概要

1アプリ　105円/210円/315円/525円(それぞれ税込)

http://island-s.netfarm.ne.jp/k/flappy_dx/

メニューリスト＞ケータイゲーム＞アクションパズル＞FLAPPY DX

メニューリスト＞ケータイゲーム＞アクション＞FLAPPY DX

情報料

アクセス

対応機種 SoftBank 3G/DisneyMobile 各シリーズのS!アプリ対応端末

＊SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
＊「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

PC向け紹介ページ　http://www.netfarm.ne.jp/island/

■お問い合わせ先
　Email：island-s@netfarm.ne.jp
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