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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

2013 年 11月 12 日 

アプリ・オブ・ザ・イヤー2013ユーザー投票開始 

２０１３年を代表するスマホゲームはどれだ！？ 

スパイシーソフト株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長山田元康、以下スパイシーソフト）が運営する「無料ゲームを探せるアプリ★ゲッ

ト」は11月12日より、2013年を代表するスマホゲームを称える「アプリ・オブ・ザ・イヤー2013」のユーザー投票受け付けを開始いたしまし

た。 

アプリ・オブ・ザ・イヤーとは 

アプリ・オブ・ザ・イヤーとは、スマホゲームユーザ－にもっとも豊かなエンターテインメント体験を与えたゲームを厳選し、良質なアプリケー

ションを開発しているデベロッパーを労い称えることで、 モバイル・ゲーム業界が健全に発展することを目指す賞です。2004 年にスタートし、

表彰対象を携帯アプリからスマホゲームに変えながら開催し続け、今年で 9 回目の開催となります。 

選考方法 

2012 年 11 月度～2013 年 10 月度のアプリゲット内の人気ランキングにおける全スマホゲームの初出月と翌月のポイントを集計し、合計値の高

い上位 100 ゲームを選出（添付資料１参照）。 ①業界への影響力、②斬新さ、③人気の 3 項目をポイント化して大賞を決定します。「人気」に

ついてはアプリゲット編集部での審査に加えてユーザー投票を実施いたします。 

ユーザー投票 

特設サイトより twitter または E-mail で投票することができます。 

投票いただいた方の中から抽選で 31 名様に、協賛企業よりご提供いただいた賞品をプレゼントいたします。（添付資料 2 参照） 

 

特設サイト http://appget.com/c/aoy2013_one/ 

投票期間  11 月 12 日(火) 12：00 ～ 11 月 19 日(火) 17：00  

大賞発表  2013 年 12 月 16 日（月）に特設サイトで発表いたします。 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

会社名 スパイシーソフト株式会社 広報担当 阪森 

MAIL pr@spicysoft.com 

http://appget.com/c/aoy2013_one/
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

添付資料１ ノミネート作品 （50 音順） 

 

┌（┌ ＾o＾）┐＜ホモォいじり 

3D 肝試し～呪われた廃屋～ 

FINAL FANTASY ALL THE BRAVEST 

LINE POP 

Ninjas～奪われた巻物～ 

Plague Inc. -伝染病株式会社- 

S.O.L : Stone of Life 

SCARESOUL 

SD ガンダム ジージェネレーション フロンティア 

THE RING of THE DRAGON 

UFO キャッチャー 

アイ-ザ・ホラーゲーム 

あなたってよく見るとドブネズミみたいな顔してる

わね 

アルパカにいさん 

アングリー オブ スティック 2 

アンデッドスレイヤー 

イカロス 

インフレーション RPG クエスト 

エンカウンター 

オーダー＆カオス デュエル 

オフロード レジェンド 

カートゥーンウォーズ：ブレード 

ガールフレンド（仮） 

ガチャウォリアーズ 

ガンガン！！バトル RUSH！ 

キングダムアンドドラゴン 

キングダムクラッシュ 

クラッシュ・オブ・クラン 

グローバルアウトブレイク 

ケリ姫スイーツ 

ことば de バトルン 

この星を消す…ッ!! 

ゴルフスター 

コントラクトキラー：ゾンビ２ 

ザ レジェンド オブ ホーリーアーチャー 

サッカークラブ物語 2 

サムライディフェンダー 

ジュジュと悪夢の迷宮 

将棋ウォーズ 

ゼノニア 5 

ゾンビマスター ワールドウォー 

ダーククエスト 4 

ダービーオーナーズクラブ 

タイニィ・トルーパーズ 

ダウンヒルエクストリーム 

チェインクロニクル 

ディアハンター 2014 

ディバインゲート 

デスランド 

テンプルラン 2 

テンミリ RPG 

ドラゴンクエストモンスターズ WANTED! 

ドラゴンコインズ 

にゃんこハザード ～とあるネコの観察日記～ 

にゃんこ大戦争 

ネームレスエデン 

パックマンダッシュ！ 

ハッピーストリート 

パワフルプロ野球 TOUCH2013 

ヒーローズ・オブ・デスティニー 

ひとっち～つながれ一族 

ひまつぶクエスト 

ぷよぷよ!!クエスト 

ブレイブフロンティア 

フロントラインコマンド：ノルマンディー 

ヘブンソード 

マジック＆カノン 

マシンナイト 

みっくすりとる 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

みっちりねこみっくす 

モンスター＆ブレイド 

モンスタークライ 

モンスターズコイン 

ライバルズアットウォー 

ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル 

レイトンブラザーズ・ミステリールーム 

ロード・トゥ・ドラゴン 

ロストドラゴン 

ロックマン クロスオーバー 

ワイルド スピード ユーロ・ミッション： ザ・ゲーム 

王国の道具屋さん 

俺の校長 

仮面ライダー ライダバウト！ 

拡散性ミリオンアーサー 

逆襲のファンタジカ 

私がお世話してあげる！ 

神連鎖ジュエルヘヴン 

征戦!エクスカリバー 

脱出！あにまる探偵 

脱出ゲーム “100 Toilets” 

忍者バンク 

脳トレクエスト 2 

浮気ゲーム タケルの憂鬱 

碧空英雄伝 

返信ください 

魔法使いと黒猫のウィズ 

麻雀 RPG 魔雀ヴィーナスバトル 

毎日の耳かき 

無限の回廊 

恋愛リプレイ 

以上
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

添付資料２ 協賛企業 50 音順 敬称略 

あくのそしき 

あくのそしきブルゾン  5 名様 

 

 

 

COCOSOLA Inc. 

アルパカにいさん ぬいぐるみ進化 Lv1 全 4 種   各 1 名様 

 

 

 

株式会社 COM2US JAPAN 

QUO カード 1,000 円分  3 名様 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

KEMCO 

Nexus 7 Wi-Fiモデル（16GB）  1 名様 

 

 

シリコンスタジオ株式会社 

逆襲のファンタジカ 特性スマホケース 3 名様（iPhone5×２ XperiaZ×１） 

戦国武将姫 MURAMASA、モンスタータクト、ミドガルド戦記特性扇子 各 2 名様 

  

 

ドラゴンポーカー 

「ドラゴンポーカー特製トランプ」 ５名様 
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スパイシーソフト株式会社 ニュースリリース 

ロード・トゥ・ドラゴン／（株）アクワイア 

『ロード・トゥ・ドラゴン』非売品ポスター 4 名様   エンゼリカ／リヴァイア／クロノ／フェンリス いずれか 1 枚 

 

 

 

アプリ★ゲット 

アプリ★ゲット オリジナルタンブラー １０名様 

 


