
【運営会社】

社名　：メディアアクティブ株式会社
代表者：佐々木 孝樹
所在地：東京都大田区山王 2-1-2 大森ステーションボックス7F

設立　： 2006 年 7月19日
資本金： 2 億1,160万円　（資本準備金を含む）
URL    ：https://www.media-active.co.jp

・販売価格 ：無料（一部アプリ内課金あり）
・インストール方法：App StoreとGoogle play にて販売
・公式サイト：https://www.onikara-denwa.com

本件に関するお問い合わせ先

メディアアクティブ株式会社　　担当：経営管理部

TEL：03-3775-1638 / FAX：03-3775-1648

MAIL：app@media-active.co.jp

■鬼から電話

2012 年 9月のリリースから現在までにシリーズ累計 2,000 万ダウンロードを突破した子育てサポートアプリ。

何度言い聞かせても聞く耳を持たない子どもに、いつもとは違う鬼や妖怪・妖精などから電話が来ることで、意識

や気持ちを上手に変化させるためのツールとして開発されたアプリケーションです。

※ 第1弾「レジェンドレスラーから電話」

■コンテンツ内容：第1弾「 レジェンドレスラーから電話」

　電話タイトル：「言う事を聞かない時」（全 4 種）
配信期間：2020 年 9月14 日～12 月14 日

■コンテンツ内容：第 2 弾「ハッピーハロウィン～ LEGEND たちと生活習慣～」

　電話タイトル：「お片付けしない時」「歯磨きしない時」「ご飯を食べない時」「靴をしまわない時」

■コンテンツ内容： 第 3 弾「プレゼントキャンペーン」

　電話タイトル：「プレゼントキャンペーン」

配信期間：2020 年 9月18 日～11月 30 日

配信期間：2020 年11月 2日～11月 30 日

■その他プレゼントキャンペーンも実施！

　ミニ企画①　【Twitter キャンペーン】フォロー＆ツイートで LEGEND グッズプレゼント
ミニ企画②　ハッピーハロウィン！キーワードを並び替えてプレゼントを GET！

■出演

・長州 力　・天龍 源一郎　・武藤 敬司　・蝶野 正洋

2020年9月14日

利用可能エリア

メディアアクティブ株式会社は「鬼から電話」リリース 8 周年を記念し、レジェンドレスラーからの特別

コンテンツを 2020 年 9月14 日（月）より配信いたします。

昨年、大変好評だったタイアップ企画「レスラーからの電話」がさらにパワーアップして登場。

夏休みやステイホームで生活習慣が乱れ、不規則な生活をしているお子さんに「喝を入れてくれる」迫力

満点の内容となっております。

「鬼から電話」リリース8周年記念「レジェンドレスラー」参戦！
長州力、天龍源一郎、武藤敬司、蝶野正洋から電話が来る！！

今回の 8周年特別企画「レジェンドレスラーから電話」には、長州力さん、天龍源一郎さん、武藤敬司さん、

蝶野正洋さんの 4 人が登場。それぞれのキャラクターに合わせた個性溢れる演出で、レスラーファンの

方はもちろん、多くの皆様に楽しんでいただける内容になっております。

また、ミニ企画としてレジェンドレスラーたちのグッズが手に入る「Twitter のフォロー＆ハッシュタグツ

イート」キャンペーンや、キーワードの並び替えで応募できるプレゼントキャンペーンなど、ご家族みん

なで楽しめる企画を多数ご用意しております。
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方はもちろん、多くの皆様に楽しんでいただける内容になっております。また、ミニ企画としてレジェン

ドレスラーたちのグッズが手に入るプレゼントキャンペーンなども実施。お子さんと一緒に親御さんも楽

しんでいただけるキャンペーンが目白押しです。

「鬼から電話」リリース8周年記念「レジェンドレスラー」参戦！
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