
  
 
 
 
 
 
 
 

News Release                                   2007年1月22日 
株式会社インデックス･ホールディングス(4835 ジャスダック) 

株式会社インデックス 
株式会社タカラトミー(7867 東証一部) 

株式会社ネットインデックス 
 
 
 
 

音声端末『nico.neco』を共同企画開発 
 

プロジェクト推進: インデックス HD、 販売元: インデックス、 
端末デザイン: タカラトミー、 端末開発・製造: ネットインデックス 
 

通話メイン派をターゲットにした音声端末「nico.」を活用し、 
シリーズ化を視野に入れた付加価値性の高い端末開発 
 

 
 

 
株式会社インデックス・ホールディングス （代表取締役社長: 椿 進 本社: 東京都世田谷区 以下 

インデックス HD）と、株式会社タカラトミー （代表取締役社長: 富山 幹太郎 本社: 東京都葛飾区 

以下タカラトミー）、株式会社ネットインデックス*（代表取締役社長: 鵜野 正康 本社: 東京都中央区 

以下ネットインデックス）、は、ネットインデックスが開発した通話メイン派をターゲットにした音声端末

「nico. (型名: WS005IN)*」の新モデル『nico.neco』を共同企画開発し、株式会社インデックス  
（代表取締役社長: 小川 善美 本社: 東京都世田谷区 以下インデックス）が販売元となり、株式会

社ウィルコム （代表取締役社長: 喜久川 政樹 本社: 東京都港区  以下ウィルコム）の販売ルート

にて、2007 年 2 月上旬（予定）より発売開始します。 
 

インデックス HD とタカラトミー、ネットインデックス各社が、マーケティングから企画、デザイン、開発と、

商品開発に関連する一連の工程をトータルに手掛けることで、より迅速かつ低コストでの開発を可能と

し、端末販売の収益だけでなく、端末から派生する各種ビジネス展開を可能にします。 
 
●『nico.neco』開発経緯 
インデックス HD はモバイル利用の動向について、さまざまなモバイル利用の中でも特に「通話機能を

積極的に利用したい」という「通話メイン派」の需要があることに着目しました。多くのモバイルユーザー

が、定額での音声通話が可能であれば 2 台目の端末として購入して利用する、というニーズがあると

いわれています。 
 

そこでインデックス HD は、定額での音声通話が可能なウィルコムのサービスで利用できるオリジナル

端末開発を手掛けました。また携帯電話の通話相手*では、「親子間」での利用が約 48%と、「友人」

の約 57%に次いで 2 番目に高いことに注目し、特に「母と子」との間での通話機会増大が見込まれる

と想定し、「女性」と「子供」をターゲットとした商品開発となりました。 
*ケータイ白書 2007 impress R&D 

 
●『nico.neco』での各社の取り組み 
今回の商品開発では、インデックス HD が『nico.neco』プロジェクトの推進を担いました。そして玩具

の企画開発力があるタカラトミーと、ワイヤレス端末の技術開発力があるネットインデックスが共同で

新端末開発を推進し、さらにインデックスが販売元となり、『nico.neco』の商品化が実現しました。 



  
 

 
 
 
 
 
●『nico.neco』について 
販売開始する『nico.neco』は、タカラトミーによる子猫のオリジナルキャラクターが、端末本体に標準

装備されています。音声端末をより身近に、より愛着をもってもらえる遊び心のあるデザインが特徴で、

『nico.neco』専用のオリジナルストラップが付いた、ユニークなプロダクトデザインとなっています。端

末の全体的なカラーリングは人気のモノクロカラーを採用し、キャラクターのデザインにはアクセントと

してイエローを採用しました。 
 

また、キャラクターを活かしたコンテンツも展開し、着信メロディには「猫ふんじゃった」をベースとした、

さまざまなバージョンのオリジナル音楽を搭載しています。待受画面にはキャラクターを使った子猫の

画像をセットしています。さらに、キャラクターのデザインを活かした個装箱で端末を梱包し、トータル

デザインとしても完成度の高いものになりました。 
 

●今後の展開 
今回の『nico.neco』開発ノウハウを活かし、「nico.」のシリーズ化を視野に入れています。また今後も

インデックスグループ各社の事業ノウハウを融合し、新規のオリジナルモバイル端末開発を推進して

いきます。 
 
インデックスグループおよびタカラトミーは、さらなるシナジー効果を追及し、ユビキタス社会に向けて

より生活を豊かにする斬新で魅力的なサービスを創出していきます。 
 

今後の展開にどうぞご期待ください。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

「nico.」のこれまでの取り組み 
 
ネットインデックスは 2005 年 11 月、ウィルコムが提供する超小型通信モジュール「WILLCOM SIM 
STYLE*」に対応した製品をいち早く市場へ投入し、ワイヤレス通信市場の拡大を推進してきました。

ウィルコムより 2006 年 7 月に発売開始された「nico.(WS005IN)」では、「WLLCOM SIM STYLE」

に対応し、「W-SIM*」を搭載したシンプルな形状と機能にこだわったストレートタイプの音声端末です。

これまでも「nico.(WS005IN)」シリーズとして、「抗菌モデル」、「中日ドラゴンズモデル」、「ビックカメ

ラモデル」、「ヨドバシカメラモデル」など、さまざまな企画やデザインの製品を開発してきました。 
 
 

*ネットインデックスは、インデックスグループとのシナジーを創造するポータルデバイスの開発や、次世代

通信プラットフォームの開発を手がけています。モバイル・ワイヤレス市場に更なる進化と、多様化による

利便性向上をもたらす製品開発を推進しています。 
 

*無線通信機能を搭載した超小型モジュール「WILLCOM Core Module」の「W-SIM」を利用した端末を、

「WILLCOM SIM STYLE」とし、端末ラインアップの多様化、多目的化を図り、新しいワイヤレス市場を

開拓します。 
 

*ネットインデックスの WILLCOM SIM STYLE 対応製品 
“TT” Tiny Talk (WS001IN), “DD” Data Driver (WS002IN),nico. (WA005IN), 
W-SIM (RX410IN) 

 



  
 
 
 
 
 

『nico.neco』特徴 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●可愛いキャラクター 
端末本体に愛らしい子猫のオリジナル「癒しキャラクター」を装着 
  

●nico.neco 専用のキャラクターコンテンツ 
5 種類の待受画面と、「猫ふんじゃった」のさまざまなバージョンのハイクオリティ着信メロディを採用。 
 

●特製ストラップの同梱 
子猫がお散歩した足跡をイメージしたキュートなストラップを同梱しトータルのコーディネートが可能。 
 

●専用の個装箱を用意 
キャラクターの可愛い個装箱を用意。 
 

●W-SIM（ウィルコムシム）に対応 
同梱の W-SIM は WS005IN だけではなく、他の WILLCOM SIM STYLE 対応製品で利用可能。 
 

●主な仕様 
型名: WS005IN 
サイズ: 約 W45.0mm×D125.0mm×H14.3mm（突起部除く） 
質量: 約 67g（バッテリー装着時、W-SIM 除く） 
連続通話時間: *1 約 4.5 時間 
連続待受時間: *1 約 410 時間 
ディスプレイ: 1.5inch、128×128 ドット、65,536 色（TFT） 
電話帳登録件数（最大）: 登録件数 700 件、 
その他: E メール（PIAFS 方式）、エッジ e メール、ライトメール、ライト E メール、国際ローミング対応 

*2（タイ、台湾に対応）、安全運転モード、留守番電話機能、停波モード、電卓機能、 
メモ帳機能、カレンダー機能 

 

*1 連続通話時間および連続待受時間数値は電波状態、使用環境によって変動します。 

*2 国際ローミングをご使用の際は別途ウィルコムへのお申し込みが必要です。 
 

●同梱物 
W-SIM、取扱説明書（保証書）、リチウムポリマーバッテリー、バッテリーカバー、 
AC アダプター、充電用ケーブル、特製ストラップ 



  
 
 
 
 
 
株式会社インデックス・ホールディングス 会社概要 

社名: 株式会社インデックス・ホールディングス(英文表記:Index Holdings) 
本社所在地: 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー 
設立: 1995 年 9 月 
資本金: 360 億 2,700 万円 （2006 年 8 月現在） 
代表者: 代表取締役社長 椿 進  
事業内容: モバイル、エンターテイメント、コマース・出版、海外事業を事業展開する 

インデックスグループ会社の純粋持株会社としてグループ全体の戦略統一と 
最適資源配分を行い、より機動的で柔軟な事業活動を推進。 

URL: http://www.index-hd.com
 

株式会社インデックス 会社概要 
社名： 株式会社インデックス(英文表記：Index Corporation) 
本社所在地： 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー 
設立： 2006 年 6 月 
資本金： 1 億円（2006 年 8 月現在） 
代表者： 代表取締役社長 小川 善美  
事業概要： モバイル向けにコンテンツやソリューション、メディアソリューション、 

マーケティングソリューションなど、各種情報サービスを提供 
URL： http://www.indexweb.co.jp
 

株式会社タカラトミー 会社概要 
社名: 株式会社タカラトミー  
本社所在地: 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 
設立: 1953 年 1 月 17 日 
資本金: 34 億 5,953 万円（2006 年 9 月末現在） 
代表者: 代表取締役社長 富山 幹太郎 
事業概要: 玩具・雑貨・カードゲーム・家庭用ゲームソフト・乳幼児関連商品等の企画、 

製造および販売 
URL: http://www.takaratomy.co.jp
 

株式会社ネットインデックス 会社概要 
社名:株式会社ネットインデックス （英文表記:NetIndex Inc.）  
本社所在地: 〒104-0031 東京都中央区京橋 2-14-1 
設立: 1984 年 4 月 
資本金: 3 億 8,800 万円（2006 年 3 月末現在） 
代表者: 代表取締役社長 鵜野 正康 
事業概要: ・モバイル・ワイヤレス通信機器開発、製造及び販売 

・モバイル・ワイヤレスの次世代通信技術の開発 
・プログラムソフト開発・システム開発・保守サービス  

URL: http://www.netindex.co.jp
 

 
 
株式会社インデックス・ホールディングス www.index-hd.com 
広報部: press@index-hd.com TEL: 03-5779-5705 FAX: 03-5779-5081 
 

株式会社タカラトミー www.takaratomy.co.jp  
広報・IR 部：TEL: 03-5654-1280 FAX: 03-5654-1380 
 

株式会社ネットインデックス www.netindex.co.jp  
広報室： TEL: 03-5250-7321 FAX: 03-5250-7330 

http://www.index-hd.com/
http://www.indexweb.co.jp/
http://www.takaratomy.co.jp/
http://www.netindex.co.jp/

