Section

003

第1章

定番アプリ
待ち合わせに遅れない

お出かけに必携の定番アプリ

お出かけ

作者
価格

Yahoo Japan Corp.
無料

これさえあれば迷わない

マップ

作者

Google LLC

価格

無料

Android OS標準の地図アプリです。今いる場所を表示して、目的地までの

経路を検索できます。交通情報を表示する機能や、音声付きのカーナビ機
能があり、目的地までの到着をサポート。周囲のレストランやお店の情報
を表示して、電話をかけたり口コミ情報を調べたりすることが可能です。

出発地から目的地までの電車やバス
の乗り換えルートを検索できるアプ

定番アプリ

定番アプリ

1

Yahoo!乗換案内

1

リです。よく使うルートメモを保存
しておくと、すぐ呼び出せて便利で

す。徒歩区間も地図で表示するので、
これ1本あれば目的地まで迷うこと
がありません。

経路検索では途中駅のほかに、乗車
位置や乗車ホームなども表示。ア
ラーム機能もあるので、乗り過ごし
を防ぐことができる
突然の雨にも対応

Yahoo!天気
作者
価格

Yahoo Japan Corp.
無料

毎日の天気をスムーズにチェックで
きるアプリです。現在地や登録地点

の1時間ごとの天気や最大17日先ま
お出かけ

での天気予報を確認できます。雨雲

が接近してくると通知で知らせてく
れるので、急な降雨に備えておくと
安心です。
住所や施設名などから検索し、場所に関す
る多くの情報を表示する。リアルタイムの
経路検索や交通情報を活用し、目的地まで
楽に到着できる。国と地域を広くカバーし
ているため、海外旅行でも活用可能。地図
の種類も切り替えられる

18
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近くにあるお店や施設の情報をかんたんに
検索できるので、初めて行く場所でも安心。
営業時間や混雑具合を調べることや、お気
に入りの場所のリストを作って共有するこ
とが可能。グループでのお出かけ計画もか
んたんに立てられる

最大17日先までの天気予報を表示。
今日と明日は1時間ごとの天気や気
温を表示できる。Yahoo!アカウン
トでログインすれば、地点を登録し
ておくと雨雲が近づいたときに通知
を受け取れる

19
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第2章

Section

011

SNS ／メール／電話

メールをもっと便利に
使いこなす

メール

多くの人がSNSを使うようになって、メールの使用頻度は少なくなってい

主要なメールプロバイダーを網羅

Blue Mail
作者
価格

Blix Inc.
無料

Yahoo! メールをスマートフォンで

Yahoo!メール
作者
価格

Yahoo Japan Corp.
無料

るようです。とはいえ、メールは現在もコミュニケーションの重要なツー

ＳＮＳ／メール／電話

ＳＮＳ／メール／電話

2

ルであることには変わりありません。ここでは、Webメールやプロバイ
ダーメールをもっと便利に使えるアプリを紹介します。
マイクロソフト純正の定番メールアプリ

Microsoft Outlook
作者
価格

Microsoft Corporation
無料

多数のメールを効率的に管理可能

Spark
作者
価格

Readdle Inc.
無料

Gmailをはじめ、Yahoo!メール、Outlo
ok、iCloud、プロバイダーメールに対応。
かんたんに切り替えできる
POP3メールの受信にも対応

myMail
作者
価格

My.com B.V.
無料

2

Yahoo!メールを利用するユーザーに便利
な機能を満載。スワイプ操作でメール表示
や削除ができるなど、軽快な操作性が特徴
チャットライクにメールを送受信

CosmoSia
作者
価格

株式会社ACCESS
無料［課金有］

メール

Microsoft Exchange、Outlook.com
（Hotmail、MSN含む）といったマイクロ
ソ フ ト の メール関連サービスに加えて、
Gmail、Yahoo!メール、iCloudなどにも
対応。予定表機能も備える

36
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プライベートやビジネスでのメール活用を
効率化するメールアプリ。スワイプ操作の
一括アクションや、メール分類機能、迷惑
メール検出機能などを備えており、多数の
メールを効率的に扱える

シンプルで使いやすいインターフェイスを
採用したメールアプリ。POP3のプロバイ
ダーメールにも対応している

キャリアメールやSMSにも対応した使いや
すいメールアプリ。チャットライクなイン
ターフェイスでメールを返信することも可能
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第3章 カメラ／写真

Section

018
フィルター

オシャレなフィルターで
アートを楽しむ

カメラアプリを使う楽しみの1つにフィルターがあります。フィルターに

写真の一部を白黒化

写真モノクロカラー
作者
価格

addquick
無料

59種類のフィルターを用意

Afterlight
作者
価格

Afterlight Collective, Inc
無料［課金有］

は、アナログ写真のような雰囲気に変えるものや、水彩画や油絵風に変化

させるもの、オリジナル写真のイメージを大きく変化させてしまうものな
どがあります。ここでは、フィルターに特徴のあるアプリを紹介します。
フィルムの質感を再現する

VSCO
VSCO
価格 無料［課金有］
作者

カメラ／写真

カメラ／写真

3

AIを使って写真をアートに変身

Prisma
Prisma Labs, Inc.
価格 無料［課金有］
作者

一部だけを白黒にした写真が作れる。写真
をモノクロに加工したあと、色を残したい
部分をタッチするとカラーが浮き出てくる
レトロなピクセルアートに変換

8Bit Photo Lab
作者
価格

llixa
無料［課金有］

3

多彩な調整機能とフィルターを持った編集
アプリ。アナログ写真のような光漏れ効果
やさまざまなテクスチャーを素材を収録
しきい値効果で写真を加工

カーボンフォトラボ
作者
価格

Photo Cool Apps
無料［課金有］

フィルター

アナログカメラで撮影したような雰囲気を
手軽に再現できるカメラアプリ。無料版で
は10種類のプリセットを使った編集や、基
本的な編集ツールが利用可能。作品を公開
するための機能もある
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05_AndroidApp-Ch03.indd 50-51

有名アーティストを模したさまざまなアー
トフィルターを使って写真をアーティス
ティックに加工するアプリ。その場で撮影
することも可能。フリートライアルをキャ
ンセルすれば課金されることもない

8ビット(256色)のピクセルアートに変換
できるアプリ。50以上のカラーパレットや
カスタムパレットが利用可能

用意されているさまざまなパターンの写真
をブレンドし、グラフィカルなイラストに
加工する。ロゴなどの作成にぴったり
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第4章

Section

034

お出かけ／グルメ／旅行
旅行情報が充実したオフライン地図

旅行に役立つ情報を集める

旅情報

トラベルコ マップ
作者

今度のお休みにどこかへ旅行しようと心に決め、いざ旅先の情報を仕入れる

価格

OpenDoor Inc.
無料

多彩な旅行記事を毎日配信

RETRIP
作者
価格

trippiece inc
無料

際、役立つ情報を提供してくれるアプリが数多くあります。誰もが訪れる定
番の観光地から、ツウしか知らない隠れたスポットまで、旅行を盛り上げて
くれる多彩なヒントやユーザーが足で集めたレア情報が手に入ります。
旅行に必携のクチコミアプリ

トリップアドバイザー
作者

TripAdvisor
無料

るるぶ
作者
価格

JTB Publishing, Inc.
無料

旅行比較サイト「トラベルコ」提供の、オフ
ラインでも利用可能なナビゲーション機能
付き地図アプリ。旅行スポット情報が充実
掲載地図のダウンロードが可能

まっぷるリンク
作者
価格

株式会社昭文社
無料

日本や世界各地の旅行記事、観光やグルメ
に関する情報を読める。気に入った記事はお
気に入りに登録してあとで読むことも可能
全国の日帰り温泉がすぐ見つかる

お出かけ／グルメ／旅行

お出かけ／グルメ／旅行

4

価格

全国5万件のスポット情報を収録

4

温泉検索
作者
価格

Olive System
無料

旅情報

世界中の旅行者から寄せられ、日々増えて
いく膨大な数のクチコミをチェックでき
る、旅行に必携のアプリ。クチコミは観光
スポットからホテル、グルメ、アクティビ
ティまでバラエティにあふれている

82

06_AndroidApp-Ch04.indd 82-83

JTB「るるぶ」提供の旅行・お出かけ情報ア
プリ。日本全国約5万件の観光スポット情報
を収録し、名所やレストラン、立ち寄り湯
などを地図から見つけられる。宿泊施設の
検索・予約もこれ1本で行える

昭文社の国内・海外旅行ガイド「まっぷる
マガジン」などの出版物とスマートフォン
を連動させ、旅行に役立てられるアプリ

日本全国の日帰り温泉を調べられるアプリ。
地域あるいは地図から温泉を見つけ、写真
やクチコミで詳細情報を確認できる
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第5章 ネット通販／生活

Section

044
ポイント／クーポン

ポイントやクーポンを
お得に活用する

クーポンやポイントを活用すると、お金を節約しながらグルメやショッピ

グループの全レストランで利用できる

すかいらーくアプリ
作者
価格

Skylark CO., LTD.
無料

人気うどんチェーンのアプリ

丸亀製麺
作者
価格

Toridoll. Corporation
無料

ングをしっかり楽しめます。キャンペーンを上手に組み合わせればお得感
も倍増するでしょう。ここでは、ファストフードチェーンやファミリーレ
ストラン、コンビニエンスストアのアプリを中心に紹介していきます。
お得なクーポンやセール情報を配信

セブン-イレブンアプリ
作者
価格

無料

マクドナルド
作者
価格

日本マクドナルド株式会社
無料

ファッションやエステでも使える

Groupon
作者
価格

Groupon, Inc.
無料

人気うどんチェーンで使えるお得なクーポ
ンやフェア情報を届けてくれる。会計のたび
にたまるスタンプはクーポンと交換できる
楽天スーパーポイントがたまる

楽天ポイントカード
作者
価格

ネット通販／生活

ガスト、バーミヤン、ジョナサン、夢庵、
藍屋といったすかいらーくグループ全店で
使えるお得なクーポンを入手できるアプリ

ネット通販／生活

5

株式会社セブン-イレブン・ジャ
パン

メニューの食材情報も入手できる

5

Rakuten, Inc.
無料

ポイント／クーポン

セブン-イレブンでの買い物をお得にして
くれるアプリ。レジでバーコードを見せる
だけでキャンペーンやポイント付加に参加
できる。店舗検索機能を備え、新商品やセー
ルなどの情報も盛りだくさんとなっている
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マクドナルドで使えるお得なクーポンを入
手できるアプリ。クーポンが利用しやすい
デザインが特徴。店舗検索機能ですぐ近く
のマクドナルドを探したり、メニューの食
材やアレルギー情報などの閲覧も可能

グルメはもちろんファッション、エステ、レッ
スン、旅行などさまざまな分野の最新クーポ
ンを毎日配信するお得感満載のアプリ

ファストフード、カフェ、ドラッグストア
などの店頭で画面を提示すれば楽天のポイ
ントがたまり、ポイントで買い物もできる
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第6章

Section

058
心身管理

健康／ダイエット／料理
やすらぎの音で不安が遠のく

心と体をやさしく
お手入れする

不安を消す催眠
作者

心と体はつながっています。何かとせわしない現代社会で日々健康に生き

価格

Surf City Apps
無料［課金有］

いつでもどこでもリラックスできる

cocorus
作者
価格

Excite Japan Co.,Ltd.
無料［課金有］

るには、心と体を日常的にしっかりメンテナンスし、いつでも良好なバラ
ンスを保っておくことが大切です。心身の健康維持・管理・改善をサポー
トしてくれるアプリを活用して、心と体のバランスを意識してください。
カメラに指を当ててストレスチェック

やさしい音を聴いて心を穏やかに

COCOLOLO

MEISOON

作者
価格

WINフロンティア株式会社
無料

作者
価格

ホットヨガスタジオLAVA
無料［課金有］

心地よい音を聴くことで不安から解放する催
眠状態に導かれ、やすらぎの世界を体験。数
週間聴けば不安が遠のく効果があるという

呼吸練習
Chill Apps
価格 無料［課金有］
作者

不眠解消やリラックスに役立つ

健康／ダイエット／料理

健康／ダイエット／料理

6

息を整える呼吸法でストレスから解放

マインドフルネス瞑想により、睡眠導入、疲
労回復、ストレス解消、リフレッシュなどの
効果を期待できるリラクゼーションアプリ

meditone
digiart,Inc.
価格 無料
作者

6

心身管理

スマートフォン背面のカメラのレンズに指
先を当てるだけで気持ちの状態をチェック
でき、ストレスチェックに役立つアプリ。測
定結果からは日々の傾向を確認できるほか、
AIによる1日の気持ち予測も行ってくれる

130
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音を聴くだけで、目的やシーンに合わせて
心を穏やかにし、瞑想できるアプリ。瞑想
向けに作曲されたオリジナル音楽が心地よ
い。日本最大級のホットヨガスタジオが監
修しているので、安心感があるのも強みだ

息を吸う、吐き出すといった呼吸法を整え
ることで、ストレスから解放される。さまざ
まなシーン向けの呼吸法が用意されている

音を科学的に分析し擬似的に生成したトーン
を聴くことで、不眠解消、緊張緩和、集中力
向上、自律神経補正などに役立てられる
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第7章

Section

069

子供のやる気を伸ばす／
才能を引き出す

知育

子供はお絵描きや工作に夢中になります。実際に手を動かすことで、色の違

講義形式で囲碁が遊べる

囲碁アイランド 1
作者
価格

The Nihon Ki-in
無料

コマ撮りのアニメーションを作る

Stop Motion Studio
作者
価格

Cateater
無料［課金有］

育児／キッズ

育児／キッズ

7

育児／キッズ

いを覚えたり、線の種類を描き分けたりとさまざまなことを学びます。また
将棋や囲碁などは、先を読む力や集中力が付くという理由から習い事として
も人気です。小さな子供でも夢中になれるアプリはたくさんあります。
5歳から遊べる

どうぶつしょうぎ
（公式）
作者
価格

G-MODE Corporation
99円

7

子供のための百人一首

百人一首
初めてかるた 無料版
作者
価格

PolygonDrill Ltd.
無料

日本棋院が提供する囲碁の入門アプリ。囲
碁をまったく知らなくても、初歩からアニ
メーションでわかりやすく覚えられる
描いた絵が動き出す

お絵かき らくがキッズ
作者
価格

SMART EDUCATION, LTD.
無料

複数の静止画を撮影してストップアニメー
ションを制作できるアプリ。タイトルやサ
ウンドの追加なども楽に行える
塗り絵が飛び出して動く

Quiver
作者
価格

QuiverVision Limited
無料［課金有］

知育

女流棋士北尾まどか氏が考案した「どうぶ
つしょうぎ」の公式アプリ。4種類の駒を
使って、将棋の基礎を遊びながら学べる。
1人プレイはもちろん、家族や友達と対局
プレイも楽しめる

152
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全百人一首の暗記を目標に、かるたの読み
上げや対訳の表示など、さまざまな機能を
備える。読み札から説明文まで、すべてふ
りがなが付けられているので1人でも遊べ
る。無料版は一部機能のみ遊べる

音の出る魔法の筆でらくがきができるアプ
リ。描いた線を順に再生することや、描い
た線を動かしてアニメーションを楽しめる

ARを利用した塗り絵アプリ。印刷した台紙
に色を塗り、カメラをかざすと立体化して
画面の中を動き回る。無料のサンプルが豊富
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第8章

Section

079

読書／語学／学習
シンプルながら柔軟に使える時間割

時間割やノートを共有する

学習サポート

Classnote
作者

時間割アプリを使えば、授業時間や宿題、テスト日程を管理できますし、仲

価格

DIVLIGHT.net
無料［課金有］

ワセダの学生向け時間割アプリ

早大時間割
作者
価格

KASAI
無料

間と情報を共有することも可能です。また、目標に向けて勉強を進めてい
読書／語学／学習

読書／語学／学習

8

くうえでは、自分が今どのレベルにいるのか知りたくなるでしょう。学習

スケジュールやノートをアプリで共有すれば、より効果的に学習できます。
複数の時間割作成に対応する

大学生の時間割New
作者
価格

ひろん
無料

シンプルながら使いやすい時間割

時間割 for Android
作者
価格

8

sorw.net
無料

小学生から大学生、専門学校生まであらゆ
る生徒・学生が快適に使える、シンプルな
作りの時間割。柔軟なカスタマイズが可能
学校での やること を管理する

ClaCal
作者
価格

Benesse Corporation
無料

早稲田大学生が作った同学生向けアプリ。手
入力することなく時間割を自動的に取得で
きる。シラバスやサークル情報も閲覧可能
膨大な公開ノートで効率的に勉強

Clear
作者
価格

arcterus
無料［課金有］

学習サポート

時間割機能をメインに、出欠カウント機能
も備えたアプリ。曜日や時限数などはすべ
てカスタマイズが可能で、複数の時間割を
作成できるので、授業だけでなくアルバイ
トなどプライベートの予定も入れられる

172
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手軽な操作で作成できるシンプルな時間
割。各登録項目には科目、教員、教室に加
えてメモを記載できるので、課題やテスト
などの備忘録として使える。時間割の対応
時間は4 〜 8時間で、土日の設定にも対応

宿題や提出物、部活での練習メニューや試
合の管理など、学校のさまざまなイベント
をクラスメイトなどと共有・管理できる

有名大学合格者の受験ノートを参照しながら
目標に向かって効率的に勉強できるアプリ。
わからない問題はQ&Aで教えてもらえる
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Section

095

第9章

音楽／ラジオ／動画
高機能を満載したDJシステム

DJプレイで盛り上がる

ＤＪプレイ

djay FREE
作者

スマートフォンの画面はけっして大きくありませんが、ターンテーブルを並

価格

Algoriddim
無料［課金有］

本格的ターンテーブルでDJプレイ

DJ Studio 5
作者
価格

Beatronik
無料［課金有］

べてDJプレイを楽しめるアプリが多数リリースされています。実際に試し

てみると小さな画面でも意外に使いやすく、プロも満足の本格プレイが可能
です。DJツールとしてのスマートフォンの可能性を体験してみましょう。
ダブルデッキで使える強力DJシステム
作者

Mixvibes

価格

無料［課金有］

音楽／ラジオ／動画

音楽／ラジオ／動画

9

Cross DJ Free

業界標準DJシステム
に準拠し、直感的に
動かせるインター
フェイスが特徴。安
定したシンクで2つ
のトラックの位相が
ずれることはない

シャッフル、ループ、スクラッチ、オーディ
オFXをはじめとした高い機能を持ち、ハイ
レベルなDJシステムを手軽に実現できる
プロDJが設計に協力したアプリ

edjing Mix
作者
価格

MWM
無料［課金有］

9

本格的なデザインのターンテーブルを駆使
し、リミックス、スクラッチ、ループといっ
たプレイを自在に楽しめるDJアプリ
ビギナーでも高度なミックスを楽しめる

DJ Mix Pads 2
作者
価格

Music Topia, LLC
無料［課金有］

3D風のユニークなインターフェイス

DiscDj 3D Music
Player

作者
価格

GameG
無料［課金有］

ＤＪプレイ

3D風に画面内をフ
ロートする独自イン
ターフェイスが特徴
的 なDJプ レ イ ア プ
リ。使いやすさと機
能のバランスがすぐ
れている
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プロDJたちの協力によって設計され、20
種類を超えるDJエフェクトにより短時間
でも驚くようなミックスを作成できる

専門的な知識がなくても音楽のミックスを
楽しめる。わかりやすいチュートリアルが
用意されており、初心者でも扱いやすい
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新聞社ニュース

ニュース／情報収集
朝刊の自動ダウンロードが可能

新聞社や通信社の
ニュースを読む

朝日新聞デジタル
作者

世の中で起きていることを知るには、新聞社や通信社の配信している

価格

朝日新聞社
無料

マーケットデータをチェック

ロイターニュース
作者
価格

Thomson Reuters
無料

ニュースを読むのが手っ取り早くておすすめです。新聞社や通信社がリ

リースしているアプリからお気に入りを見つけましょう。有料会員になる

ことで、朝刊や夕刊の紙面デザインそのままの内容を読むこともできます。
経済ニュースを読む

日本経済新聞 電子版
作者

日本経済新聞社
無料［課金有］

News Digest
作者
価格

JX PRESS Corporation
無料

朝日新聞デジタルが読める公式アプリ。有
料会員は朝夕刊が読み放題になり、誌面を
自動ダウンロードすることが可能
政治・経済・芸能ニュースも網羅

産経プラス
作者
価格

産経デジタル
無料

イギリスの通信社ロイター通信の公式アプ
リ。世界の政治・経済・社会の最新ニュース
をカテゴリごとにチェックできる

ニュース／情報収集

ニュース／情報収集

10

価格

速報と災害・地震情報が届く

10

気になるニュースをフォローする

毎日新聞ニュース
作者
価格

THE MAINICHI NEWSPAPERS
無料

新聞社ニュース

日本経済新聞の電子版が読めるアプリ。有
料会員は、朝夕刊の過去1か月分の記事や
電子版オリジナル記事がすべて読み放題に
なる。無料会員も有料会員向けの記事を月
に10本閲覧できる

224
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重要ニュースの速報や地震速報、災害速報
をどのアプリよりも速く配信するライフラ
イン型ニュースアプリ。さまざまなカテゴ
リのニュースがまとまっているので、毎日
のニュースチェックにも便利

産経新聞やサンスポ、夕刊フジなど産経新
聞グループの記事が読める。
「きょうの誌
面」のほか、オリジナルコラムも配信

気になる連載や特集の新着記事をフォロー
しておくと、ホーム画面ですばやくチェッ
クできるのが便利。地域のニュースも表示
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