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世界初！動く映像のスライド式パズルをＣＲＩの動画技術「JIG-do」が実現 
倉木麻衣の新曲「1000 万回のキス」Music Clip で iPhone/iPod touch アプリ 
 

 

株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 古川憲司、以下ＣＲＩ）と 
NHN Japan 株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 森川亮、以下 NHN Japan）は、倉木麻衣

さんの Music Clip を使ったスライド式パズルのアプリケーション「倉木麻衣★ムービーパズル」を、iPhone/ 
iPod touch 向けに共同開発致しました。本アプリは、これまで静止画像で作られていたパズルを「動く映像」

で実現した、世界初(※1)のアプリです。この画期的なアプリは、ＣＲＩの先進的な動画技術「ジグ動®／JIG-do®

（以下 JIG-do）」により実現されました。 
 
「倉木麻衣★ムービーパズル」は、倉木麻衣さんご本人が出演していることでも話題の KOSE「エスプリー

ク プレシャス」CM ソングで、3 月 9 日発売の新曲「1000 万回のキス」の Music Clip を使ったパズルが楽

しめる iPhone/iPod touch アプリです。ＣＲＩと NHN Japan が共同開発を行い、ＣＲＩの動画技術「JIG-do」 
（特許出願中）により、世界初の「音声入り動画を使ったスライド式パズル」を実現しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
通常、スライド式パズルは静止画像を並べ替えて 1 枚の絵を完成させますが、本アプリでは 24 分割され

た「動画」を並べ替えて Music Clip を完成させます。iPhone/iPod touch のタッチパネルや操作性を活かし、

単なる映像ではない“触って楽しい Music Clip”という新しいアプローチを生み出しています。 
 動画によるパズルがどのようなものか、実際のプレイ動画をご覧ください。 

YouTube：http://www.youtube.com/watch?v=NiKVdcrolWY 
 ニコニコ動画：http://www.nicovideo.jp/watch/1299546612 
※1  CRI 調べ。iPhone/iPod touch アプリで音声入り動画を使ったスライド式パズルとして。 

「倉木麻衣★ムービーパズル」 
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 動画のパズルを実現した「JIG-do」は、ゲーム業界で実績のある動画ミドルウェア「CRI Sofdec™」をエ

ンジンとして使用しています。「CRI Sofdec」は 1,000 タイトル以上のゲームに採用された実績を持ち、

3DCG モデルと動画を融合した複雑な演出や、メニュー画面に動画を埋め込んだリッチなインタフェースな

どに活用されています。 
 
本アプリには、「1000 万回のキス」の Music Clip に加えて 2010 年 11 月 17 日に発売されたアルバムの

タイトルチューン「FUTURE KISS」の Music Clip も収録されており、それぞれの Music Clip でパズルを

楽しむことができます。「FUTURE KISS」バージョンは動画を 15 分割したパズル形式になっています。 
本アプリは NHN Japan の「ハンゲーム」から配信されており、完全無料でダウンロード／プレイするこ

とができます。（ゲームプレイには「ハンゲーム」へのログインが必要です。） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
■「倉木麻衣★ムービーパズル」アプリの紹介 
本アプリでは、以下のコンテンツを楽しむことができます。 
・ムービーパズル 
 「1000 万回のキス」 24 パズル（ハードモード） 
 「FUTURE KISS」  15 パズル（ノーマルモード） 
絵合わせ（いわゆる神経衰弱）とスライド式パズルが 2 段構成になったゲームです。パズルをクリアする

と、それぞれの Music Clip をフル画面で見ることができます。クリアタイムは記録として保存され、 速

タイム更新を目指す楽しみがあります。 
・Gallery 
ギャラリーモード。パズルを早く解くことで、倉木麻衣さんのスペシャルフォトを閲覧できます。 

・お勧めコンテンツ 
メニュー画面の買い物カゴアイコンをタップすると、倉木麻衣さんの楽曲情報の一覧を閲覧することがで

きます。気に入った楽曲を選択し、その場で iTunes 経由で購入することができます。 

スライドパズル 

「倉木麻衣★ムービーパズル」スクリーンショット 

メニュー クリアタイム ゲームスタート 
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【iTunes Card やペアマグカップが当たる！「倉木麻衣★ムービーパズル」リリース記念キャンペーン】 
3 月 8 日～3 月 15 日に「倉木麻衣★ムービーパズル」をプレイした方に抽選でプレゼント！ 
（１）MAI KURAKI ORIGINAL ペアマグカップ：3 名様 
（２）iTunes Card 500 円分：100 名様 
※当キャンペーンは Apple の提供・協賛によるものではありません。 

 
本アプリのリリースに際し、倉木麻衣さんご本人より、以下のコメントをいただいております。 

 
 
 
 
 
今後、ＣＲＩと NHN Japan は、「JIG-do」を動画パズルのプラットフォームとして、さまざまな楽曲へ

の展開を行って参ります。映像コンテンツ単体としての提供ではなく、本アプリのようなメディアミックス

展開によって、ファン層をさらに広げていく一助となれば幸いです。 
 
■「倉木麻衣★ムービーパズル」アプリ概要 

  アプリ名 ：「倉木麻衣★ムービーパズル」 
  発 売 日 ：2011 年 3 月 8 日 
  価  格 ：無料 
  販  売 ：NHN Japan 株式会社 
  開  発 ：株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア、NHN Japan 株式会社 
  紹介 URL ：http://info.hangame.co.jp/index.nhn?m=detail&infono=2832 
  ダウンロード ：http://itunes.apple.com/jp/app/id420912351?mt=8 

(C) 2011 NHN Japan Corp. All Rights Reserved. 

 
■使用楽曲情報 

   楽 曲 名  ：倉木麻衣 35th SINGLE ｢1000 万回のキス｣  
  発 売 日 ：2011 年 3 月 9 日 
  大きな愛情をテーマに、大切な人に想いをなかなか伝えられない 

もどかしさを歌った、ちょっぴり切ないミディアムチューン☆ 

本人出演！KOSE「エスプリーク プレシャス」CM ソング 
 
 
 
 

倉木麻衣さんからのコメント： 
「このゲームの企画を頂いた時から、完成を楽しみにしていました！私もトライしてみ

ましたが、とても楽しいアプリなので皆さんもぜひチャレンジしてみて下さいね！」 

＜初回限定盤＞ 

＜通常盤> 
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【株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアについて】http://www.cri-mw.co.jp/ 
iPhone をはじめとしたスマートフォンや、携帯型＆据え置き型ゲーム機向けに、各種ミドルウェア（音声再

生・動画再生・データ圧縮）の開発販売を行っております。またアプリのマーケティングを強力に支援する、

iPhone 向けクラウド対応型、情報配信＆マーケティングエンジン『CLOUDIA (クラウディア)』を展開して

います。iPhone アプリの開発支援やプロデュース業務、エンタープライズ向けアプリ開発なども積極的に

行っております。 
 
【NHN Japan 株式会社について】http://www.nhncorp.jp 
NHN Japan は、韓国のグローバルインターネット企業 NHN Corporation の日本法人として 2000 年 9 月に設

立されました。現在、オンラインゲーム＆コミュニティサービス「ハンゲーム」をパソコン、携帯電話、ス

マートフォンの 3 つのプラットフォーム向けに展開しています。特にパソコン向け「ハンゲーム」では、現

在 3,860 万の登録 ID、 大同時接続者数 20 万 3,000 人の規模となっています。 
 
 
 
ＣＲＩ・ミドルウェアは、多彩なツール＆ミドルウェア製品群『CRIWARE』を通じて、ユーザビリティ

の向上、プロモーション支援、開発工数削減やコスト削減、クオリティ向上のお手伝いをいたします。開発

者の皆さまがアプリの創造・制作に専念していただけるような環境の実現をお約束致します。また、「アプリ

のプロデュース業務や開発支援」、「各種プロモーション支援」、さらに、「ビジネスマッチング」等、iPhone
／SmartPhone 市場でのビジネス面のミドルウェアを目指し、さまざまなお手伝いを進めて参ります。 

 

※ iPhone、iTunes および App Store は Apple Inc.の登録商標または商標です。 

※ ＣＲＩ・ミドルウェア、「CRIWARE」「CRIWARE mobile」「JIG-do」「CRI Sofdec」等の文字やロゴは、 

日本およびその他の国における株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの登録商標または商標です。 

※ 本ニュースリリース上に記載されているその他の記載の会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。 

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 

※画面は開発中のものです。 

 
 

以  上 

本件に関するお問い合わせ先 

  
広報：尾沢、小柳 

TEL 03-6418-7081 FAX 03-6418-7082 
E-mail： press@cri-mw.co.jp 

URL： http://www.cri-mw.co.jp/ 


