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ソネットエンタテインメント株 式 会 社 （サービス名 称 ：So-net、以 下 So-net）が運 営 する
「So-net SNS」(β版)*1 は、2006 年 6 月 6 日のサービス開始から 3 周年を迎えました。これを記念
し、本日 6 月 16 日（火）より、3 周年記念企画の実施と、新機能の提供を開始いたします。

■ 3 周年記念企画 『SoSo-net SNS アワード』
アワード』
「So-net SNS」ではサービス開始以来、ゲームや同窓会をはじめ、多くの人が集うテーマを
網羅する一方、ニッチなテーマを扱う SNS も数多く誕生してきました。今回は SNS を利用し
てきたオーナー、メンバーの方々へ感謝を込め、58,000 を超える SNS から「So-net SNS ア
ワード」として、魅力的な SNS を紹介いたします。
＜紹介 SNS 例＞
・鉄道の目撃情報を共有する SNS
・車のナンバープレートについて語りあう SNS
■ 『ココ釣
ココ釣りマスター』
マスター』内で釣り大会『
大会『鮮魚の
鮮魚の達人カップ
達人カップ』
カップ』
「So-net SNS」3 周年を記念して「鮮魚の達人カップ」を、So-net の『ココ釣りマスター』*2 内
で、共同企画として開催いたします。
内容は SNS のメンバー同士が力を合わせて釣りゲームに挑むイベントで、「So-net SNS」
から大会にエントリーすると、所属している SNS 毎のチームで参加することができます。また、
特典として『ココ釣りマスター』内で利用できるアイテムがプレゼントされます。
■ 新機能 『全員友達機能』
全員友達機能』リリース
小規模の SNS オーナーから、「マイフレンド申請」をしたメンバー間だけでなく、全メンバー
間の交流を活発にしたいとの要望がありました。
本機能はこの要望に応えるもので、機能を設定すると「マイフレンド」の情報を表示していた
箇所に、メンバー全員の情報が表示されます。これにより、「マイフレンド」であるかを問わず
全メンバー間の交流が促進されます。
「So-net SNS」（β版）では、今後も SNS オーナーの運営支援に努めると共に、他サービスとの連
携やマッシュアップを積極的に進め、よりユーザーにとって付加価値の高い、最適なコミュニティ空
間を提供してまいります。
*1 「So-net SNS」（β版）
国内最大級のSNS無料作成サービスである「So-net SNS」（β版）は、2006年6月よりサービスを
開始。累計開設数は約5万8,000SNS、ユーザー数は約45万人を数えます。SNSのジャンルは、
ゲーム、アニメ、同窓会、地域コミュニティ、業界など、多くの人が集うテーマをほぼすべて網羅
する一方、ニッチなテーマを扱うSNSも数多く誕生しています。
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*2 『ココ釣りマスター』 ＜http://www.so-net.ne.jp/kokotsuri/＞
独自の位置情報履歴の解析技術を採用し、釣り場所によって釣れるお魚や獲物が異なる新しい
タイプのケータイ釣りゲームです。ゲーム内容は、海釣り向けの「フィッシングアクション」、わかり
やすい操作で楽しめる「早押しフィッシング」、淡水釣り向けの「ルアーフィッシング」の3種類があり
ます。また、全国の各都道府県に実在する100以上の地域が釣り場に変わるほか、獲物も150種
類以上にのぼる魚や、各地域の産品を釣ることが可能です。
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■ 3 周年記念企画 『SoSo-net SNS アワード』
アワード』
・ 開始日： 2009 年 6 月 16 日（火）
・ URL： http://www.so-netsns.jp/3award/
・ 紹介予定 SNS 数： 約 40 SNS
■ 3 周年記念、
周年記念、釣り大会 『鮮魚の
鮮魚の達人カップ
達人カップ』
カップ』
・ 開催期間： 2009 年 6 月 23 日（火）11：00 ～6 月 30 日（火）10：59
・ エントリー期間： 2009 年 6 月 22 日（月） 10：59 まで
・ 主催： 『ココ釣りマスター』 URL： http://kokotsuri.jp/
・ 賞品
① 団体戦で対象魚を釣り上げアイテムをゲット
指定された対象魚を最も多く釣り上げたチームには、『ココ釣りマスター』で使える
通貨 1,000G や釣りえさがプレゼントされます
② 個人戦上位には大量の G をプレゼント
個人戦は指定の大会会場で獲得した EXP（※釣った魚によって得られる経験値）の
合計数で優勝者を競います。個人戦 1 位の方には通貨 10,000G をプレゼントします。
③ 「鮮魚の達人」が選んだ本物の鮮魚をゲット
対象地域で放流されている、鮮魚を見事に釣り上げた方には、1 箱につき市価 5,000
円以上の旬のお魚をお届けします。
■ 新機能 『全員友達機能』
全員友達機能』
・ 提供開始日： 2009 年 6 月 16 日（火）
・ ご利用手順： 以下の方法で設定すると利用できます。
(a) SNS 管理画面にログインします。
(b) 「SNS 設定」に移動します。
(c) 「全員友達機能」使用設定で「使用する」を選択します。
(d) 「SNS 設定」画面下部の「設定変更する」をクリックします。
■ 利用条件
「So-net SNS」（β版）でのSNS 作成（So-net ID での作成）
So-net 接続会員または、「こんてんつコース」をご利用の方（So-net ID をお持ちの方）
であれば、無料で登録ご利用いただけます。So-net ID は、「こんてんつコース」にご登録
いただければ無料で取得できます。
■ 推奨環境
＜PC＞
・OS
Windows･･･Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Millennium Edition
Mac･･･Mac OS X v10.5、10.4、10.3、10.2
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・ブラウザ
Windows･･･Microsoft Internet Explorer 6.0 以上、Mozilla Firefox 1.5 以上、Opera 9.25 以上
Mac･･･Apple Safari 3.0 以上、Mozilla Firefox 1.5 以上、Opera 9.25 以上
※掲載されている社名、製品名、ソフトウェア名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標
または登録商標です。

■ 参考画像
参考画像

『SoSo-net SNS アワード』
アワード』 ページ例
ページ例
URL：
：http://www.soURL
http://www.so-netsns.jp/3award/
netsns.jp/3award/

以 上
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