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報道関係者各位 
プレスリリース 

2012年 10月 26日 
株式会社トップオブハート 

 
スマートフォン向けソーシャルカードゲーム「にゃんコレ」が 

犬猫に特化した写真素材販売サイト「WAN・NYAN ストックフォト」を採
用 

 
プロ写真家の高品質な犬猫写真素材の販売サイト「WAN・NYAN ストックフォト」

( http://wannyan-stockphoto.com/ )を運営する株式会社トップオブハート（本社：東京都新宿区、
代表取締役：村田 三二、以下トップオブハート)は、株式会社デジタライズ（本社：広島県広島
市、代表取締役：藤本 英俊、以下デジタライズ）が 2012 年 11 月に配信予定のスマートフォン
向けソーシャルカードゲーム「にゃんコレ」に、同社が提供する猫写真が採用されたことを発表

します。 
 
同ゲームは、プレイヤーが「にゃんこカード」をコミュニケーション手段として日本中を散歩し、

ネコと触れあいながらカードを集めていきます。このカードイラストに、WAN・NYAN ストッ

クフォトが提供する高品質な実在の猫の写真を利用していることが特長です。 
 
デジタライズは本ゲームの企画にあたり、いかに質の高い猫の素材写真を大量に集めて利用でき

るかを課題としていました。プロが撮影するため著作権が明確で、写真のクオリティが均一にな

ること、リクエスト撮影にも対応できること、そして低価格でもあり、カードイラストに活用し

やすいという理由で、WAN・NYANストックフォトの素材写真を採用しました。 
 
またトップオブハートは、「にゃんコレ」配信記念イベントとして、本ゲームに登場する猫を中

心とした犬猫写真展「飾る写真～PLUS α～」を 2012 年 11 月 5 日（月）から 10 日（土）ま
で東京千代田区の三番町カフェにて開催します。 
 
2012 年 9 月に発表された広島大学総合科学研究科の入戸野（にっとの）宏准教授の研究におい
て、「かわいい動物の写真を見ると集中力が高まる」という実験結果*が出ており、70 以上の海
外メディアで取り上げられています。入戸野准教授は「”かわいい”というポジティブな感情には
対象に接近して詳しく知ろうとする働きがあります。その効果は写真を見た後にも持続すると考

えられます。別の研究から、かわいいものを見ると自然と笑顔になることも分かっています。実

際にそのような効果が生じるのか、どうぞご自身でお確かめください。」とコメントしています。 
 
トップオブハートは、今後 WAN・NYAN ストックフォトの写真を素材のダウンロード販売だけ
でなく、撮影した写真家本人によるオリジナルプリントを額装し、オフィス、教育・医療関連施

設などが利用しやすい「飾る写真」の販売を展開します。 
 
 
■ソーシャルカードゲーム概要 
タイトル： にゃんコレ 
ジャンル： ソーシャルカードゲーム 
配信開始日： 2012年 11月予定 
メーカー： 株式会社デジタライズ 
対応端末： iOS及び Android端末（※一部機種を除く） 
URL：  http://www.digitalize.biz/nyan-colle/ 
備考：  基本料金無料、アイテム課金制 
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■写真展概要 
タイトル： 「飾る写真～PLUS α～」 
会場	 	 ： SAN BAN CHO CAFE（三番町カフェ）/ http://sanbanchocafe.jp/ 

東京都千代田区三番町 28-4  
日時	 	 ： 2012年 11月 5日(月)～11月 10日（土） 
時間	 	 ： 月・水 9:00-23:00 / 火・木・金 11:00-23:00 / 土：11:00-17:00 
主催	 	 ： 株式会社トップオブハート 

お問い合わせ TEL：03-3325-9906 / E-mail：info@wannyan-photo.com 
 
■広島大学総合科学研究科：入戸野宏准教授の研究について 
URL: 「かわいいの心理学」http://cplnet.jp/kawaii.html  
* Nittono H, Fukushima M, Yano A, Moriya H (2012) “The Power of Kawaii: Viewing Cute 
Images Promotes a Careful Behavior and Narrows Attentional Focus.” PLoS ONE 7(9): 
e46362. doi:10.1371/journal.pone.0046362 
 
 
■添付画像 

 
	 	 	 	 （にゃんコレイメージ画像）	 	 	 	 	 	 	 	 	 （写真展「飾る写真」）	 	  
 
 
■株式会社デジタライズについて 
 
社名	 	 	 	 ：株式会社デジタライズ 
設立年月日	 ：2002年 4月 1日 
資本金	 	 	 ：2億 2,000万円	 (資本準備金含む) 
代表者	 	 	 ：代表取締役	 藤本 英俊(ふじもと・ひでとし) 
事業内容    ：1) インターネット関連事業 

2) Webサイト構築 
3) Webアプリケーション構築 
4) インターネット広告代理事業 

本社所在地	 ：〒733-0037	 広島県広島市西区西観音町 2-1	 第 3セントラルビル 1F 
	 	 	 	 	 	 	 TEL 082-532-6350／FAX 082-532-6351 
URL      ：http://www.digitalize.biz/ 
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■株式会社トップオブハートについて 
 
社名	 	 	 	 ：株式会社トップオブハート 
設立年月日	 ：2011年 2月 21日 
資本金	 	 	 ：8,000,000円 
代表者	 	 	 ：代表取締役	 村田 三二(むらた・みに) 
事業内容    ：1) ペットの犬猫の写真撮影 
	 	 	 	 	 	 	 2) 犬猫写真のロイヤリティフリー販売サイト運営 
	 	 	 	 	 	 	 3) 犬猫の写真に関する業務 
本社所在地	 ：〒160-0023	 新宿区西新宿 6-10-1	 日土地西新宿ビル 8階 
	 	 	 	 	 	 	 TEL 03-3325-9906／FAX 03-3325-8574 
制作部門	 	 ：〒164-0011	 東京都中野区中央 1-1-3	 新都心中央ビル B1 
	 	 	 	 	 	 	  西新宿スタジオ 
 
【関連サイト】 
・「WAN・NYANストックフォト」(販売部門) 
http://wannyan-stockphoto.com/ 
・「わんにゃんスターフォト」(撮影部門) 
http://wannyan-photo.com/ 
・「わんにゃんスターフォト」Facebookページ： 
http://www.facebook.com/wannyan.photo 
・「猫の空ちゃん」Twitterアカウント： 
https://twitter.com/nekonosorachan 
  
	  
■報道関係者様向けのお問合わせ先 
株式会社トップオブハート 
担当者 ： 村田 
TEL ： 03-3325-9906 
E-mail： info@wannyan-photo.com 
 
ブルームーン・マーケティング株式会社 
担当者 ： 野田 
TEL ： 03-3459-8876 
E-mail ： inquiry@bluemoonmarketing.jp 


