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【報道関係各位】 

	 約 50 メディアが参画、日本初の“キュレーションマガジン”	 

	 iPhone 版 無料アプリ『Antenna（アンテナ）』を公開 
 

2012年 5月 16日 
株式会社グライダーアソシエイツ  

	 株式会社グライダーアソシエイツ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本哲哉、以下グライダー

アソシエイツ）は、5 月 15 日、iPhone 版	 無料アプリ『Antenna（アンテナ）』を、App	 Store 日本版（カ

テゴリ：ニュース）にてリリースいたしました。	 

	 ソーシャル・メディアの飛躍により、かつてより膨大な情報が溢れる現代において、目的の情報を探

し出すのが難しくなっています。検索エンジンを使った情報取得は簡便ですが、多くの人が閲覧してい

る順に表示されるコンテンツから必要な情報を選別するのは骨が折れる作業でもあります。そんな中、

特定の分野に詳しい人が取捨選択した情報に価値があるという考えのもと、Twitter や Facebook などの

ソーシャル・メディアによる“人を軸にした”情報収集が広まりました。しかし、双方向のコミュニケ

ーションに負担を感じる人も出てきています。	 

	 グライダーアソシエイツは、自分にとって本当によい「モノ・情報」との出会いは、趣味の合う友人

からの勧めなど「ヒト」による影響が大きいことに着目し、“キュレーションマガジン”『Antenna』を

開発しました。	 

	 『Antenna』は国内トップクラスの約 50 メディアからコンテンツ提供の正式許諾を受けた、日本初の	 

“キュレーションマガジン”です。（注 1）ユーザは、ファッション、アート、デザイン、映画、音楽、

旅行、グルメ、ビューティ、コスメ、家電、クルマ、携帯、コラム…など、自分が興味のあるジャンル

の情報の中から、必要なものだけを RSS で受信。簡単かつ快適に情報収集することが可能です。気に入

った記事はクリッピング機能で保存したり、SNS を通じてその記事を友人とシェアすることができます。

さらに、自分に合うユーザを読者登録（フォロー）することで、感性を刺激する情報が手に入ります。	 

	 『Antenna』のクリエイティブディレクターは、『NEWS	 ZERO（日本テレビ系）』のオープニング映像制

作で知られる、クリプトメリアの杉江宏憲氏が担当。洗練された美しいインターフェイスが、『Antenna』

のユーザ体験を演出します。	 

	 まずは、iPhone 版でサービスを開始。2012 年 6 月以降、ウェブ版の公開を予定しています。また、

記事提供メディア数も順次拡大してゆきます。	 

（注 1）キュレーションとは…インターネット上で流通している画像などのコンテンツを人の手によって整理・分類し、

共有すること。海外では『Flipboard』や『Pinterest』などのサービスがある。	 

	 

	 

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 
▲メイン画面 ▲記事詳細画面 ▲SNSやクラウドと連携 ▲記事一覧を画像で表示 

以	 上 
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＜参考資料＞	 

	 

■アプリ概要	 
	 

アプリケーション名	 Antenna（アンテナ）	 

リリース元	 株式会社グライダーアソシエイツ	 

ダウンロード料	 無料	 

サービス開始日	 2012 年 5 月 15 日	 

提供プラットフォーム	 App	 Store	 

関連 URL	 http://antenna.jp	 

対応機種	 
iPhone/iPod	 touch	 (推奨環境：ios4.3 以上)	 
※本アプリを使用するには通信が必要です。	 

アプリ概要	 キュレーションマガジン『Antenna』は、厳選されたメディアの	 
RSSコンテンツから、ファッション/アート/デザイン/映画/音楽/	 
旅行/グルメ/ビューティ/コスメ/家電/クルマ/携帯/コラム…など、	 
あなたが本当に欲しい情報やモノだけをクリップしたり、	 
友だちとシェアしたりできるiPhoneアプリです。	 
	 
◆基本機能	 
1.厳選された約50メディア（※）から選んで記事を読める	 
2.好きな記事をクリップ（保存）できる	 
3.趣味があうユーザをフォローし、記事を閲覧できる	 
4.クリップした記事をシェア（Facebook、twitterと連動）できる	 
	 
※参画メディア一覧＞	 http://antenna.jp/publishers/	 
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■参画メディア一覧（媒体名／社名）	 

	 

【	 株式会社グライダーアソシエイツ	 会社概要	 】	 
	 
社名	 	 	 	 	 ■株式会社グライダーアソシエイツ	 
本社	 	 	 	 ■東京都港区南青山 1-2-6	 ラティス青山	 301	 
ＵＲＬ	 	 	 	 ■http://www.glider-associates.com	 
設立	 	 	 	 	 ■2012 年 2 月 6 日	 
資本金	 	 	 	 ■1 億 3,000 万円（資本準備金含む）	 
代表者	 	 	 	 ■代表取締役社長	 杉本哲哉	 （株式会社マクロミル	 代表取締役会長兼社長）	 
事業内容	 	 	 ■キュレーションマガジン	 『Antenna』の企画、運営	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 広告・プロモーション事業、EC 事業	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 各種インターネットメディアの企画、開発	 

	 

－本リリース内容に関する報道機関からのお問い合わせ先－	 

株式会社グライダーアソシエイツ	 広報担当：大野（080-1111-3418）	 
東京都港区南青山1-2-6	 ラティス青山	 301	 〒107-0062	 

TEL:03-5772-3009	 FAX:03-5772-3019	 E-mail:press_business@glider-associates.com	 

	 	 	 	 iVoce	 （株式会社講談社	 ）	 

	 	 	 	 ITmedia	 デジカメプラス（アイティメディア株式会社）	 

	 	 	 	 iPadiPhoneWire（株式会社マイナビ）	 

	 	 	 	 AndroWire	 （株式会社マイナビ）	 

	 	 	 	 Verita（株式会社カフェグルーヴ）	 

	 	 	 	 OPENERS	 （七洋株式会社）	 

	 	 	 	 carview	 （株式会社カービュー）	 

	 	 	 	 価格.com	 （株式会社カカクコム）	 

	 	 	 	 カフェグローブ（株式会社カフェグローブ・ドット・コム）	 

	 	 	 	 ギズモード（株式会社メディアジーン）	 

	 	 	 	 GoodsPress	 （株式会社徳間書店）	 

	 	 	 	 GRIND（株式会社ミディアム）	 

	 	 	 	 	 	 	 CREA	 （株式会社文藝春秋）	 

	 	 	 	 Qetic	 （Qetic	 株式会社）	 	 

	 	 	 	 Kotaku（株式会社メディアジーン）	 

	 	 	 	 CONTRAST（団体）	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 さわあこのラジオ日記（個人）	 	 	 

	 	 	 	 The	 Slick	 （株式会社エディット）	 

	 	 	 	 CBCNET（株式会社グランドベース）	 

	 	 	 	 シネマカフェ	 （株式会社カフェグルーヴ）	 

	 	 	 	 シネマトゥデイ（シネマトゥデイ株式会社）	 

	 	 	 	 食＠新製品（株式会社日本食糧新聞社）	 

	 	 	 	 	 	 	 SHOT	 Magazine	 （Creative	 Action	 Japan 株式会社）	 

	 	 	 	 	 	 	 装苑 ONLINE	 （学校法人文化学園	 文化出版局	 ）	 

TABROID	 （株式会社メディアジーン）	 

Tokyo	 Art	 Beat	 （TAB）	 

東京カレンダー	 （東京カレンダー株式会社）	 

high	 fashion	 ONLINE	 （学校法人文化学園	 文化出版局）	 

ぴあ映画生活	 （ぴあ株式会社）	 

ビームスプラス	 （株式会社ビームス	 ）	 	 

fashionjp.net	 （学校法人文化学園	 文化出版局）	 

HOUYHNHNM（株式会社ライノ）	 	 	 	 

Fashion	 press	 （株式会社カーリン）	 

Plus81（ディー・ディー・ウェーブ株式会社）	 

＋D	 LifeStyle	 （アイティメディア株式会社）	 

＋D	 Mobile	 （アイティメディア株式会社）	 

BestGear（株式会社徳間書店）	 

white-screen.jp（株式会社ニューズベース）	 

マイスピ	 （株式会社メディアジーン）	 

マイナビ iPhone ニュース、マイナビ Android ニュース、	 

マイナビ	 ニュース	 家電（株式会社マイナビ）	 	 

MYLOHAS（株式会社メディアジーン）	 

誠	 Style	 （アイティメディア株式会社）	 

ライフハッカー（株式会社メディアジーン）	 

Listen	 Japan	 （株式会社エムティーアイ）	 

roomie	 （株式会社メディアジーン）	 

レスポンス	 （株式会社イード）	 	 

※2012 年 5 月 7 日時点。50 音順で記載。	 


