部屋やアイテムを撮影した画像を使って、インテリアコーディネートのシミュレーションができるアプリ #2013tspaa

スマホがラジオになるアプリ #2013tspaa
食品の成分などがわかるアプリ #2013tspaa
薬の飲み忘れ防止アプリ。よく飲み忘れてしまうので #2013tspaa
スマホのバイブでマッサージ機になるアプリ #2013tspaa
暇な日の一日の予定をアプリに組んでほしい #2013tspaa
電車の乗り換え案内アプリ #2013tspaa
花粉の飛散状況を詳しく教えてくれるアプリ #2013tspaa
騒音レベルをデシベルか調べるアプリ #2013tspaa
リアルタイムで渋滞の表示、警察の取り締まり区間を表示してくれるアプリ #2013tspaa
視力検査が出来るアプリ。これは無いんじゃないかなー。離れたところに端末を置いて、「c」右！とかやって、自分で視力検査が出来たら便利かも( ´∀`) #2013tspaa

カメラで楽譜を撮ると演奏してくれるピアノアプリ #2013tspaa
懸賞のアプリ欲しいなあ #2013tspaa
悩みを解決してくれるアプリ #2013tspaa
記念日をおしえてくれるアプリ #2013tspaa
一番面白い変顔をアドバイスしてくれるアプリ #2013tspaa
拍手や声援のアプリ #2013tspaa
よい睡眠を促してくれるアプリ #2013tspaa
音や映像でビックリさせ、眠気やしゃっくりを止めるアプリ #2013tspaa
お守りアプリ #2013tspaa
ワインの説明がわかるアプリ #2013tspaa
人の写真を犬風にしてくれるアプリ #2013tspaa
知り合いの居場所が常にわかるアプリ #2013tspaa
商品の詳細情報だけを一発で出してくれる検索アプリ #2013tspaa
虫眼鏡になるアプリ #2013tspaa
RPGはゲーム内で武器を買ったり、食べ物を拾うけど、現実にある食べ物や物を撮影したら、ゲーム内のキャラのHPや武器として使えるゲームアプリがあったらいいなぁ(食べ物も種類によって回復するHP数が違ったりしたら楽しい) #2013tspaa

買い物するときに最安値の店舗が分かるアプリ #2013tspaa
本や映画のタイトルを入れると内容を教えてくれるアプリ #2013tspaa
あらゆる怖い話、都市伝説を朗読してくれるアプリ。何かあったときの除霊機能付きで #2013tspaa
映画館の作品別上映時間が分かるアプリがあったらいいなぁ… #2013tspaa
コンビニの通販アプリ #2013tspaa
お金がもらえるアプリ #2013tspaa
視力がアップするアプリ #2013tspaa
スーパーの価格情報を教えてくれるアプリ #2013tspaa
好きな夢を見ることができるアプリ #2013tspaa
一日ひとつの雑学を教えてくれるアプリ #2013tspaa
ポップで可愛い天気予報アプリ #2013tspaa
料理に関しての知識やレシピを提供してくれるアプリ #2013tspaa
テレビ番組の企画や構成を考えてテレビ局に売り込めるアプリ #2013tspaa
過去のツイートで小説を作成してくれるアプリ 恋愛小説になるか？文学か？それともサスペンス？ #2013tspaa
デンタルケアアプリ！歯磨き後にカメラで口の中を撮影すると、磨き残しをチェック出来る！口臭のチェック機能を有料アドオンにすれば儲かるかも♪( ´∀`) #2013tspaa

割引クーポンのアプリ #2013tspaa
写真をかっこよく加工ができるアプリ #2013tspaa

洋服のコーデを勝手に考えてくれるアプリ #2013tspaa
手持ちの服でコーディネートが確かめられるアプリ。3Dで色んな角度から確認できると良し #2013tspaa
禁煙ができるアプリないかな #2013tspaa
クリアに聴こえる無料通話アプリ #2013tspaa
自分に合った化粧や髪型を試せるアプリ #2013tspaa
地震速報 #2013tspaa
子育てアプリ #2013tspaa
トランプゲームが詰まったアプリ #2013tspaa
動物の翻訳アプリ #2013tspaa
最新の家電の取り扱い方を詳しく説明してくれるアプリ #2013tspaa
ろうそくの揺らぎや電車の揺れ、蛍の光なんかの「1/fゆらぎ」集アプリ！癒やしの決定版になるね♪ アドオンでどんどんコンテンツを増やしていけそう( ´∀`) #2013tspaa

手を触れずに電話・メール、写真撮影ができるスパイの小道具のようなアプリ #2013tspaa
その日の服装をコーディネートしてくれる(自分の持ってる服で)アプリ #2013tspaa
食欲をおさえてくれるアプリ #2013tspaa
音声で認識するアプリ #2013tspaa
ゴミ出しの日を忘れないように教えてくれるアプリ #2013tspaa
変わりに謝ってくれるアプリ #2013tspaa
文字を自動で翻訳してツイートするアプリ #2013tspaa
視力チェックアプリ #2013tspaa
貯金のアプリ #2013tspaa
声認識メールアプリ #2013tspaa
料理の献立を考えてくれるアプリ #2013tspaa
女性の髪型アプリはあるから男性の髪型アプリがほしいなぁ～ #2013tspaa
簡単に語学などを覚えられるアプリ #2013tspaa
節電機能アプリ #2013tspaa
眠気覚ましのアプリ欲しい #2013tspaa
変顔作成メーカー！ #2013tspaa
写真を撮った食べ物のカロリーがわかるアプリ #2013tspaa
カウント機能×3。例えば、上、真ん中、下とボタンがあって、そのボタンを押すとカウント出来る機能。 #2013tspaa
道に迷ったときに目的地まで分かりやすく誘導してくれるアプリ。方向音痴なのでそういうの欲しいなと #2013tspaa
自分の描いたキャラクターを3D化でき、ウィジェット等にできて、スマートフォンで流す音楽に合わせてキャラクターが踊り出すようなアプリがあればいいなぁ。一時創作やってる自分にはそんなアプリがほしい。 #2013tspaa

パワースポット探索アプリ。 #2013tspaa
漫画の発売日が出版社ごとにカレンダーに反映されるアプリが欲しいです！ #2013tspaa
カクテルのレシピアプリ #2013tspaa
急の腹痛のためのトイレ検索アプリ #2013tspaa
撮影した写真を採点してくれるアプリ #2013tspaa
#2013tspaa 応募しますヽ(・∀・)ノ
雑誌の編集者になれるアプリ #2013tspaa
駅周辺の自転車置き場を探してくれるアプリ #2013tspaa
突然の故障にも対応できるようにスマホの状況がわかるアプリ 故障には前兆があるはず #2013tspaa
行きたいスーパーマーケットの食品の在庫がリアルタイムで分かるアプリ！せっかく買いに行ったのに売り切れてた！なんてことがなくなるといいなぁ～。 #2013tspaa

脱出ゲーム #2013tspaa
フリックが速くなるアプリ #2013tspaa

忘れもの防止チェックアプリ。 #2013tspaa
カメラで手相占いアプリ。合コンで盛り上がること間違いなしっ その流れでメアド交換へ！ヽ(´▽`)ノ #2013tspaa

二択を選択してくれるアプリ #2013tspaa
健康診断ができるアプリ #2013tspaa
体の調子や気分を入力したらそれに合わせたメニューや飲み物などを教えてくれるアプリがヽ(●´ε｀●)ノ ホスィ！ RT : @2013tspaa あったらいいなぁ～こんなアプリキャンペーン ⇒ http://t.co/l1ks128V [[http://www.tspaa.jp/twitter_campain.html]] #2013tspaa ★ #懸賞 ★

悲しいときに電話で励ましてくれるアプリ #2013tspaa
各オークションでお目当てのものが出品されたら知らせてくれるアプリ #2013tspaa
マンガやアニメで好きなキャラの画像を取り込んだら、勝ってに動いて、好きなキャラ同士が会話するアプリ(^q^)キャラに合った声優さんの声も入ってたら最高すぎる。 #2013tspaa

持っているだけで恋愛運アップ！というアプリ。 #2013tspaa
揺れくると連動し落ち着きを促すアプリ。 #2013tspaa
登録していたものが登録した値段になるとおしえてくれたりするアプリ #2013tspaa
探しものが見つかるアプリ #2013tspaa
風水アドバイスアプリなど。 #2013tspaa
#2013tspaa 暇つぶしできるアプリ
ワット数と使用時間を入れると電気代を計算してくれるアプリ。時間は分単位がいいな～ #2013tspaa
動物や赤ちゃんの言葉がわかるアプリ #2013tspaa
楽しい落書きアプリ #2013tspaa
RT @ko_hiro_ko: 【RT願】《抽選で10名様に5000円の商品券を》2013東京国際スマートフォンアプリアワードのTwitterキャンペーンは、あと10日です！詳しくはこちらをご覧ください＊ #2013tspaa http://t.co/tpAlqP31 http://t.co/27zf6ywt

【RT願】《抽選で10名様に5000円の商品券を》2013東京国際スマートフォンアプリアワードのTwitterキャンペーンは、あと10日です！詳しくはこちらをご覧ください＊ #2013tspaa http://t.co/tpAlqP31 [[http://www.tspaa.jp/twitter_campain.html]] http://t.co/27zf6ywt [[http://p.twipple.jp/oszK4]]

スマホが家中のリモコン #2013tspaa
料理の写真を撮っただけでカロリー、食材の名前、栄養素がわかるアプリ #2013tspaa
線香花火が楽しめるアプリ #2013tspaa
偽の着信音がならせるアプリ #2013tspaa
偽着信 #2013tspaa
ボイスチェンジャー #2013tspaa
病気を装えるアプリ #2013tspaa
ものまね上達アプリ #2013tspaa
作業に集中したいときに、集中力を高める音を奏でるアプリ #2013tspaa
なんでもカロリー換算アプリ。 #2013tspaa
物々交換アプリ 無料で出すものと欲しいものを登録して 交換成立したら それぞれから回収して交換する時料金を回収するシステムで #2013tspaa

宇宙飛行士アプリ #2013tspaa
写真で食事を写して 画像からカロリーを計算して記録してくれるアプリ #2013tspaa
朝のワイドショーの占いが各番組で違うので、まとめて見れるアプリ #2013tspaa
整形が楽しめるアプリ #2013tspaa
画像で有名人の名前を教えてくれるアプリ #2013tspaa
アプリに限らず、バトルするゲーム多すぎ。需要が自分以外にないだろうけど、私がやりたいのは広いワールドをウロウロしたり新しい物や文化や生き物を発見したり、 それを収集できたりするゲームです。自分で作ろうとしてできなかったので、企業やグループの方ぜひ(・ω・` )#2013tspaa

新刊文芸書アプリ #2013tspaa
今日オススメのTV番 #2013tspaa
#2013tspaa いまのスマホ、iPhoneの状態を全てバックアップできるアプリ！名付けて「フルバックアップ」！…みたいなのがあれば欲しい(=゜ω゜)ノ☆

人生相談ができるアプリ #2013tspaa
音声認識で会話の流れを分析し適度なツッコミを入れつつ、シーンとなりそうな時には素晴らしいボケもかましてくれるアプリ #2013tspaa

冷蔵庫の余り物で献立を考えてくれるアプリ #2013tspaa
ものまねしてくれるアプリ。担任の先生がめっちゃ似てる！とかだとウケそうだなー学生に( ´∀`) #2013tspaa

彼女の今日の気分を数値化して教えてくれる #2013tspaa
コスプレ背景アプリ。自撮りのコス写真と雰囲気に合う背景、エフェクトなどを合成加工できるアプリが欲しいです。 #2013tspaa

どこにいても家への方角がわかるアプリ #2013tspaa
自分の持ってるメイク道具でその日のシチュエーションやモードに合わせたメイクを考えてくれるアプリ #2013tspaa
Twitterでダイレクトメッセージを送るごとに、2人の間の距離を表示。GPSを使って実距離を表示すれば待ち合わせに便利。メッセージ内容を解析して心の距離を・・・というのはそれこそ「あったらいいなぁ～こんなアプリ」かな。 #2013tspaa

スマホのよく使うルーチンのパネル操作を記憶できて、一発でその操作が完了するようなランチャー＆作業記憶融合アプリがあればいいなぁ… #2013tspaa

小説の世界観を映像で観せてくれる（魅せてくれる） #2013tspaa
外付けHDDが見れるようなアプリ #2013tspaa
猫が何て言ってるのか分かるアプリ #2013tspaa
動物の鳴き声を翻訳してくれるアプリ☆ #2013tspaa
怖い話アプリ。怖い話がいっぱい入ってる #2013tspaa
ベストな寝る時間をおしえてくれるアプリ #2013tspaa
#2013tspaa ストレス発散できるアプリ
世界の星空がライブで見れるアプリがほしい #2013tspaa
#2013tspaa アクションRPG
#2013tspaa ご近所やお気に入りの場所を、あるくと地図にしてくれて、イラストパーツを加えてショップ情報を入れたり、だれでも参加して、描き足せるアプリ

バッテリーの温度がわかるアプリ #2013tspaa
日本に存在する全ての交通機関のダイヤがひとつのアプリで見れたらいいな #2013tspaa
運動量と食事のカロリーコントロールをひとつの画面で出来るアプリ #2013tspaa
自分の世界ランキングが分かるアプリ #2013tspaa
#2013tspaa 当たれ！！
写真に撮ったら自動で綺麗に加工するアプリ #2013tspaa
書き込みを入力したら複数のSNSに投稿してくれるアプリ #2013tspaa
ショップ店員アプリ #2013tspaa
可愛いアバターを作り、そのままリアルに服を注文できるアプリ！ #2013tspaa
ツッコミを入れてくれるアプリ #2013tspaa
朝出かける前の忘れ物防止のアプリ #2013tspaa
大吉しか出ないおみくじ #2013tspaa
拡張子を簡単に変換するアプリ #2013tspaa
湿度や空気でそのあとの天気がわかるアプリ→布団干す前に重宝☆ #2013tspaa
毎日の献立を考えてくれるアプリ #2013tspaa
PCとのデータを同期させるアプリ #2013tspaa
#2013tspaa amazonギフト券が高確率で当たるアプリ
#2013tspaa PC用のアプリとして、画面を縦に3分割、うち縦2列を上下に2分割の計5つの窓で、分割していない1列は普通に自分がフォローしている人のツイートが流れる場面、残り4枠は自分が会話したい人の専用になるようなアプリ

なんでも3Dにするアプリ #2013tspaa
#2013tspaa 体のホクロを数えることのできるアプリかわあったらいいなぁ。
スマホがとにかくサクサク動くようになるアプリ。本当に重すぎて動きが鈍い・・・。 #2013tspaa
なんでもいい #2013tspaa
人物を写真撮影しただけで身長・体重・スリーサイズが分かるアプリ #2013tspaa
最安値を教えてくれるアプリ #2013tspaa
マジックショーアプリ。たまに見かけるタブレットを使ったマジックショーありますよね。ああいうプログラムを簡単に組めるアプリがあったら楽しいだろうなー。あんまり見かけないよね、そういうアプリ( ´∀`) #2013tspaa
RT @2013tspaa: 2013東京国際スマートフォンアプリアワードのTwitterキャンペーンがスタートしました！ #2013tspaa 詳しくはこちらをご覧ください。 http://t.co/zY6rEKAL [[http://www.tspaa.jp/twitter_campain.html]]

新しい仕事の準備(´ε｀ )チュウ～ #2013tspaa

覚えにくい年号や英単語などを入力すると、ランダムで童謡の様な曲をつけてくれて、音で覚え易くなるアプリ #2013tspaa

近所のスーパーの特売や広告の品がわかるアプリがほしい #2013tspaa
スマホがライトセーバーになるアプリ！ブゥン！ #2013tspaa
#2013tspaa ゆるゆり専用アプリがあったらいいなぁ～
勉強アプリ #2013tspaa
#2013tspaa 透視ができるアプリ
#2013tspaa iTunesライブラリから曲を選んで、自作ビデオや写真を組み合わせ、自分流のミュージック・クリップが作れるアプリ。しかも、レコードレーベル主催のコンテスト付き。

自分が死んだときに都合の悪いデータを消去してくれるアプリ このアプリを起動するようにという遺言を残しておけばいい #2013tspaa

メールを打った時にそれに合った絵文字、顔文字を自動で入れてくれるアプリほしい #2013tspaa
あったらいいなぁ～こんなアプリ #2013tspaa
続けて買ってるマンガコミックスを登録、新刊が出るたびにお知らせをくれるアプリが欲しいです。 #2013tspaa

#2013tspaa 面白い情報みっけ！
イザコザが生じた時、自分の代わりに法律用語を連発して相手を論破してくれるアプリ。 #2013tspaa
SMSメールを記録、管理するアプリ #2013tspaa
症状を入力、もしくは項目をチェックすると、対応するツボの位置、押しかたや効果など教えてくれるアプリがあったら便利 #2013tspaa

怒られた時に慰めてくれるアプリがあったらいいな！ #2013tspaa
簡単に誰でもメール作成が出来るソフトが欲しいです(>_
学習リモコンアプリ #2013tspaa
金運アップアプリとかを！ #2013tspaa
外出先から自宅のパソコンを遠隔操作できるアプリ #2013tspaa
出先などで見つけたものを入力することで成長していくRPGアプリとか #2013tspaa
#2013tspaa シンプル簡単に曲と曲をつなげるアプリ。このパートが好きとかサビの部分だけとか。
#2013tspaa 野菜の値段の相場がわかるアプリがあったらいいなぁー。
ワイヤレスでパソコンにデータ転送できるアプリ！ #2013tspaa
部屋の家電のリモコンになるアプリ #2013tspaa
イベント情報が自動で入ってくるアプリ #2013tspaa
タイマー連動のスケジューラー 複数のタイマーを同時に管理できるとありがたい さらに連動で登録しているサイトが自動でひらくと便利 占いなんかついてると面白いかも #2013tspaa

何でもQRコードにできるアプリ #2013tspaa
今同じエリアにいるFacebookやmixなどに登録している友達が検索できるアプリ。 #2013tspaa
懸賞用個人情報自動入力アプリ。 #2013tspaa
スマートフォンが懐中電灯になる #2013tspaa
領収書・レシートを撮影するだけで家計簿つけてくれるアプリ #2013tspaa
声で体調がわかるアプリ #2013tspaa
世界中の天気がわかるアプリ #2013tspaa
防災訓練のマニュアルが詰まったアプリ #2013tspaa
近所の安売り・特売情報が表示されるアプリ #2013tspaa
#2013tspaa オフラインでも楽しめるゲーム
いつも使っているPCと同じ様に、使えるスマホになるアプリが欲しいな。@2013tspaa #2013tspaa
ワンタップでスリープになるアプリ #2013tspaa
#2013tspaa 高橋歩の名言集もしくは画集のアプリがあったらいいなぁ～☆
#2013tspaa 自由度が高いRPGあったらいいな
アプリに表示されている広告を消すアプリ #2013tspaa
昔の番組表が見れるアプリ #2013tspaa

メモリ掃除アプリ。今いいアプリが無いので。 #2013tspaa
視覚で禁煙できるアプリ。禁煙に苦労しているので少しでも助けてくれれば有難い #2013tspaa
（*^_^*） こんなアプリがあったらいいなあ ☆ ずばりクーポン券が盛りだくさんなアプリです☆ #2013tspaa
当たりやすい懸賞を、自動で見つけてきてくれるアプリ #2013tspaa
#2013tspaa GPS付き一日の移動ルートをマップにチェックしてくれるアプリ、 一度行った場所をうっかり忘れてしまった時にチェックしておけば迷わずに目的地に到着！

悪霊に取り付かれた人を除霊してくれるアプリ #2013tspaa
#2013tspaa 街を歩くだけで、自分の好みに合ったお店の情報、セール情報、割引クーポン、イベント情報などをGoogle Street Viewの実写カメラで知らせてくれるアプリがほしい

#2013tspaa どこでも一早高速ナビアプリ
自分にあった検定を探せた上でさらにその検定の勉強ができる！できれば無料で！！ #2013tspaa
#2013tspaa ダンスを教えて動画でやってくれるアプリ！ 合わせて踊れる☆みたいな
スマホの電池の切れる時間が詳細に出るアプリ #2013tspaa
世界の名言アプリ #2013tspaa
血圧の数値を管理してくれる！ #2013tspaa
カラオケのアプリ #2013tspaa
仮想着替えアプリ。自分の全体の写真を撮って、身長、体重等の自分のデータを登録してから着せ替え(試着)する。色々なショップが登録してある。 #2013tspaa

懸賞アプリ、一度住所などの情報を登録したら全ての応募が簡単にできる。 #2013tspaa
#2013tspaa ポイントが貯まる無料のゲームです
世界中のギャンブルを楽しめるカジノアプリ #2013tspaa
コンパで使えるゲームが入ってるアプリ #2013tspaa
全体写真を送るとお勧めコーデを何系などにあわせるとおしえてくれる。そして注文も出来るアプリ #2013tspaa

ワードが出来る機能 #2013tspaa
食べたものを入力すると総カロリーを計算するアプリ #2013tspaa
嘘発見器アプリ。嫌よ嫌よも好きのうち。相手の本音を知りたいときに使いたいね(*´∀｀) #2013tspaa
可愛いスタンプ製造アプリ #2013tspaa
海の映像と波の音が流れる癒し系アプリ #2013tspaa
スコットランド・ヤード #2013tspaa
写真を撮って取り込むと髪型を好きに変えられるアプリ #2013tspaa
電話越しに仮病を装えるアプリ。いい感じで咳とか出してくれたら面白い #2013tspaa
プロフィールを入力したらアダ名をつけてくれるアプリ #2013tspaa
古地図アプリ！自分が今いる場所と照らしあわせたい #2013tspaa
イベントがすぐに分かって行き方も教えてくれるアプリ #2013tspaa
体調管理とかダイエットに使えるアプリがいいなぁ #2013tspaa
花びら占いアプリ。好き、嫌い、という占いです。実際にお花を使うのはもったいないです。 #2013tspaa
掛け声付きタイマー #2013tspaa
フリックが快適になるアプリが欲しい #2013tspaa
電源オフしてる時や圏外時の着信を後から教えてくれるアプリ #2013tspaa
職業体験アプリ（様々な職種の仕事を体験できる） #2013tspaa
買い物したいものが3D映像で見れるアプリ ネットショッピングがもっと身近になるね #2013tspaa
顔文字がいっぱい入ってるアプリ #2013tspaa
お腹が、空くタイミングで、今日のごはんを提案 #2013tspaa
近くにあるwifiスポットを教えてくれるアプリ #2013tspaa
新聞が全紙読めるアプリ #2013tspaa
いつでもどこでもラジオ体操ができるアプリ #2013tspaa

コーディネートを採点してくれるアプリ。毎日低評価だったら立ち直れないけど・・・( ; ´∀`) #2013tspaa
質問に答えながらオススメドラマを教えてくれるアプリ！ #2013tspaa
放射線を測定するアプリ #2013tspaa
冷蔵庫に入れたものの賞味期限を管理し、期限の近いものから使っていけるレシピを提案してくれる #2013tspaa

自分の体調を管理して寝たほうがいい時間や起きる時間なども食べるものも管理してくれるもの #2013tspaa
RT @ko_hiro_ko: 《RT?参加願》【抽選で10名の方にAmazonギフト券5000円分＊】「@2013tspaa」をフォローし、ハッシュタグ「#2013tspaa」をつけ、ほしいなぁと考えるアプリを投稿！詳細→【 http://t.co/le2uh5jf [[http://bit.ly/UvKKI4]] 】 ...

《RT?参加願》【抽選で10名の方にAmazonギフト券5000円分＊】「@2013tspaa」をフォローし、ハッシュタグ「#2013tspaa」をつけ、ほしいなぁと考えるアプリを投稿！詳細→【 http://t.co/le2uh5jf [[http://bit.ly/UvKKI4]] 】 http://t.co/dkodVGk4 [[http://bit.ly/UvKIQA]]

人混みの多さが分かる地図アプリ #2013tspaa
タクシーの乗車運賃を自動計算してくれるアプリ #2013tspaa
片付けや整理整頓術をアドバイスしてくれるアプリ #2013tspaa
親孝行できるアプリ #2013tspaa
オークションの落札相場を知れるアプリ #2013tspaa
カロリー計算が簡単にできるアプリ #2013tspaa
持っている服でコーディネートを勧めてくれるもの。 #2013tspaa
外国のテレビやラジオを観れるアプリ #2013tspaa
人生選択アプリ。何をするにもアプリが決めてくれる #2013tspaa
ワンフレーズでも歌って録音すると曲名が分かるアプリ #2013tspaa
アバターを作りTwitterアイコンに使えるようなアプリを！ #2013tspaa
慰めてくれるこころのケアアプリ☆ #2013tspaa
家計図が簡単に作れるアプリ #2013tspaa
政治家の活動内容がチェックできるアプリ！健全な政治家を求めたい！ #2013tspaa
建築を楽しめるゲームアプリ #2013tspaa
入力した文字を読みあげるアプリ #2013tspaa
ッスマホのバッテリーの温度がわかるアプリ #2013tspaa
自分の声がアニメ声になるアプリ #2013tspaa
あるかも知れないけどそろばんが欲しい！ #2013tspaa
服のサイズ変換アプリ #2013tspaa
寝息などを聞いてベストな曲で起こしてくれる #2013tspaa
テンションにあわせて曲をかけれくれる #2013tspaa
音や画面が光る事でスマホの置き忘れを防ぐアプリ #2013tspaa
食べ過ぎ警告アプリ。 #2013tspaa
ご当地の名物が分かる地図アプリ #2013tspaa
風鈴の音が鳴るアプリ。あの音をずっと聴いていたい #2013tspaa
どこが痛いとか体の体調を入力すると、可能性のある病名が出てくるアプリ #2013tspaa
すべての配送業者をまとめた配達追跡のアプリ #2013tspaa
ケーキの切り方がわかるアプリ 何分割でも綺麗に切れる #2013tspaa
電車の乗り過ごしを防ぐアプリ #2013tspaa
絶対に起きられる目覚まし #2013tspaa
ゴミの収集日お知らせアプリ #2013tspaa
音声検索 #2013tspaa
画面上に雪が積もるお遊びアプリ #2013tspaa
今いる場所の近くでランチをやっているお店をピックアップしてくれるアプリ。休日にランチやってない店とか多くて困る時があるから欲しい＾＾ #2013tspaa

オリエンテーリングが気軽に出来るアプリ 地図と方位磁石も内蔵されていて、楽しめるアプリ #2013tspaa

世界中のおもしろニュースが見れるアプリ #2013tspaa
複数のSNSに一括で投稿できるアプリ #2013tspaa
勝手に電話に出てくれるアプリ #2013tspaa
フィルター機能がついたアプリ #2013tspaa
音姫アプリ。音姫機能のないトイレに入っても大丈夫！様々なリアルな擬音を気分やシチュエーションに合わせて選ぶことが出来る！ヘリのバタバタバタバタという音や、オオカミの遠吠えなどもあると面白いかも。 #2013tspaa

週刊誌の発売日を教えてくれるアプリ。祝日や合併号の時に発売日がずれたのをうっかりわすれちゃうので。 #2013tspaa

環境音が聞けるアプリ #2013tspaa
口ずさむとその曲の曲名やアーティストや歌詞から音源や動画紹介まで、曲の情報を推測して教えてくれるアプリ。フレーズは何となく知ってるのに、何という曲かわからないことが度々あるので。 #2013tspaa

通話中にほっぺたで通話終了してしまうのを防ぐアプリ #2013tspaa
愛犬のご機嫌を鳴き声で知らせてくれるアプリ！ #2013tspaa
近所のワンコイランチを教えてくれるアプリ！#2013tspaa
電話中に通話料金を教えてくれるアプリがあったらいいな #2013tspaa
軽くて速いブラウザ #2013tspaa
RT @2013tspaa: 2013東京国際スマートフォンアプリアワードのTwitterキャンペーンがスタートしました！ #2013tspaa 詳しくはこちらをご覧ください。 http://t.co/zY6rEKAL [[http://www.tspaa.jp/twitter_campain.html]]

着信音が鳴って電話してるフリができるアプリ #2013tspaa
戦闘力が測れるスカウターのようなアプリ #2013tspaa
録音した声を変声するアプリで遊びたい #2013tspaa
スマホをポスターやDVDにかざすと、予告編が観れるアプリ #2013tspaa
トイレする時専用の安学を流してくれるアプリ #2013tspaa
電話越しに体調不良を装えるアプリ #2013tspaa
整形のアプリ。自由に顔をいじれる #2013tspaa
ものすごく大きなブザー音が鳴るアプリ。これで暴漢に対処する #2013tspaa
誰からの着信かを音声で知らせてくれる #2013tspaa
旅行先を入れたら近くのオススメスポット、観光地を教えてくれるアプリ #2013tspaa
疲れ目が癒せるアプリ #2013tspaa
アスキーアートが簡単に作れるアプリ #2013tspaa
RT @2013tspaa: 2013東京国際スマートフォンアプリアワードのTwitterキャンペーンがスタートしました！ #2013tspaa 詳しくはこちらをご覧ください。 http://t.co/zY6rEKAL [[http://www.tspaa.jp/twitter_campain.html]]

手書きができるアプリ #2013tspaa
GPSを使って移動した道を地図に表示してくれるアプリ #2013tspaa
ギターのコードブックのアプリ #2013tspaa
植物の水やりの時間を教えてくれるアプリ。ついつい忘れちゃうので。 #2013tspaa
どこでもカラオケアプリ。どこでも歌える #2013tspaa
楽譜の画像を登録するとそのまま演奏してくれるのがあったらいいな #2013tspaa
ヨガのアプリ #2013tspaa
薬を飲む時間を教えてくれるアプリ。記録と検査結果も一覧で見られるといいな #2013tspaa
タウン情報アプリ #2013tspaa
服のサイズ変換アプリ。単位が違うからわかりにくい #2013tspaa
料理の写真を美味しそうに撮るアプリ #2013tspaa
喫煙所を検索するアプリ #2013tspaa
スポーツの試合経過、結果がわかるアプリ #2013tspaa
コンビニめしアプリ。コンビニの食品の価格やお勧め度、レビューなどが載っている #2013tspaa
ネットショッピングで欲しい商品を買うときに、お得にポイントが付くネットショッピングの一覧 できるアプリ(○○商品はA店が一番ポイントが付くとか、○○商品はB店がポイント倍セール中だからお得など) #2013tspaa

冷蔵庫の中身を管理するアプリ #2013tspaa

雑学アプリ #2013tspaa
旅行情報のアプリ #2013tspaa
ラテン語のアプリ #2013tspaa
世界の偉人たちが自分と同じ年齢のとき何をしていたか教えてくれるアプリ #2013tspaa
虫眼鏡にあるアプリ #2013tspaa
体温計アプリ #2013tspaa
懐かしのゲームがいっぱい入ったアプリ #2013tspaa
スピードガンアプリ #2013tspaa
川柳を採点してくれるアプリ。日々の暮らしの中で、あ、今一句詠みたいぞ・・・ってときは、サッとアプリを起動して音声で川柳を認識、採点して貰う。目指せ平成の松尾芭蕉ヽ(´▽`)ノ #2013tspaa

かっこよく写真が撮れるアプリ #2013tspaa
日記を代わりに書いてくれるアプリ #2013tspaa
友だちとの電話の時間やメールの数を計算して仲の良い順に並べてくれるアプリ #2013tspaa
昔の古地図アプリ 支配していた大名や合戦場を表示してくれる アバターで戦国武士になれる機能もついていると、尚、嬉しい！ #2013tspaa

長さが測れるメジャーのアプリ #2013tspaa
監視カメラアプリ #2013tspaa
あみだくじアプリ #2013tspaa
方言に変更アプリ。標準語で入力すると各方言に変換する #2013tspaa
麻雀の点数計算だけのアプリ #2013tspaa
動画で撮るとスピードガンのようにピッチャーの球速がわかり、スマホをバットのようにスイングするとバットスイングスピードがわかるアプリ #2013tspaa

手芸ができるアプリ #2013tspaa
最新のネット用語の学習アプリ #2013tspaa
志望校の受験勉強アプリ #2013tspaa
居眠り運てしないように眠気を覚ましてくれるアプリ #2013tspaa
食材を入力すると料理を考えてくれる #2013tspaa
喋ったことを文書化するアプリがあったらいちいち打ち込まなくていい #2013tspaa
RT @konomati1: 虫が嫌いな音を流すアプリ #2013tspaa
虫が嫌いな音を流すアプリ #2013tspaa
いろいろな催眠術をかけてくれるアプリ。眠れないときには、あなたはだんだん眠くな～る。給食で嫌いな物が出たときには、これはあなたの大好物です！高所恐怖症を克服したいときには、ほーら、高いところ楽しいなぁ♪ 新しい自分が見つかりそう♪( ´∀`) #2013tspaa

猫ちゃんが1人（？1匹）で遊べるゲームアプリ #2013tspaa 見てるだけできっとなごむ\(//∇//)\
プロジェクタアプリ #2013tspaa
フレーズを入力するといろんな言い訳を考えてくれるアプリ #2013tspaa
トレーニング管理アプリ #2013tspaa
RT @2013tspaa: 2013東京国際スマートフォンアプリアワードのTwitterキャンペーンがスタートしました！ #2013tspaa 詳しくはこちらをご覧ください。 http://t.co/zY6rEKAL [[http://www.tspaa.jp/twitter_campain.html]]

セルフ除霊をしてくれるアプリ #2013tspaa
手話アプリ #2013tspaa
視力検査ができるアプリ #2013tspaa
フィッシングサイト警告、撲滅アプリ 警告してくれるだけでなく、警察に通報、攻撃してくれる #2013tspaa
ベルマークの写真を撮るだけで点数が貯まるアプリ #2013tspaa
スマホの充電が出来る店を探せるアプリないかな #2013tspaa
撮影した写真を劇画調にしてくれるアプリ #2013tspaa
パトカーのサイレンの音偽装アプリ #2013tspaa
お経が流れるアプリ #2013tspaa
何キロ走ったかわかるアプリ #2013tspaa

世界中すべての言語を扱った翻訳アプリ #2013tspaa
商品のバーコードを読み取るアプリ #2013tspaa
お店で使えるクーポンアプリ。割引が受けられる #2013tspaa
曲をアレンジしてくれるアプリ #2013tspaa
愛犬のしつけ方やトラブル解消法を教えてくれるアプリ #2013tspaa
地震予知アプリ。メインキャラはなまずクンで( ´∀`) #2013tspaa
指紋認証ができたらいいなあ #2013tspaa
いつも使ってる電車の遅延や事故を即教えてくれるアプリ #2013tspaa
ゴルフのホームチェックアプリ。 #2013tspaa
画像をとってファイリングする機能 #2013tspaa
名刺交換ができるアプリ #2013tspaa
音声認証アプリ #2013tspaa
手書き文字をテキスト変換するアプリ #2013tspaa
迷惑メールを自動削除して欲しい #2013tspaa
自分の悪口がネット上に書き込まれてないか監視するアプリ #2013tspaa
スマホに呟くと、ツイートしてくれるアプリ #2013tspaa
友人の現在位置を地図上に表してくれるアプリ #2013tspaa
旅行先の観光地や食事の場所を教えてくれるアプリ #2013tspaa
音声認識で文書化できるアプリ #2013tspaa
整形シュミレート #2013tspaa
画像に文字を挿入することができるアプリ #2013tspaa
仕事終わりに【お疲れ様】と癒しボイスで声をかけてくれるアプリ・・・w #2013tspaa
時間が00:00:00 まで分かるアプリ #2013tspaa
電話代を逐一教えてくれるアプリ欲しい #2013tspaa
通話の録音ができるアプリ #2013tspaa
日本全国のラジオが聞けるアプリ #2013tspaa
非接触で二点間の距離を計るアプリ #2013tspaa
洋楽の和訳アプリ。曲を入力すると歌詞の和訳が出てくる。そんなに有名じゃない歌手も対応して欲しい #2013tspaa

ブランド物を本物か確かめるアプリ。画像をっとったら判別できる。 #2013tspaa
写真をアスキーアートに変換してくれるアプリ #2013tspaa
血圧が測れるアプリ 健康状態を常に知って、管理したいな #2013tspaa
ツイッターのツイート内容を分析して、発言内容に合ったアイコン画像を探してきてくれるアプリ。これあったら便利そうだなー( ´∀`) #2013tspaa

定期的にtweetしてくれるアプリ #2013tspaa
探しているアプリが見つかるアプリ #2013tspaa
オフラインで使える地図 #2013tspaa
時刻表アプリ。日本全国電車もバスも船も飛行機も全て見れる #2013tspaa
魚を撮ったら魚拓風に変換される #2013tspaa
ある人に言いたい言葉とその人の立場を入力すると、正しくて最適な敬語を教えてくれるアプリ #2013tspaa

コピーの保持ができるアプリ #2013tspaa
騒音を発生させ、電話相手に今いる場所を偽装するアプリが欲しい #2013tspaa
いろんな効果音の出せるアプリ #2013tspaa
写メ撮ったらサイズがわかるアプリ #2013tspaa
眠気を覚ましてくれるアプリ #2013tspaa

ずっと画面見ていると目が悪くなるので目が良くなるアプリ #2013tspaa
料理のレシピを記入したら、カロリー計算してくれるアプリ カロリーコントロールしているからあえれば嬉しい！ #2013tspaa
おいしいコーヒーの淹れ方を指南してくれるアプリ。豆の選び方や挽き方、お湯の注ぎ方など、ときに厳しくときにやさしく教えて欲しいっ #2013tspaa

動画を2倍速、3倍速で見れるアプリほしい #2013tspaa
ダウンロードがものすごく速くなるアプリ #2013tspaa
記念日までの日数をカウントダウンするアプリ #2013tspaa
自分の顔写真を取っていろんな髪型にできるアプリ #2013tspaa
AndroidでSSが誰もが簡単に撮れるアプリ #2013tspaa
洋服やメイクの似合う色を教えてくれるアプリ #2013tspaa
お酒が好きなのでお酒のアプリが欲しい #2013tspaa
地震予測アプリ #2013tspaa
スマホの電池の残量を時間で表してくれるアプリ。電池の消費が激しいことをするとどんどん時間が減っていく #2013tspaa

人物を写真に取ると美人に加工してくれるアプリ #2013tspaa
アプリをフォルダで整頓できるアプリ #2013tspaa
辛いことがあった時にひたすら励ましてくれるアプリ #2013tspaa
観たい映画を入力するとそのDVDが置いてあるお近くのレンタルショップを教えてくれるアプリがあると便利かも #2013tspaa

薬の写真を撮るだけで効能や副作用を教えてくれるアプリ #2013tspaa
本屋さんで本にスマホをかざすと帯封の情報やおおまかな内容がわかるアプリ これで、帯封がいらなくなるはず。 #2013tspaa

電話が掛かってきたふりが出来るアプリ #2013tspaa
カラオケで歌いたくない人のために代わりに歌ってくれるアプリなんかあったらいいな #2013tspaa
きのこ大百科。きのこの事が詳細に書かれてある #2013tspaa
節電のアプリ #2013tspaa
この時間帯は着信音、この時間帯はバイブみたいに時間で分けられるアプリ #2013tspaa
子供と老人が一緒に楽しめるゲーム性はあるが、老人はボケ防止になり、子供は知識が身に付くアプリがあるとイイな！例えば昔話やことわざを題材にしたり… #2013tspaa

アマゾンの商品の最安値予想をしてくれるアプリがあったらうれしいなぁ。 #2013tspaa
やることがないときに一日の予定を組んでくれるアプリ #2013tspaa
老人介護のゲーム。失敗するとすぐ死ぬ #2013tspaa
定型文で自動メール返信してくれるアプリ #2013tspaa
アンプシミュレータのアプリ #2013tspaa
モスキート音でモールス信号が打てるアプリ #2013tspaa
子育てのアプリ #2013tspaa
服の写真をショップで撮ると、自分の体型に合わせてコーディネートしてくれるアプリ #2013tspaa
B級映画の情報を集めたアプリ #2013tspaa
サバイバル生活するためのサバイバルアプリが欲しい #2013tspaa
今日すべきいいことを書いてある一日一善アプリ #2013tspaa
一定期間アプリを起動させないとスマホ内のデータを全部消去してくれる #2013tspaa
身長体重健康状態などを入力して寿命を予測するアプリ #2013tspaa
直進40歩。左に30度。直進20歩。と、アプリの指示通りに線を描いていくと、ナスカの地上絵が描けるアプリ！おお、これ楽しそうっ( ´∀`) #2013tspaa

眠たくさせてくれるアプリ #2013tspaa
顔写真を撮ると10年後の顔を映し出してくれるアプリ。 #2013tspaa
例えば「○○さんへ××円送金」と喋るとネットバンクで振込みをしてくれたり、「音量大きく」とか「スローモーション」とか喋ると動画視聴のコントロールができたり、喋ることで色々な操作の代役をしてくれるアプリがあったら便利☆ #2013tspaa

カロリー計算できるアプリ #2013tspaa
ファッションコーディネートを考えてくれるアプリ #2013tspaa

スマホから20メートル以上離れたら音が鳴るアプリ #2013tspaa
食材にかざすとレシピ、他に必要な食材がわかるアプリ #2013tspaa
着信のバイブレーターの振動を好きに変えられるsプリ #2013tspaa
電池が減らない省エネアプリ #2013tspaa
読めない漢字をカメラで写して解読できるアプリ #2013tspaa
気まずい人と一緒にいる時のための話題提供アプリ #2013tspaa
高度な翻訳アプリ #2013tspaa
持ち主以外の人間が触ったら爆発するアプリ #2013tspaa
レシートをスキャンして家計簿を付けてくれる #2013tspaa
スマホ画面の汚れを拭き掃除する事がゲームとして遊べる一石二鳥なアプリ #2013tspaa
スマホ画面の汚れを拭くと、「ありがとう！」とか言って画面のキャラクターが喜ぶアプリ #2013tspaa
釣りのポイントを探してくれるアプリ #2013tspaa
幽霊探知アプリ #2013tspaa
喋ったことを文字に起こしてくれるあぷり #2013tspaa
駐車場検索アプリ #2013tspaa
冷蔵庫の余り物で献立を考えてくれるアプリ #2013tspaa
音声認証できるナビアプリ #2013tspaa
スマホが熱くなってカイロ代わりになるアプリ #2013tspaa
キャンプやBBQ・渓流釣りに行ったときにより楽しめるマニュアルやレシピ、サバイバル術のアプリ #2013tspaa
端末のバイヴレーション機能をうまいこと制御して、肩こりマッサージ機にしてしまうアプリとかどうかな。 #2013tspaa
目標を設定すると、それを達成するために一日一日やるべきことを自動的に毎日教えてくれる、目標達成アドバイスアプリ。 #2013tspaa
G-SHOCKが好きですが、アプリで立体体的に観れるのがあれば、買う参考になるし、買わなくても、アプリ上のコレクションが増える。G-SHOCKでなくても低価格で好きなものがアプリ上でコレクションできる！幸せだな～！ #2013tspaa

自宅の部屋写真にいろんなメーカーの家具やインテリア写真を合成し、部屋の模様替えがシミュレーションできて、気に入った物をネットショッピングできるアプリ #2013tspaa

マイクに向かって発声するだけで自分の音域に合った曲を見つけてくれるアプリ。 #2013tspaa
スポーツ中継と繋がれるアプリが数々あるが、ツイートや操作に夢中になって盛り上がるシーンを見逃してしまうことがあるので、その点を改善されたアプリが欲しいな #2013tspaa

猫や犬の鳴き声を解析して、そのままツイッターやフェイスブックでシェア出来るアプリ( ´∀`) #2013tspaa
@2013tspaa 服を登録しておくとその日の気温や天候に合わせて最適なコーディネートをしてくれるアプリ。 #2013tspaa

いくつかの質問に答えるだけで日記が出来上がるアプリ。 #2013tspaa
@2013tspaa 古書店を検索してくれるアプリ #2013tspaa
自分の声で英語・中国語に変換して、海外の人たちとコミュニケーションがとれるアプリ #2013tspaa
#2013tspaa ある特定のアプリ、もしくはボタンを一時的に使えなくするアプリ！目を離してる隙にこどもがスマホを操作して、勝手に電話やメールをしちゃうんです(>_
@2013tspaa クローズド懸賞アプリが切実に欲しい！いつもはスマホのメモ機能を使っているけれど不便。締切、スーパーやメーカー名、画像、URLなどをまとめて記載できて絞り込み機能も付いていると良いのだけど…。 #2013tspaa

自分の欲しい物をアプリに登録するだけで街中を歩いているときに欲しい物を売ってる店を教えてくれるアプリ #2013tspaa
大学のミスコン候補者の情報がわかるアプリ。候補者のポートレートや自己紹介ムービーなど、美しさと内面性を引き出し、投票も出来るようなアプリ。 #2013tspaa
RT @2013tspaa: 2013東京国際スマートフォンアプリアワードのTwitterキャンペーンがスタートしました！ #2013tspaa 詳しくはこちらをご覧ください。 http://t.co/zY6rEKAL [[http://www.tspaa.jp/twitter_campain.html]]

12月13日学生オリエンテーション無事終了しました！アンバサダーがばっちり仕切ってくれました！ #2013tspaa http://t.co/K16fNKi3
就活生ならではだけど、エントリーした企業のID、パスワード、説明会の日程とかが管理できるようなアプリがあったらいいなー！HPや、マイページとかにもすぐ飛べたりとか。 #2013tspaa
RT @ko_hiro_ko: もいっちょすまん拡散? いま渋谷で暇してる人(∵) 21:00まで暇な人(∵) 暇やない人も(∵) ヒカリエ21Fへ集まれ(∵) 面白い時間になります。 詳細はコチラっ＊→ 【 http://t.co/Jnud7QBR [[http://bit.ly/Sg01Py]] 】 #2013tspaa

RT @ko_hiro_ko: もいっちょすまん拡散? いま渋谷で暇してる人(∵) 21:00まで暇な人(∵) 暇やない人も(∵) ヒカリエ21Fへ集まれ(∵) 面白い時間になります。 詳細はコチラっ＊→ 【 http://t.co/Jnud7QBR [[http://bit.ly/Sg01Py]] 】 #2013tspaa

RT @ko_hiro_ko: もいっちょすまん拡散? いま渋谷で暇してる人(∵) 21:00まで暇な人(∵) 暇やない人も(∵) ヒカリエ21Fへ集まれ(∵) 面白い時間になります。 詳細はコチラっ＊→ 【 http://t.co/Jnud7QBR [[http://bit.ly/Sg01Py]] 】 #2013tspaa

もいっちょすまん拡散? いま渋谷で暇してる人(∵) 21:00まで暇な人(∵) 暇やない人も(∵) ヒカリエ21Fへ集まれ(∵) 面白い時間になります。 詳細はコチラっ＊→ 【 http://t.co/Jnud7QBR [[http://bit.ly/Sg01Py]] 】 #2013tspaa

2013東京国際スマートフォンアプリアワードのTwitterキャンペーンがスタートしました！ #2013tspaa 詳しくはこちらをご覧ください。http://t.co/zY6rEKAL

