
PRESS RELEASE 

2014年3月14日 
◆たいへんお待たせしました！◆ 
◆おかわりなべを２つ追加！！◆ 
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ゲームソフトの企画・開発を手がける株式会社comcept 

（本社：大阪市浪速区 代表取締役：稲船敬二）は、 

120万ダウンロード達成の大好評ゲームアプリ 

「おっさん☆たまご」（iPhone/Android）を 

久しぶりにアップデートいたしました。（お待たせしました！） 
 

ファン待望の「なべ」の追加！ 

と、いう事は・・・そうです！新しい“おっさん”が増えています！！ 

キモい？かわいい？クセになるおっさんワールド増量です。 

斬新過ぎる鍋に「これ鍋じゃないよね？」との声もチラホラ・・・ 
 

まだまだ続く“おっさんワールド” 
 

今後も目が離せない「おっさん☆たまご」の情報は 

公式アカウントで、ゆる～く配信してますのでお見逃しなく！ 
 

Twitterはこちらから：https://twitter.com/ossantamago 

Facebookはこちらから：https://www.facebook.com/ossantamago 
 

つい耳に残って、知らないうちに口ずさんでしまう曲として 

じわじわ人気上昇中の・・・ 
 

おっさん☆たまごのPV「おっさん☆タンゴ」も好評配信中！ 

http://www.youtube.com/watch?v=lC-TU7YES1c 

 
他にも「おっさん☆シリーズ」は、じわじわ増殖配信中！ 

 

おっさん☆たまごを“ちょっとだけ”楽しめるミニ版 

「おっさん☆たまご ちょっとだけよ～冬～」 
http://comcept.co.jp/projects/mobile/mobile08.html 

 

あなたも“おっさんたまご”になれる！ 

画期的な面白カメラアプリ「おったま☆キャメラ」 
http://comcept.co.jp/projects/mobile/mobile06.html 

 

電車にどんどんおっさんを詰め込み“おっさんのリアクション”を楽しむ爽快アプリ 

「つめこめ☆おっさん」 
http://comcept.co.jp/projects/mobile/mobile07.html 

株式会社comcept 

iPhone版  QRコード 

報道関係各位 

Android版  QRコード 
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PRESS RELEASE 

2014年1月10日 

おっ☆たま グッズを100名様にプレゼント！ 
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ゲームソフトの企画・開発を手がける株式会社comcept 

（本社：大阪市浪速区 代表取締役：稲船敬二）から配信中の 

大人気ゲームアプリ「おっさん☆たまご」。 
 

2013年4月のiPhone版リリース、7月のAndroid版リリース以来、 

多くの皆様にお楽しみいただいている「おっさん☆たまご」が、 

おかげさまで100万ダウンロードを達成しました！ 
 

なんと！100万ダウンロード達成を記念して「おっさん☆たまご」が 

遂に商品化決定です！ 

1月下旬~2月上旬予定で、株式会社ラナの公式ショッピングサイト 

「ラナタウン」 http://www.runatown.com/ にて発売予定です。 
 

そして！「おっさん☆たまご」を楽しんでくれている皆様、 

これから楽しんでくれる皆様に感謝の気持ちを込めて 

初のキャラクターグッズともなる「おっ☆たま パスケース（激レアver.）」を 

抽選で100名様にプレゼントします！どしどしご応募ください。 

 

＜応募方法＞ 

 

「おっさん☆たまご」アプリ内の広告欄（画面下）に 

「おっさん☆たまごグッズ 100名様にプレゼント！」のバナーが出たら 

そこをタッチ！ 

お友達にも教えてあげて下さいね！ 

 

「おっさん☆シリーズ」好評配信中！ 

 

おっさん☆たまご ちょっとだけよ～冬～ 

http://comcept.co.jp/projects/mobile/mobile08.html 

 

 

 

おったま☆キャメラ 

http://comcept.co.jp/projects/mobile/mobile06.html 

 

 

 

つめこめ☆おっさん 

http://comcept.co.jp/projects/mobile/mobile07.html 

 

 

株式会社comcept 

iOS版  QRコード 

報道関係各位 

Android版  QRコード 
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PRESS RELEASE 

2013年12月18日 
巷でじわじわ大人気の“おっさん☆たまご”が 

ついに１００万ダウンロード達成！ 
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ゲームソフトの企画・開発を手がける株式会社comcept 

（本社：大阪市浪速区 代表取締役：稲船敬二）から配信中の 

大人気ゲームアプリ「おっさん☆たまご」。 
 

2013年4月のiPhone版リリース、7月のAndroid版リリース以来、 

多くの皆様にお楽しみいただいている「おっさん☆たまご」が、 

おかげさまで100万ダウンロードを達成しました！ 
 

これを記念して、いくつかの “うれしいお知らせ” を用意しています。 

まずは第一弾として「100万ダウンロード記念壁紙（満面の笑み）」を 

Twitter、Facebook上の公式アカウントにて皆様にプレゼントします！ 
 

Twitterはこちらから： 
https://twitter.com/ossantamago 
 

Facebookはこちらから： 
https://www.facebook.com/ossantamago 
 

iPhone5 / iPhone4 / Android 用の3サイズ用意しておりますので、 

待ち受け画面などでお使いいただけると嬉しいです！ 
 

「おっさん☆たまご」をまだ遊ばれていない方は 

是非、この機会にお試しください。 
 

おっさん☆たまごのPV「おっさん☆タンゴ」も好評配信中！ 

http://www.youtube.com/watch?v=lC-TU7YES1c 

 

株式会社comcept 

iOS版  QRコード 

報道関係各位 

Android版  QRコード 



PRESS RELEASE 

2013年7月5日 
いよいよAndroid版が配信！ 

さらに究極進化「裏のおっさん」の扉が開く！！ 

©JeSA ©JeSA 

 
ゲームソフトの企画・開発を手がける株式会社comcept 

（本社：大阪市浪速区 代表取締役：稲船敬二）から配信中の 

大人気ゲームアプリ「おっさん☆たまご」。 

ついに本日よりAndroid版を配信開始します！ 

より多くの方に遊んでいただけるようになりました！ 

 

そして、 好評配信中のiPhone版「おっさん☆たまご」では、 

Facebook、Twitter、レビューなどで、ユーザーの皆様から頂いたご意見や 

リクエストに応え、魅力満載の新機能を追加しました。 

 

ついに、腐ったたまごのカラむきを実現！ 

「裏なべ」を手に入れて、腐ったおっさんたまごをコレクション。 

おっさん達の新たな一面「裏の顔（ダークサイド）」をお楽しみください！ 

 

新たに「くさった塩」が追加！ 

たまごが、みるみる腐る驚きの塩。 

腐ったおっさんたまごの収集に役立ちます。 

 

「からむき爆弾」で気分爽快！ 

ワンタッチでカラが吹き飛ぶ、衝撃の追加アイテム。 

 

「おみせ」に「高級壁紙」が入荷！ 

 

「おっさん☆たまご」プロモーション動画も好評配信中です！ 

http://youtu.be/XYoBiumDm3c 

http://youtu.be/lC-TU7YES1c 
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iOS版  QRコード 

報道関係各位 
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PRESS RELEASE 

2013年6月14日 
なんと“おっさん” が更なる進化！ 

大人気につき、ますます増殖中！！ 

©JeSA ©JeSA 

 
ゲームソフトの企画・開発を手がける株式会社comcept 

（本社：大阪市浪速区 代表取締役：稲船敬二）が4月19日から配信している、 

iPhone向けアプリ「おっさん☆たまご」ですが、ついに 

新しい「なべ」が、しかも2個登場します！ 

 

それはつまり、新種の「おっさん」との出会いが待っているということです！！ 

 

そして、好評配信中「おっさん☆たまご」では、Facebook、Twitter、 

レビューなどで、ユーザーの皆様から頂いたご意見やリクエストに応え、 

新機能を実装しました。 

 

音楽を再生しながら遊べるようになりました！ 

これにより、ユーザーの皆様が自分の好きな音楽を聴きながら、 

「おっさん☆たまご」が楽しめるようになります。 

 

また、BGMや効果音をON/OFFできる機能を追加しました。 

もちろん、ノリノリのオリジナルBGMは健在です！ 

 

同じおっさんを集めるとご褒美が！ 

“またお前か！”、そんな思いは無用です。 

同じおっさんたまごをたくさん集めると、ご褒美がもらえるようになりました。 

まずは、100個目指して頑張りましょう！ 

 

「おっさん☆たまご」動画好評配信中！ 

http://youtu.be/muTePjLbOkA 

http://youtu.be/XYoBiumDm3c 

株式会社comcept 
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PRESS RELEASE 

2013年5月31日 
ダウンロード数もじわじわきている！？ 

今、巷で大人気 

©JeSA ©JeSA 

 

ゲームソフトの企画・開発を手がける株式会社comcept 

（本社：大阪市浪速区 代表取締役：稲船敬二）が4月19日から配信 

している、iPhone向けアプリ「おっさん☆たまご」がサービス開始より 

1ヶ月で30万ダウンロードを達成致しました。 

 

配信後、じわじわと人気を伸ばしている「おっさん☆たまご」では、 

Facebook、Twitter、レビューなどで、ユーザーの皆様から頂いた 

ご意見やリクエストに応えるべく、随時新機能を追加してまいります。 

今回のアップデートでは、ご要望の多かった 

「茹で上がりを忘れないように通知機能を付けてほしい！」 
「たまごが腐っちゃうのが悲しい！」という2点について 

新機能を実装しました。 

 
①ゆで上がり通知機能 

今回追加された「おしらせの塩」を使う事によって、にわとりさんが 

たまごのゆで上がりを知らせてくれます。 

これで、たまごを腐らせてしまう事も減りますね。 

 

それでも、腐ってしまった場合は・・・ 
 

②腐ったたまごを復活させる機能 

今回追加された、もう一つは「ふっかつの塩」。 

腐らせてしまったたまごを復活させる、奇跡の塩。 

もしもの時も安心ですね。 

株式会社comcept 
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PRESS RELEASE 

2013年5月9日 

やっぱりいま、おっさんがじわじわ来ている！ 

な、な、な、なんと！ 

©JeSA ©JeSA 

ゲームソフトの企画・開発を手がける株式会社comcept 

（本社：大阪市浪速区 代表取締役：稲船敬二）が4月19日から配信 

している、iPhone向けアプリ「おっさん☆たまご」がサービス開始より 

わずか2週間でiPhone向け全無料アプリで最高3位を達成致しまし 

た。 

この他のランキングでは、ファミリー部門で堂々の1位に続き、ア 

ドベンチャー部門でも1位を達成しており、アプリランキングに於いて 

も、年を重ねて味わい深さを増していく世の“おっさん”のように確固 

たる存在感を示しています。 

 

このソフトはゲーム未経験者でも安心して遊べる簡単操作で、 

さまざまな個性と魅力あふれる「おっさんたまご」をゆでて集めて 

楽しむ癒し系アプリです。 
 

汚れのないたまご（ベイビー）が、社会の荒波に揉まれることで 

多種多様な味わい深いおっさんになっていくという、現代社会を投影 

した内容のシニカル収集系ゲームアプリです。  
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PRESS RELEASE 

2013年4月24日 

「おっさん☆たまご」概要 

ターゲット層：全iPhoneユーザー 

価格：基本無料 ※一部アイテムの購入には課金が発生します 

 

■対応OS  

 iOS6.0以上  

  

■対応機種  

 iPhone4、iPhone4S、iPhone5  

 iPod Touch（第4世代）、iPod Touch（第5世代）  

  

 ※上記OS、機種以外の端末での動作は保証いたしておりません。  

  

comcept公式サイト: http://comcept.co.jp/  

Facebook: https://www.facebook.com/ossantamago  

Twitter: https://twitter.com/ossantamago  

 

いま、おっさんがじわじわ来ている！ 
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ゲームソフトの企画・開発を手がける株式会社comcept 

（本社：大阪市浪速区 代表取締役：稲船敬二）は、4月19日から 

iPhone向けアプリ「おっさん☆たまご」の配信を開始いたしました。 

 

このソフトはゲーム未経験者でも安心して遊べる簡単ゲームで、 

個性あふれる「おっさんたまご」を集めて楽しむものです。 
 

汚れのないたまご（ベイビー）が、社会の荒波に揉まれることで 

多種多様な味わい深いおっさんになるという、 

現代社会を投影した内容の収集系ゲームアプリです。  
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PRESS RELEASE 
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たまごをゆでて・・・「から」をむくと・・・あれ？何だこれ？ 
おっさんが出てきました。何かしゃべってるし・・・ 

ゆでるたまごによって、レアなおっさんも
出てくるかもしれませんよ！ 
たまごのゆで時間を「あら塩」で調節しな
がら、ドンドンゆでて、ドンドン「おっさん 
たまご」を集めましょう。 

集めたおっさんたまごは「なべ」に仕込まれていきます。
たくさん集めたら、新しい「なべ」がもらえるよ！ 
「なべ」が変わると、出てくるおっさんもドンドン増えて
いきます。 

たまごをゆでて、ポイントを貯めると 
色んなことができます。 
たまごを買ったり、壁紙を買ったり、 
ゆで画面の見た目を変えたり・・・ 

あれ？にわとりがいますね？ 
「にわとりさん」は毎日たまごを少しだけくれます。 
他にも、ポイントでたまごを産んでくれたり、着替えたり。 

集めたおっさんたまごをよく見てください。 
それぞれのプロフィールが確認できますよ。 
あれ？このおっさんと、このおっさん・・・兄弟なの？ 
ほっこりする家族想いのおっさんや、大金持ち、アル
バイト、ロックンローラーまで、多彩なおっさん達が誕
生します。 
また、同じ商店街、親子、同僚など・・・おっさん達の 
プロフィールから「繋がり」を見つけて楽しんでください。 


