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2012 年 12 月 21 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）はキュレーションマガジン『Antenna（アンテナ）』において、「ニュース」、「ビジ

ネス/マーケティング」ジャンルを開設し、本日より無料で記事コンテンツの配信を開始いたします。 

 

『Antenna』（URL：http://antenna.jp/）は、厳選されたスタイリッシュな 120 メディアからの情

報を自分好みに編集して閲覧できる日本初のキュレーションマガジンです。 

このたび、『Antenna』に「ニュース」「ビジネス/マーケティング」ジャンルを新設し、新たに 7メ

ディアが参画しました。また、ユーザーの使い心地を追求し、ジャンルの 2 階層化を実装しました。

今回、新たにコンテンツ提供を開始したメディアは以下の通りです。（全参画メディアは P2 に記載） 

 

【ニュース】 

・株式会社 毎日新聞社（毎日 jp） 

・株式会社 ＴＢＳテレビ（News i）※ 

 

【ビジネス/マーケティング】 

・株式会社 宣伝会議（アドタイ）※配信準備中 

・株式会社 ダイヤモンド社（ダイヤモンド・オンライン） 

・株式会社 東洋経済新報社（東洋経済オンライン） 

・TechWave 

・株式会社 プレジデント社（PRESIDENT Online） 

※動画ニュース配信については、2013 年 1 月からまず PC ブラウザ版より開始予定です。 

 

『Antenna』では、26 ジャンルの雑誌風コンテンツに加え、毎日の生活やビジネスに役立つ時事ニ

ュース・ビジネス情報を豊富に取りそろえています。ユーザーはパソコンやスマートフォンで、自分

好みの情報をキュレーション（収集・選別）して手軽に楽しむことができます。なお、2013 年には

iPad 版アプリの公開も予定しています。 
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■『Antenna』参画メディア一覧（社名／媒体名） 

    

    

    

株式会社アートイット(ART iT, ART and ARCHITECTURE Review) 

アイティメディア株式会社 

(ITmedia デジカメプラス,ITmedia Mobile, ITmedia LifeStyle,誠 Style) 

株式会社イード(cinemacafe.net,レスポンス) 

インテリアハック 

株式会社インフォトップ（PUNTA） 

旨い！ナポリピッツァ 

株式会社 ACJ マガジンズ(AUTOCAR) 

株式会社エスタイル(Woman Apps Magazine) 

株式会社エディット(The Slick) 

株式会社エムオン・エンタテインメント 

（ONLINE デジモノステーション, YATTAR JAPAN） 

株式会社エムティーアイ(Listen Japan) 

オートックワン株式会社(オートックワン) 

株式会社オールアバウト(For F,For M,MICO) 

オススメ・おでかけ・レストラン 

漢の粋 

株式会社オプト(THE FASHION POST) 

オリコン DD 株式会社（JOSHI+） 

株式会社カービュー(カービュー) 

株式会社カーリン(FASHION PRESS) 

株式会社カカクコム(価格.com) 

NPO 法人 GADAGO(TAB) 

株式会社 角川マガジンズ（Walkerplus） 

株式会社カフェグルーヴ(Verita) 

Clunkydesign(Tokyo Headphone Magazine) 

株式会社グランドベース(CBC-NET) 

Creative Action Japan 株式会社(SHOT) 

Qetic 株式会社(Qetic) 

株式会社講談社(i-VoCE, FR@U) 

CONTRAST 

株式会社サザビーリーグ(Hellomag) 

さわあこのラジオ日記 

株式会社産経デジタル(Cyclist) 

シー・エス・ティー・エンターテインメント株式会社（おたくま経済新聞） 

株式会社 J-WAVE(J-WAVE NEWS) 

株式会社シネマトゥデイ(シネマトゥデイ) 

有限会社シフトプロダクション(SHIFT) 

[渋谷&恵比寿]ランチ・ジャーナル 

スイーツ番長 

有限会社 SUZY(unbar) 

スターツ出版株式会社(OZmall) 

STYLE4 Design 

株式会社スタジオライン(SpotLight) 

株式会社スーパースイーツ(SUPER SWEETS) 

 

株式会社世界文化社(Begin,MISS,MEN'S EX) 

株式会社ソフトニック(ソフトニック) 

株式会社 宣伝会議(アドタイ) 

株式会社ダイヤモンド社(ダイヤモンド・オンライン) 

タックエンジニアリング(プロダクトデザイン・設計屋の面白ねたブログ。) 

一般社団法人知識環境研究会(カロンズネット) 

ディー・ディー・ウェーブ株式会社(Plus 81) 

株式会社 TBS テレビ(News i) 

株式会社デジタルタイムワープ(TimeWarp) 

東京カフェマニア 

東京カレンダー株式会社(東京カレンダー) 

株式会社 東洋経済新報社(東洋経済オンライン) 

株式会社徳間書店(グッズプレス,ベストギア) 

TRAVELHACK 

七洋株式会社(OPENERS) 

株式会社日経 BP(日経ウーマンオンライン,TRENDYnet, BP セレクション), 

株式会社日本食糧新聞社(食＠新製品) 

株式会社ニューズベース(ホワイトスクリーン) 

株式会社パーゴルフ(パーゴルフ) 

ハリウッドチャンネル株式会社（クランクイン！） 

パンケーキ部、ハンバーガーブログ 

ぴあ株式会社(ぴあ映画生活) 

株式会社ビームス(ビームス) 

株式会社 b-log(Charis) 

ビルコム株式会社（Okkru） 

フードスタジアム株式会社(フードスタジアム) 

FestivalLife 

フォートラベル株式会社（フォートラベル） 

株式会社 プレジデント社(PRESIDENT Online) 

株式会社フロムワン(サッカーキング) 

学校法人文化学園 文化出版局(装苑,highfashion,fashionjp.net) 

株式会社文藝春秋(CREA) 

株式会社ポートレイトブックス(旅キッズ) 

株式会社マイナビ(マイナビニュース,AndroWire,iPadiPhoneWire) 

株式会社 毎日新聞社(毎日 jp) 

TechWave 

株式会社マガジンハウス(コロカル) 

株式会社ミートラボ(meet i,meetroid,meet-win, meet win, Social Appli navi) 

株式会社ミディアム(GRIND) 

株式会社メディアジーン(カフェグローブ,ギズモード, KOTAKU,TABROID, 
glitty,MyLohas,Lifehacker,roomie) 

株式会社メディアファクトリー（ダ・ヴィンチ電子ナビ） 

メルセデス・ベンツ日本株式会社(mb! by Mercedes-Benz) 

RIDE MEDIA&DESIGN 株式会社(箱庭 haconiwa) 

株式会社ライノ(HOUYHNHNM) 

Lander(ShoeCream), 

株式会社レピカ(アプリソムリエ) 

※120 メディア（配信準備中含む）/社名 50 音順(2012 年 12 月 17日時点) 

（次ページに続く） 
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     『『『『AntennaAntennaAntennaAntenna（アンテナ）』概要（アンテナ）』概要（アンテナ）』概要（アンテナ）』概要    

URL:URL:URL:URL:http://antenna.jp/http://antenna.jp/http://antenna.jp/http://antenna.jp/      

 

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/美容・健康/家電/クルマ/携帯/コラム/スポーツ/ビジネス…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アプリです。 

※対応デバイス:パソコン、iPhone/iPod touch、Android 

 

参画メディア一覧:http://antenna.jp/web/publishers/http://antenna.jp/web/publishers/http://antenna.jp/web/publishers/http://antenna.jp/web/publishers/ 

 

 

【【【【AntennaAntennaAntennaAntenna    関連関連関連関連 URLURLURLURL】】】】 

・紹介サイト URL：http://antenna.jp/web/ 

・紹介ムービーURL：http://www.youtube.com/user/antennajp/ 

・Facebook 公式ページ：http://www.facebook.com/antenna.jp / 

・Twitter 公式アカウント：@antenna_jp 

・iPhone 版アプリ DL：https://itunes.apple.com/jp/app/antenna/id511262473?mt=8 

・Android 版アプリ DL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.antenna.app     

    

【【【【    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    会社概要会社概要会社概要会社概要    】】】】    

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    ■3億 6,500 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     

各種インターネットメディアの企画、開発 

 

 

 

 

－本－本－本－本リリース内容リリース内容リリース内容リリース内容に関するに関するに関するに関する報道機関からの報道機関からの報道機関からの報道機関からのお問い合わせ先－お問い合わせ先－お問い合わせ先－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 


