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取締役第2開発部長／樋原 猛己
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スタッフ

35名

Company Profile

主要株主
里見 英樹
小川 裕美
（株）北洋銀行（イノベーションファンド）

設立年月日
平成8年11月26日

資本金
7,630万円

(資本準備金1,500万円を含む)

会社概要



営業品目

・モバイルサイト企画・運営
・iＯＳ・Androidアプリケーション開発
・コミュニティサイト管理
・コンテンツキャラクターグッズの企画・制作・販売
・ゲームソフトウエア開発
・ネットワークシステム開発
・サーバー設置・運用
・一般第２種電気通信事業者
・海外向けライセンス事業及びコンテンツ輸出入業

取引先銀行
北洋銀行
北海道銀行
三菱東京UFJ銀行

主要取引先

(株)iD
旭川市
旭川電気軌道(株)
(株)アートクリエイト
(株)アニプレックス
イマジニア(株)
(株)インターネットイニシアティブ
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(株)HBA
SCSK北海道(株)
(株)ガイナックス
(株)カプコン
(株)KADOKAWA
KDDI(株)
(株)グラウンドワークス
クリプトン・フューチャー・メディア(株)
琴参バス(株)
(株)コナミデジタルエンタテインメント
札幌観光協会
札幌市
札幌ばんけい(株)
(株)サンレボリューション
ジェイ・アール北海道バス(株)
(株)じょうてつ

(株)スクウェア・エニックス
(株)スティング
ソフトバンク(株)
当別町
道北バス(株)
(株)トライシス
T2メディアパル(有)
日本放送協会
ネオス(株)
(株)ノーザン
函館市
ふらのバス(株)
北欧電子(株)
北海道開発技術センター
北海道観光振興機構
北海道中央バス(株)
北海道医療大学
(株)ポッケ
(株)ムービック
(株)メモシンク
(株)ユニ・トランド
(株)レゾナント・システムズ
AppleInc.(米国)
GoogleInc.(米国)
大連毅信軟件有限公司(e-TRUST)(中国大連)他

事業内容
・システム開発
・アプリ開発
・イラスト制作
・コンテンツ配信
・ECサイト作成

・Ｗｅｂサイト制作/運営
・商品開発
・派遣事業
・賃貸事業
・海外事業



経営理念

「お客様に喜ばれることを喜びに感じる、コンテンツサービスの提供」

株式会社メディア・マジックは「お客様に喜ばれることを喜びに感じる、コンテンツサービスの提供」を理念に
モバイルコンテンツの企画・制作・配信・運営などの事業を行っております。

弊社の特徴といたしましては通常の開発活動とは別に継続的に行っているモバイルソリューションの研究開
発活動から誕生した、サイト運営ツール（CMS）「ケータイスタジオ」、BBS承認管理ツール「コミュニティキー

パー」、およびユーザー様とのリレーションを最重要視した魅力あるサイト運営モデルをコアコンピタンスとし
て、顧客価値創造の最大化を推進しております。

この様なツールやビジネスモデルの提供により、クライアント様のモバイルコンテンツサイトにおける優位性
の確立とともに更なる企業価値の向上に寄与させて頂きたいと考えております。

皆様から信頼を得られるような企業の成長を目指し、社員一丸となってモバイルを中心としたソリューション
の研究開発を図っていく所存でございます。
今後とも、皆様のご愛顧、ご支援を心よりお願いいたします。

2008年7月2日、携帯電話ウェブサイトの企画・製作・運用・保守において、情報
セキュリティマネジメントシステムの国際標準規格である「ISO/IEC 

27001:2005」の認証を取得しました。



モビリティサービス

移動がもっと便利になるアプリ・システム開発の提供。

バスロケーションサービスを中心としたサービスを展開しています。

事業内容

システム開発

「使いやすさ」と「柔軟な対応力」を備えたシステム開発。

ご提案、設計、開発、テスト、運用、保守をワンストップで提供いたします。

WEBサイト開発

自社サービスサイトの開発、運営を通じた「勘所の良い」Web開発。

Web制作だけでなく、サーバサイドプログラマによるCMSカスタマイズにも対応いたします。

アプリ開発

iPhone、Androidのスマートフォンアプリ・ゲームアプリを企画・開発・運用。

エンターテイメント系から観光、交通、生活支援まで幅広い分野での開発が可能です。

商品開発

オリジナルグッズの企画・デザイン・製造・販売を、トータルプロダクション。

版権物キャラクターグッズ制作の経験からユニークな商品開発を承ります。

人材派遣ECサイト制作コンテンツ配信イラスト・動画制作システム保守

Service



バスの運行状況をリアルタイムで提供できる
バスロケーションシステム 「バスキタ！」

バスの経路検索のような一般的な機能から、ユーザーの位置情報を用いて最寄りのバス停を検索でき
る機能や、バスの遅れがバスマップ上のアイコンから一目でわかる機能など、直感的に使いやすい機能
を提供しております。
GTFSやMaaS開発にも対応。外国語の表示やバスロケの運行情報を利用したデジタルサイネージも併せ
て導入してまいりました。

事業者様側からご提供いただいたダイヤ情報等（※）を弊社で組み込み、ご確認いただく程度でサービ
ス開始が可能なパッケージを実現しました。

（※）ダイヤ情報は、バス停名・バス停の緯度経度・バスの経路・仕業（交番）・時刻表・ランドマーク情報、
などが該当します。

導入実績 旭川電気軌道(株)／琴参バス(株)／札幌ばんけい(株)／ジェイ・アール北海道バス(株)／(
株)じょうてつ／道北バス(株)／ニセコバス(株)／富士急静岡バス(株)／ふらのバス(株) ※50音順

事例紹介

■バスキタ！

© MediaMagic.All Right Reserved.

Works



■デジタルサイネージ

バスの運行状況をはじめ・動画・広告情報共有
ツールなど、今後も様々な用途で効果が見込め
るデジタルサイネージを、ハードウェア・ソフト
ウェア含めて提供しております。

屋内外問わず様々な環境下にも対応できるよう、
壁掛け型・自立型など場所に適したサイネージ
筐体をご提案。

利便性があがる管理画画面の提供・運用保守
までワンストップにて対応しております。

「バスキタ！」 一般利用者向けサービス

「バスキタ！」 バス事業者向けサービス



札幌市内の飲食店・施設情報をデータベース化、
アプリを通して飲食店用の電子クーポンを発行でき
るアプリです。

各種データは日時指定による未来日公開、自動終
了の制御可能。4言語（日本語、英語、簡体中国語、
繁体中国語）に対応しており、外国人韓国客をター
ゲットにしたPRも展開しました。

クライアント： トヨタモビリティ基金／当別町地域公共交通活性化協議会

当別町の複数の公共交通機関を含めた経路検索に
加え、バスキタ！で活用されている「バスの現在位置
取得・遅延情報システム」を提供することで、利便性を
高めたローカルMaaSアプリです。

路線バス・JRダイヤの情報/デマンドバス及びタクシー
予約/バスチケットの取得の機能を実装し、地域に求
められる公共交通機関にかかわるすべてのサービス
を一つのアプリ上で提供することを目的としております。

■とべナビ-ＴＯＢＥＴＳＵ ＭａａＳ Ａｐｐ-

■さっぽろグルメクーポン

© 一般社団法人 札幌観光協会 / 株式会社メディア・マジック



コミュニティ等において投稿される不適切な記事を、
効率的に24時間365日体制で人的監視を実現しま
す。

安心安全の向上をもたらすためのツールとして、コ
ンテンツ運営事業者様向けに提供いたします。

携帯電話用WEBサイト掲示板の人的監視システム

モバイルサイト構築・運営・コストダウンを支援する
コンテンツマネジメントシステムです。

Web制作の標準的な部分をツール化し開発期間の
短縮・人件費の削減を実現します。

携帯電話向けWEBサイト作成ツール

■コミュニティキーパー

■ケータイスタジオ

■iPad/iPhone・Androidアプリ（一部非対応）

※「Android」「Google」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
※｢iPhone｣｢iPad｣｢iPod｣は、米国Apple Inc.の商標、または、登録商標です。
(C)MediaMagic Co.,Ltd.All Rights Reserved.

© MediaMagic.All Right Reserved.

© MediaMagic.All Right Reserved.

http://itunes.apple.com/jp/app/id388838638?mt=8
http://itunes.apple.com/jp/app/id388838638?mt=8


（c)2010 GAINAX/GEEKS／(c)BANDAIVISUAL・FlyingDog・GAINAX ／ (c)2003 GAINAX/TOP2委員会／ (c)1999I.G/GAINAX/KGI ／ (c)勇人/スクウェアエニUI制作、ックス・はなまる幼稚園保護者
会／ (c)YonagoGAINAX ／ (c)2012 西尾維新・暁月あきら／集英社・箱庭学園生徒会／ (c)赤人義一/スクウェアエニックス・屍姫製作委員会／ (c)2011 三雲岳斗・Ｇユウスケ・角川書店/ダンタリア
ンの書架製作委員会／ (c)GAINAX ／ (c)GAINAX/醜美委員会／ (c)GJK/｢忘却の旋律｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ／ (c)GAINAX/ｱﾍﾞﾉ橋製作委員会／ (c)BANDAIVISUAL/GAINAX ／ (c)DAICON FILM ／
(c)YonagoGAINAX ／ (c)2.5次元てれび/GAINAX ／ (c)1991GAINAX・USM JAPAN, a division of UNIVERSAL MUSIC LLC ／ (c)GAINAX／放課後のプレアデス製作委員会／ (c)GAINAX･ぷちぷり委
員会／ (c)NHK・NEP ／(c)TIN HOUSE 2003 ／ (c)まっつｰ･椿あす/ｽｸｳｪｱｴﾆｯｸｽ･御主人様ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ／ (c)月眠/ステラ女学院保護者会 ／ (c)津田雅美･白泉社/GAINAX･彼2団･ﾃﾚﾋﾞ東京･SOFTX

■アニメ＠GAINAX

■アニメ「くるねこ」公式モバイルサイト はぴはぴくるねこ

アニメ『くるねこ』公式モバイル・スマートフォンサイト

オリジナルグッズを販売する通販サイトも運営してお
ります。

ガイナックス作品のデジタルコンテンツを配信する公式
モバイルサイト

2021年にはオープン20周年を迎えることとなりました。

■にゅ～パズ松さん～新品卒業計画～

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

人気アニメ「おそ松さん」のコンテンツとして、㈱ディ・テクノ
と共同開発したゲームアプリ

アプリ開発とイラスト制作を担当しました。

※スマートフォン版は配信終了。
現在はNintendo Switch・PlayStation®4向けゲーム「もっ

と！にゅ～パズ松さん ～新品卒業計画～」として好評発
売中。

©2010 Kuruneko Yamato/PUBLISHED BY ENTERBRAIN, INC./くるねこ舎



■商品開発

クリスタルオブジェ：第６の使徒

（2011年発売）
好評につき2019年8月に再販いたしました。

ねことじいちゃん九谷焼 （2019年発売）
EVA00BIKE（ﾚｲﾓﾃﾞﾙ）
EVA02BIKE(ｱｽｶﾓﾃﾞﾙ）

（2010年発売）

(c)カラー

(C)Nekomaki/ms-work

(c)カラー

これまで「エヴァンゲリオン」や「くるねこ」など、キャラクターをモチーフとした企画商品を数多く制作し
た実績がございます。「版権物グッズを作りたいが何から始めればよいかわからない」そんなときはぜ
ひ弊社へご相談ください。



■エヴァンゲリオン展×札幌

●ヤシマ作戦体験コーナー

●エヴァタクシー

●とんぼ玉製作体験

●エヴァンゲリオン展 札幌×スープカレー

●エヴァンゲリオン展
×夕張メロンピュアゼリー



2013年
・ベトナムのコンテンツ企業「POPS World Wide 社」とスマートフォンアプリの開発で業務提携

2012年
・サッポロファクトリーにて「エヴァンゲリオン展×札幌」開催（2013年2月まで延長 来場者数4万人達成！）

2010年
・MMAビルに社屋を移転

2009年
・携帯電話用ウェブサイト向け コミュニティ人的監視・承認システム「コミュニティキーパー」の特許を取得
・メディア・マジック東京オフィスを設立

2007年
・スペインの携帯会社向けサービス配信会社「ジージーゴー・モバイル・サービス」と業務提携

2014年
・経済産業省「平成25年度地域中小企業イノベーション創出補助事業」および「平成26年度中小企業等による技術シーズ

の事業 化・実用化支援事業のうち橋渡 し研究事業」の採択をうけて開発を進めていた、路線バス運行情報案内サービス
「バスキタ！」（β版）公開実証実験開始

2006年
(株)モバイルカルチャー（韓国）と、モバイル事業インターネットブロードバンド事業に関し、業務提携の為の契約を締結

2000年
・平岸に社屋を移転

1996年
・株式会社メディア・マジック設立

2016年
・経済産業省 「はばたく中小企業・小規模事業者３００社」に選定
・東京オフィス移転
・バスロケーションシステム「バスキタ！」サービス開始（旭川電気軌/道北バス/ふらのバス/ニセコバス）

2015年
・11月 旭川市バスロケーションシステム導入調査事業「バスキタ！旭川」の実証実験開始

2017年
・大連毅信軟件有限公司（e-TRUST）とモバイルアプリケーションの

中国市場及び日本市場における相互輸出入推進の為の契約締結

2020年
・「バスキタ！じょうてつ」サービス開始
・アプリ版 「バスキタ！JHB」の配信開始

沿革と歴史

2018年
・四国 琴参バスにて「バスきよん！」サービス開始

2019年
・札幌ばんけいバス、JR北海道バス、富士急静岡バスにて

「バスキタ！」サービス開始

History
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