
 

平成25年５月30日 

 
各  位 

東京都港区赤坂四丁目２番６号 

株式会社メディア工房 

代表取締役社長 長沢 一男 

（コード番号：3815 東証マザーズ） 

 

株式会社メディア工房（本店：東京都港区、代表取締役社長：長沢一男、東証マザーズ

上場：証券コード3815）は、ソフトバンクモバイル株式会社が提供するスマートフォン

版公式メニューリストにて、月額課金占いコンテンツサービスの提供を開始いたしまし

た。 

 

今回は、ソフトバンクモバイルスマートフォン版公式メニューリストへの提供として、

iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ・dメニュー・auポータルにて既に好評を博しており

ます『魅-ﾓﾉﾉｹ-霊師ﾓﾝ青山』『百音流◇透視姓名占』『北国の祀～トゥスクル～』『高野

山の婆っちゃ占』『筑波神山の母』『†幻の星読み神霊術』『代官山の母セレス玲奈』『マ

ダム晶子◆九性気学』の８サイトを配信いたします。 

 

当社は、「占い」コンテンツの企画制作・配信を主力事業としておりますが、引き続きモ

バイルにおけるシェア拡大を図るため、ユーザーが真に求めるコンテンツを積極的に新規

リリースして参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトバンクモバイル スマートフォン版公式メニューリスト 

月額課金占いコンテンツ８サイトを提供開始！！ 



■コンテンツ紹介 

『魅-ﾓﾉﾉｹ-霊師ﾓﾝ青山』 

芸能界、政界、スポーツ界…幾多もの大物を魅了

し続ける女占師の正体、それは“魅”－モノノケ

－。「人の心が読めてしまう…」激動の幼少時代、

強くなりたいと願った少女に授けられたのは人間

の領域を超えた“魅”－モノノケ－霊力でした。

自らの能力で人を救うことを使命とし25年。モン

青山先生による初の占いコンテンツです。 

 

●メニュー名称：魅-モノノケ-霊師モン青山 
・ 課金体系：月額 315円（税込み）※一部都度課金メニューがございます 

・ サービス開始日：平成 25年５月 28日(火) 

・  アクセス方法：ソフトバンクモバイルスマートフォンから、ブックマーク内の My 

SoftBank《ソフトバンク》＞ iPhone《または SoftBank スマートフォン》＞ サービス《ま

たはアプリケーション＆サービス》＞ メニューリスト ＞ カテゴリ ＞ 占い 

URL：http://mononoke.ura9.com/spsb/ ※記載の二次元バーコードからもアクセスいただけます。 

 

『百音流◇透視姓名占』 

「名前の響きを耳にすると、その方の未来が景色とな

って視えるのです。」有名カリスマ社長、女優、大統領

夫人など各界のＶＩＰが訪れ、雑誌各社も注目！口コ

ミで話題となった「名前の”音“から未来の風景を視

る」鑑定士百音(まのん)の携帯占いサイトです。 

透視姓名のスペシャリスト百音が、あなたの名前が持

つ素晴らしい可能性を引き出し、幸せに導きます。 

 

●メニュー名称：百音流◇透視姓名占 
・ 課金体系：月額 315円（税込み）※一部都度課金メニューがございます 

・ サービス開始日：平成 25年５月 28日(火) 

・ アクセス方法：ソフトバンクモバイルスマートフォンから、ブックマーク内の My 

SoftBank《ソフトバンク》＞ iPhone《または SoftBank スマートフォン》＞ サー

ビス《またはアプリケーション＆サービス》＞ メニューリスト＞ カテゴリ＞ 占い 

URL：http://toushi.ura9.com/spsb/ ※記載の二次元バーコードからもアクセスいただけます。 

 

 

 

 



『北国の祀～トゥスクル～』 

占い師開拓のプロが 1 年かけて見つけた「北国で伝説
の占い師」が、本当の貴方を見つけ出し幸せの道へと

導きます。「北国の祀～ﾄｩｽｸﾙ～」。トゥスクルとはアイ

ヌ語でシャーマンという意味をもち、自然と人をつな

ぐ使命を負った占い師です。自分を偽りながら生きる

人々に対し「本当の貴方とは何か」「本当の幸せとは何

か」を教え、心と魂を解放し幸せへと導いていきます。 
 

●メニュー名称：北国の祀～ﾄｩｽｸﾙ～ 
・ 課金体系：月額 315円（税込み）※一部都度課金メニューがございます 

・ サービス開始日：平成 25年５月 28日(火) 

・  アクセス方法：ソフトバンクモバイルスマートフォンから、ブックマーク内の My 

SoftBank《ソフトバンク》＞ iPhone《または SoftBank スマートフォン》＞ サービス《ま

たはアプリケーション＆サービス》＞ メニューリスト ＞ カテゴリ ＞ 占い 

URL：http://kitaguni.ura9.com/spsb/ ※記載の二次元バーコードからもアクセスいただけます。 

 

『高野山の婆っちゃ占』 

職業や伴侶など全てにおいて､自分で選択できる自由

な現代社会にも関わらず､なぜ､悩み苦しむ人が世の中

に溢れているのか？その悩みに婆っちゃが答えます

「なぁに婆っちゃに任せろ!生きてるだけで丸儲けじ

ゃ｡」鑑定歴 40年。各界の著名人から信頼を寄せられ

る「阪香季」が「今のあなたが報われる」鑑定術で､あ

なたを幸せに導きます！ 

 

●メニュー名称：高野山の婆っちゃ占 
・ 課金体系：月額 315円（税込み）※一部都度課金メニューがございます 

・ サービス開始日：平成 25年５月 28日(火) 

・ アクセス方法：ソフトバンクモバイルスマートフォンから、ブックマーク内の My 

SoftBank《ソフトバンク》＞ iPhone《または SoftBank スマートフォン》＞ サー

ビス《またはアプリケーション＆サービス》＞ メニューリスト＞ カテゴリ＞ 占い 

URL：http://baccha.ura9.com/spsb/ ※記載の二次元バーコードからもアクセスいただけます。 

 

 

 

 



『筑波神山の母』 

今や15人に１人が何らかの精神疾患を持ち、自殺大国

とも呼ばれて久しい現代の日本…３万人以上を救って

きた完全オリジナル占術「動心学」でみさと動心がこ

ころに響く、偽善や気休めではない“本物の言葉”で

「幸せを掴むための正しい道」へ先導していきます！ 

 

●メニュー名称：筑波神山の母 
・ 課金体系：月額 315円（税込み）※一部都度課金メニューがございます 

・ サービス開始日：平成 25年５月 28日(火) 

・  アクセス方法：ソフトバンクモバイルスマートフォンから、ブックマーク内の My 

SoftBank《ソフトバンク》＞ iPhone《または SoftBank スマートフォン》＞ サービス《ま

たはアプリケーション＆サービス》＞ メニューリスト＞ カテゴリ ＞ 占い 

URL：http://dousin.ura9.com/spsb/ ※記載の二次元バーコードからもアクセスいただけます。 

 

『†幻の星読み神霊術』 

「星の神託により、未来のあなたが視える」 

「紫微斗数」と日本最古の幻占術「天津金木（あまつ

かなぎ）」を融合させて未だかつてない精密鑑定を実現

させます。活盤飛星術を用いて運命の相手と出逢う時

期や容姿・性格・星座をお伝えし、天津金木（あまつ

かなぎ）よって二人が育む関係や今後の恋の行方につ

いてのお告げを致します。 

 

●メニュー名称：†幻の星読み神霊術 
・ 課金体系：月額 315円（税込み）※一部都度課金メニューがございます 

・ サービス開始日：平成 25年５月 28日(火) 

・  アクセス方法：ソフトバンクモバイルスマートフォンから、ブックマーク内の My 

SoftBank《ソフトバンク》＞ iPhone《または SoftBank スマートフォン》＞ サービス《ま

たはアプリケーション＆サービス》＞ メニューリスト ＞ カテゴリ ＞ 占い 

URL：http://hoshiyomi.ura9.com/spsb/ ※記載の二次元バーコードからもアクセスいただけます。 

 

 

 

 

 

 



『代官山の母セレス玲奈』 

【代官山の母に占ってもらうと、その通りになる】 

数々の結婚を叶え人生を変えてきた、占い師の母であり、

代官山の母であるセレス玲奈が人生に関わっていく全て

の答えを導き、悩みや不安を過去から紐解き、「どのよう

に本来の自分を取り戻し、生まれ変わるか」幅広いユー

ザーのお悩みを解決していきます。 

 

●メニュー名称：代官山の母セレス玲奈 
・ 課金体系：月額 315円（税込み）※一部都度課金メニューがございます 

・ サービス開始日：平成 25年５月 28日(火) 

・  アクセス方法：ソフトバンクモバイルスマートフォンから、ブックマーク内の My 

SoftBank《ソフトバンク》＞ iPhone《または SoftBank スマートフォン》＞ サービス《ま

たはアプリケーション＆サービス》＞ メニューリスト ＞ カテゴリ ＞ 占い 

URL：http://daikanyama.ura9.com/spsb/ ※記載の二次元バーコードからもアクセスいただけます。 

 

『マダム晶子◆九性気学』 

高い的中率を誇る“九性気学”であなたの人生を幸せ

に導きます 

九「星」気学ではなく、人間の本質である「性（さが）」

によって占う「九性気学」でこそ、本当の幸せをつか

むことができます。人間を占うために生まれた歴史あ

る占術、それが九性気学です。 

 

●メニュー名称：マダム晶子◆九性気学 
・ 課金体系：月額 315円（税込み）※一部都度課金メニューがございます 

・ サービス開始日：平成 25年５月 28日(火) 

・  アクセス方法：ソフトバンクモバイルスマートフォンから、ブックマーク内の My 

SoftBank《ソフトバンク》＞ iPhone《または SoftBank スマートフォン》＞ サービス《ま

たはアプリケーション＆サービス》＞ メニューリスト ＞ カテゴリ ＞ 占い 

URL：http://madame.ura9.com/spsb/ ※記載の二次元バーコードからもアクセスいただけます。 

 



 

■ 会社概要 

社名   株式会社メディア工房 

http://www.mkb.ne.jp/ 

所在地  東京都港区赤坂４-２-６ 住友不動産新赤坂ビル12階 

設立   平成９年10月 

資本金  451百万円 

代表者  代表取締役社長 長沢 一男 

事業内容 デジタルコンテンツ事業、及びそれに伴う物販事業 

 

■ 本リリースに関するお問合わせ 

株式会社メディア工房 ＩＲ担当：福原 

E-mail : m_fukuhara@mkb.ne.jp  Tel：03-5549-1804 

 

本書面に掲載された内容を無断使用することを禁じます。 

http://www.mkb.ne.jp/
mailto:m_fukuhara@mkb.ne.jp

