
 

平成 25 年 7 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） 

 

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 10 サイトを提供開始！！ 

 

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『泉

谷綾子【究極予言】』『超能力者ユリゲラー』『浪花の姉御◆銀河占』『琉球神人◆驚異の予言』

『魂のシャーマンリーディング』『神髄◆四柱推命学』『中華街 救いの占女』『田口二州◇姓名

判断』『100 年に 1人の天才占い師』『巫―かんなぎ―神託占』10 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkb.ne.jp/�


 

■ コンテンツ紹介 

『泉谷綾子【究極予言】』 

本サイトでは、スピリチュアルを好むユーザーから支持の

高い「前世・現世・来世」を読み解く占いを豊富に提供す

ることで、スピリチュアル感と神秘性を演出し、他サイト

と世界観の差別化を図っております。また実践的な占い結

果を重視するため、占い一つあたりの結果文字数を増やし、

豊かな表現と的確なアドバイスで監修者の鑑定を完全演

出します。 

 

●メニュー名称：泉谷綾子【究極予言】 

・ 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７月 30 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://izumiya.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。 

 

『超能力者ユリゲラー』 

世界最高峰の超能力者ユリ・ゲラーがスマートフォンサ

イトに登場。超能力“ポジティブパワー”で人間が生ま

れながらに持つエネルギーを覚醒させ、人生を成功へと

導きます。またユリ・ゲラーの能力をムービー機能で再

現することで、ユーザーが世界的予言者の超能力を身近

に感じられる、ファンならずとも必携のサイトです。 

 

●メニュー名称：超能力者ユリゲラー 

・ 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７月 30 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://uri.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。 



 

 

『浪花の姉御◆銀河占』 

鑑定実績15万人以上、自身の登録顧客数5万人以上を誇る、

関西で最も有名な人気占い師、銀河玲。クチコミで火がつ

き、新聞・雑誌・TV・ラジオなど様々なメディアでの出演

経験を持ち、復縁や複雑愛など、繊細な悩みにも応えられ

る癒し系占いの第一人者。本サイトは“浪花の姉御”の占

いを体験できる唯一のモバイルサイトです。 

                             

●メニュー名称：浪花の姉御◆銀河占 

・ 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７月 30 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://anego.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。 

 

『琉球神人◆驚異の予言』 

100 年以上続く沖縄の霊媒師・神人(かみんちゅ)ユタとして､

傑出した近未来予言能力を持ち、相談者の心に寄り添った

占断と実践的な助言が､占いユーザーから圧倒的な支持を

受けている｢琉球神人 HIRAKAWA｣口コミで話題になり､

現在では予約困難な占師として有名です｡神人の力を堪能

できる唯一のモバイルサイトとして人気を博しています。 

 

●メニュー名称：琉球神人◆驚異の予言 

・ 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７月 30 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://kaminchu.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。 



 

『魂のシャーマンリーディング』 

鑑定実績は 1 万人を超え、東洋・西洋占術ともに占い学院

で教師を務めるほどの占術家にして、韓国の由緒正しきシ

ャーマン（巫堂）・宋美英。祖先の“魂の声”を聞き、相談

者を不安や苦しみから解放します。巫堂のパワーに本格占

術を加えた本物のシャーマンリーディングが体験できるス

ピリチュアル占いサイトです。 

 

●メニュー名称：魂のシャーマンリーディング 

・ 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７月 30 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://shamanr.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。 

 

『神髄◆四柱推命学』 

本サイトで用いる占術は、通常の四柱推命の約 4 倍の細密

さを誇る“五行学推命”その的中率は 99％といわれ､多く

の占いユーザーから支持を得ています。さらに、この先１

０年間の運勢が一目瞭然でわかる運気グラフにより、難解

な印象を受ける本格占いを視覚的に、よりわかりやすく提

供することで数ある占いサイトの中でも根強い人気を誇っ

ています。 

 

●メニュー名称：神髄◆四柱推命学 

・ 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７月 30 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://shinzui.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。 

 



 

『中華街 救いの占女』 

占い激戦区・横浜中華街にて密かな噂が噂を呼び、ついに

全国に知れ渡った占い師“救いの占女”龍珠。混迷する世

の中で不安や苦しみを感じる人々に、人気占い師｢龍珠｣が、

命・卜・相の占術を用いた渾身の占いを提供します。また、

自分について占うだけでなく、名前だけでも相性占いや相

手のことを占うことが出来るサイトとなっております。 

 

●メニュー名称：中華街 救いの占女 

・ 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７月 30 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://chuka.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。 

 

『田口二州◇姓名判断』 

本サイトは「姓名には天より与えられた使命、そして幸せ

になるべき“天分”が刻まれています」と、語る東洋占術

界の重鎮、田口二州監修による、姓名判断占いサイトです。

監修者が長きにわたる鑑定の歴史から、独自に磨きあげた

姓名を緻密に紐解く姓名判断占術は多くの占いユーザーを

魅了します。 

 

●メニュー名称：田口二州◇姓名判断 

・ 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７月 30 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://tseimei.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。 

 



 

『100 年に 1 人の天才占い師』 

100年に1人の天才・橋本 航征による驚異の占星術！「前

世、未来、運命」の全てを 10 個の天体から読み取り、精

密かつ詳細に星に定められた運命を解き明かします。地

球上に絶えずパワーを送り続ける「10 の惑星」そのパワ

ーを最大限に活用し、幸せへの道筋を照ら監修者ならで

はの占星術は、多くの占いユーザーからの指示を得てい

ます。 

 

●メニュー名称：100 年に 1 人の天才占い師 

・ 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７月 30 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://tensai.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。 

 

 

『巫―かんなぎ―神託占』 

「天からのご神託を受け、人々に伝える」～神と人の仲を

取り持ち、神と人を繋ぐもの、それが巫（かんなぎ）～人々

の不安を拭い去り、生きる希望・道標となるべく、精神的・

神がかり的な導きと癒しをテーマとしたモバイルサイトで

す。監修は佐倉絽麻。西洋占星術・タロット・ルーンオラ

クルを用いて、ユーザーの不安、悩み解消を助けます。      

 

●メニュー名称：巫―かんなぎ―神託占  

・ 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７月 30 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://kannagi.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

