ビジネスにもカラダにも︑
先進テクノロジーで
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﹁ここちよさ﹂
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数字で見るメディアマート
直近10年間の成長率

205%

直近10年間の生産性向上
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Our History
（沿革）
1998年 1月

東京都武蔵野市に営業・マーケティングのアウトソーシング会社として設立
資本金10,000,000円

1998年 4月 Linuxインテグレーションサービス開始
1999年 4月 hp社ショールーム運営開始

青山、大阪 （2001年 福岡）

2000年 4月 hp社DICコールセンター運用開始に伴ない渋谷オフィス設立
2001年 4月 市ヶ谷オフィス移転

2001年 4月 資本金を20,000,000円に増資

2002年 1月 モバイル事業部発足 携帯電話等のシステム開発受託開始
2002年 8月 資本金を26,519,000円に増資
2003年 4月 市ヶ谷吉野ビル2Fに移転

本社統合

2003年 5月 Linux専門営業部隊の立ち上げ

2003年 7月 資本金を36,515,423円に増資
2004年 6月 資本金を43,475,047円に増資
2005年 1月 葛西事業所を開設

2005年 3月 資本金を60,919,894円に増資

2005年10月 パワーハウス社との契約による仮想PCソリューションの販売

会社概要
（ＦACT DATA）
社

名 メディアマート株式会社
MediaMart,Co.,Ltd.
役 員 代表取締役 多田 慶太
売上高 8億2,196万円(2020年3月期)
資本金 67,198,659円
従業員 111名(2020年4月)
設 立 1998年01月
所在地 〒101-0065
東京都千代田区西神田2-5-8 共和15番館 7階
TEL 03-3512-0278 / FAX 03-3512-0274

2006年12月 市ヶ谷パロスビル3Ｆに本社移転

IP電話の社内運用並びにソリューションの販売開始

2007年 5月 資本金を63,050,504円に増資
2007年 7月 資本金を67,198,659円に増資
2008年 1月 創立10周年を迎える
2009年 8月 Pマークを取得

2010年11月 九段101ビル4Fに本社移転
2011年 4月 クラウドPBX事業開始

2013年11月 ヒューリック九段ビル8Fに本社移転

クラウドPBX事業部デモンストレーションルーム開設

2014年 5月 IBM SPSS Statistics製品の販売開始
2016年12月 葛西事業所から錦糸町事務所へ移転
2018年 1月 創立20周年を迎える

2019年 4月 3Dプロジェクト事業開始

2020年11月 共和壱五番館7Fに本社移転

会社案内

メディアマートが創業以来23年にわたり提供してきた
新しい情報技術による新しいサービスやソリューション・
・
・、
それはビジネス分野だけにとどまりません。
たとえばメディカル分野では、
人口知能AI
（IBM Watson）
による

︵インフォメーションテクノロジーか
︶ ら

︵デジタル・トランスフォーメーションへ
︶・
・
・︒

ごあいさつ

ICT︵インフォメーション＆コミュニケーション・テクノロジー︑
︶

そして

進化を続ける情報技術で︑

社会の仕組みや

ビジネスだけでなく

医療や個人の健康にも

新しい快適さを提供したい・
・
・︒

それが私たちメディアマートの

創業以来変わらぬ想いです︒

DX

IT

『心臓MRI 診断支援サービス』
を開発。
2016年
「第2回IBM Watson 日本語版ハッカソン決勝戦」
に出場し
Watson賞
（優勝）
、
ビジネスモデル賞を受賞し、
さらに特許も取得しました。

1988年上智大学文学部哲学科卒。卒論は人の世界
における目に見えない「気」のチカラや影響を考察
した
「気の哲学」
。

心臓疾患による突然死予防に貢献するとともに、
このサービスを医師や技術者に
利用してもらうことでMRIベースの診断知見を学習することが可能になり、
世界中のMRI装置をより効果的に使用することが可能になりました。
さらに昨年、
動的圧力センサーやAI、
3Dプリンティングなどのデジタルテクノロジーを駆使し
一人一人の足の状態にカスタマイズした最先端のオーダーインソール
「phits」
を初めて日本に導入。
足の骨を理想的にサポートすることで歩き方や体の歪みを整え、
スポーツの転倒によるケガのリスクを減らすなど、
いつまでも快適に歩けるためのサポートを開始しました。
新しいテクノロジーで、
新しい快適さを世界に。
それが私たちメディアマートの変わらぬビジネステーマです。

メディアマート株式会社
代表取締役

多田 慶太

日本ヒューレット・パッカードに新卒入社し、
システム
エンジニアを経て営業部門に配属され、顧客第一
主義を徹底して主力製品の大型プリンター売上世界
7位の成績を達成するなど７年にわたりコンピュー
ター周辺機器のビジネスを経験する。
1998年、進化するテクノロジーでより便利で快適
な暮らしをサポートしたいという新たなチャレンジ
のためメディアマート株式会社を創業。大手IT企業
向けに特化した技術支援サービスやサーバー構築
ビジネスにより順調に成長し、
クラウドPBXやスマー
トフォンから安全に社内システムにアクセスできる
セ キュリティサ ー ビ ス な どを 次 々 に 展 開した 。

さらにIBM社のデータ分析ソフトSPSSの販売を
手掛け2016年にはSPSS優秀販売店として表彰を
受け、特にメディカル分野では日本の主要な大学、
病院のほとんどをカバーしている。現在は足の歪み
を改善して健康寿命のカギとなる理想的な歩行を
実現するデジタル・オーダーインソールの日本導入
に力を注いでいる。
創造的な仕事に挑戦する事が生き甲斐であり人と人
との繋がりが人生で最重要と信じ大切にしながら、
健康で豊かな100年人生に貢献し社会課題の解決
につながるビジネスに挑戦している。
仕事では、営業、業務のボトルネックを発見してそ れ
を解 消するアイデアを考えることが 得 意であり、
中 学 、高 校 、大 学 、社 会 人とそ れぞ れのラグビ ー
チ ームに所属してきたラガーマン。

メディアマート
の主な事業
フ ィッ ツ

クラウド・サービス

データ分析

デジタル・インソール「phits」

アウトソーシング

リモートワーク/テレワークでも
本社オフィス環境を！
！

最先端データ分析技術で
皆様の生活をより豊かに！
！

効果を可視化!!
オーダーメイドのデジタルインソール

IT企業向けに特化した
アウトソーシング・サービス

働き方改革に欠かせないPBXのクラウド化。リモートワーク/テレ
ワークへの早期対応、低リスクでのコスト削減、短期間での導入
実 施、現状の環境では得られなかった様々なコミュニケーション
など、従来の通信手段では実現できなかった効率化、スマート化を
ご提案いたします。

日常生活から生まれる様々なデータをナレッジへ変換し、社会活動
のプロセスに活用することで、
より豊かで安定した営みへの効率化、
高付加価値の創造実現を目指しています。

Smart Gate 購入リスクゼロでスマートデバイスから安全に社内
システムを導入出来るクラウド統合認証基盤をご提供しています。

IBM SPSS 世界で28万人、国内で3万人が活用している統計解析
ツールをご提供しています。

２０年以上のバイオメカニクスの経験を持つベルギーのRSscan社
と3Dプリンタソフトウェアで世界をリードする米国マテリアライズ
社のタッグから生まれたphits は、動的計測からAI 分析、そして3D
プリントによる成型まで完全デジタル化を実現した世界初のデジタル
インソールです。さらに使用後再測定することで改善効果を数値や
ビジュアルでご確認いただけます。

サーバービジネスで培った経験と知識をもとに、
Ｉ
Ｔ企業様のセールス
バリューチェーンを最大にする、顧客常駐型のプロフェッショナル
サ ービスをご提供しています。プリセールスからポストセールス
までのサービス領域を幅広くカバーし皆様のビジネスを『営業支援
サービス』
・
『ＩＴ技術支援サービス』の両面から、力強くご支援いた
します。

V-SQURE 大手・中堅成長企業様向けたクラウドPBX
（企業向け電話
サービス）
をご提供しています。

IBM Watson「Visual Recognition」
技術を活用し、
心臓 MRI診断
支援システム(HMDA)を開発しました。
（2016watson賞受賞）

人と企業にとってより豊かなビジネス環境をご支援します。
■構成見積り 構成支援 ■内勤営業支援 ■プリセールスSE
■ラウンディング営業 ■システムエンジニア

