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目指すのは、お客様の「末広がり」。
共に、進む。
お客様の目指す場所に、懸命にご一緒します。
ある時は信頼に足る専門家として、またある時は運命共同体の一員として。
末長くご一緒に旅ができるよう、共存共栄・末広がりを目指し
お客様のニーズにお応えし続けるチームであり続けます。

技術 /
ノウハウ

Web技術・ノウハウを連鎖的に応用し、

同業の皆様からも頼りにされる

難しいWebシステムも対応可。

［対応可能例］

・ SEO対策
・ Web/SNS広告
・ アプリ/ゲーム開発
・ スマホアプリ開発
・ チケット予約システム
・ ECサイト
・ レスポンシブWeb開発 （PC/スマホ両対応）
・ WordPressカスタマイズ
・ ブラウザゲーム
・ ARコンテンツ

柔軟性
予算・実現方法・アフターサポートなど

お客様にとって本当に末広がりな

方法を柔軟に選択します。

相談力
ご依頼以前の

「何をどうしたらよいかわからない」

段階から良き相談相手として

ご一緒させていただき、

どうすれば末広がりな方向へ

進めるのかを模索します。 相談例はコチラ ！

GO!



Webで結ぶ、ニーズとニーズ。
Webサイト制作・運用やWeb技術の専門家として、お客様と相談段階から信頼関係を築き
末長く「三方良し」な関係を維持できるように努めています。

ブラウザゲームを作りたい！

補助金が使えるか
相談したい

SNSキャンペーンを
開催したい

電子書籍を作りたい

メルマガ配信システムを作りたい ！

会員登録制サービスを作りたい ！

SSL通信に対応したい ！

AR（拡張現実）アプリを作りたい

WEB投票・
コンテストを
開催したい

イベントの
参加者を
増やしたい

検索順位や
キーワード

検索回数を知りたい

とにかく相談したい ！

Webサイトを引き継いでほしい、
リニューアルしたい、
管理・更新してほしい！

WEB経由で
売上を伸ばしたい！

アクセス数を増やしたい！
検索結果の上位に表示させたい！

ルーティーンワークを
自動化したい！

Web・SNS広告を
出稿したい！

他社様制作のものも
お任せください！
他のWeb制作会社様で制作され
たWebサイトも、当社で改修・更
新可能です。ドメイン・サーバの管
理状況やWebサイトの制作技術
によって対応方法が異なりますの
で、詳しくはご相談ください。

RPG/レース/
シューティング等も可能です！
Webサイトの特設コンテンツとして、印象に残り
やすく販促キャンペーンとの連携も可能なWeb
サイト上で動作するゲームを制作可能です。当社
の宮嶋清人は京都コンピュータ学院の「Webゲー
ムプログラミング」の授業も開講しています。

スマホアプリを
作りたい ！

iPhone＆Androidの
同時開発が可能です！
iPhone版、Android版のアプリを個
別に開発する従来のネイティブアプ
リ方式とは異なり、ハイブリッドアプリ
方式による省コスト＆短期間でのアプ
リ開発が可能です。位置情報連携、
PUSH通知、AR、ゲーム、学習書籍等、
様々なニーズにお応えできます。

オーダーメイドの
Webシステムで業務効率化！
お客様が日々繰り返し行う作業の時間を短縮す
べく、Webサイト上（管理画面含む）で問合せや
顧客・会員データ管理、見積・請求発行、予約受
付、クレカ決済、お知らせ＆イベント、商品などの
情報を更新・管理できるようにいたします。

顧問契約で
毎月改善を繰り返します！
Webアクセス数や相談・申込・購入数、
検索順位などの効果測定結果をもとに、
Webサイト改善や広告出稿、情報更新
代行などを通じて、御社のWeb担当者と
して成果の最大化を目指します。

SNSを活用したい！

SNS広告を含めて
お任せください！
Facebook、Twitter、Instagramの投
稿表示順序や広告出稿への知見をもと
に、Webサイトへ訪れるきっかけ（認知・
関心）をSNSで生み出します。更新方法
やSNSキャンペーンを含めて、効果的な
活用方法をご提案・実行いたします。

王道のSEO対策を
提供します！
GoogleのPageRankアルゴリ
ズム研究に基づく正確な知見を
基に、どのようにすれば「地名＋
サービス名」などで上位表示でき
るかをご提案・実行いたします。

Webサイトを
簡単に更新・管理したい

広告出稿・管理は
多数実績アリ！
GoogleやYahoo!の検索結果に表示
する検索連動型（リスティング）広告
や、Facebook、Twitter、Instagram
に出稿するSNS広告など、Webサイ
トの成果を向上させるために必要な
広告をより費用対効果に優れた形式
で出稿いたします。

WordPress（ワードプレス）で
解決します！
当社は、専門知識がない方でも管理画面から情
報更新が可能なコンテンツ・マネジメント・シス
テム「WordPress」のカスタマイズを特に得意
としています。情報更新以外の業務効率化（例：
ネットショップ、予約システム）も可能です。



人柄とWeb技術を核に、
お客様の課題を解決し
信頼できるWeb制作会社として
地域・社会に貢献します

当社のサービスは2007年の創業時にはWebサイト制作のみ、使える技術はHTML+CSSし
かありませんでした。2008年には「企業外Web担当者サービス」と銘打って、SEO対策や情
報発信提案・更新作業代行、リスティング広告運用、SNS運用などの一式を請け負う顧問契
約サービスをスタートさせました。顧問契約サービスを通じて、お客様のサイトの検索順位
は「地域＋サービス名」では常に1位をキープし、Webサイトからそのお客様の仕事の誠実
さが伝わってくるような、「インターネット上での接客・営業窓口」としてのWebサイトを実現
することに力を注いできました。

当社は今後も、これまでに培った技術・ノウハウを連鎖的に応用して、顧客ニーズに併せて
柔軟に変化し続けて参ります。そして、より付加価値の高い・独創性のある仕事の提供を目
指すとともに、幅の広い技術を社内に保有し積み重ねて参ります。創意工夫や試行を重ねて
変化し続け、お客様や社会の役に立ち続けられる会社であろうとするWeb制作技術・ノウハ
ウの応用力が、当社の最大の強みです。

宮嶋  健人

代表取締役
Webディレクター
Webデザイナー
Webエンジニア

宮嶋  清人

最高技術責任者（CTO）
Webエンジニア
Webプログラマ

宮嶋  茉莉緒

執行役員
Webディレクター

長谷川  風波

Webエンジニア
Webプログラマ

2012年入社。HTML/CSS/JavaScript/PHP/ 
MySQL等のWeb技術に長けており、Webサイト
制作、Webシステム開発、ブラウザゲーム開発、
ARアプリ開発業務に、技術責任者として難易度
の高い範囲を主に担当。京都コンピュータ学院
非常勤講師。

2012年入社。Webおよび各種広報媒体の制作
進行・ディレクションを中心に、Google広告、
SNS広告（Facebook、Twitter、Instagram）の出
稿・管理、Twitterキャンペーン企画・管理などの
Web/SNS広告運用を担当。

2014年入社。職人肌。HTML/CSS/JavaScript/ 
PHPに長けたフロント/バックエンドエンジニア
として、Webサイト制作、Webシステム開発を担
当。WordPressを基盤にした予約システム構築
や顧客管理システム開発については特に高い
評価を得ている。

設立 2011年7月1日

資本金 10,000,000円

所在地 京都市上京区油小路中立売下ル甲斐守町97番地　西陣産業創造會舘２階

代表者 宮嶋 健人

役員・従業員数 5名

関連団体 ・NPO法人やさしいデザイン

所属 ・一般社団法人京都商工会議所

 ・一般社団法人京都府情報産業協会

 ・京都経営者協会

 ・京信ジュニア・オーナー・クラブ

認定・宣言・参画 ・経済産業省 サービス等生産性向上IT導入支援事業者

 ・京都ジョブパーク企業応援団

 ・京都府少子化対策府民会議

 ・京都ワーク・ライフ・バランス推進宣言

 ・経済産業省「おもてなし規格認証2018（紅認証）」

 ・経済産業省「情報処理支援機関（スマートSMEサポーター）」

2007年11月 個人事業として創業（屋号：メディアインパクト）

2011年06月 京都公認インキュベート施設「西陣IT路地（現：西陣産業創造會舘）」の入居審査通過

2011年07月 株式会社メディアインパクト設立（資本金100万円）

2012年04月 WordPressカスタマイズによるWebシステム構築サービス提供開始

2013年02月 Web検索エンジンの特許出願（審査未請求）

2015年04月 スマートフォンアプリ開発サービス提供開始

2015年10月 ブラウザゲーム開発サービス提供開始

2016年06月 資本金を500万円に増額

2016年12月 『KYOTO TANOJI QUEST』ゲーム配信プラットフォームSteamでの配信開始

2017年04月 NPO法人やさしいデザインの設立メンバーとして代表の宮嶋健人と宮嶋茉莉緒が参画

2018年06月 資本金を1,000万円に増額

沿革

会社概要
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