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株式会社エムゲームジャパンは、株式会社エムゲーム（韓国）の日本法人として2005年に設立した、 
オンラインゲームサービス企業です。韓国本社及び世界各国とのリレーション、自社開発・自社運営を 
得意として、急成長を遂げている業界内外からも注目の企業です。 
 
2006年にMMORPG「Lapis online」「hero online」「熱血江湖online」「LOST ONLINE」のサービスを開始して以来 
「KNIGHT ONLINE Xross」や「Lunatia」など、着々と実績を確立。今や日本国内において、トップクラスの 
タイトル保有数を誇るまでに成長いたしました。 
 
また、2008年からは、専門学校主催のイベントに協賛。産学協同活動に高い関心を向け、さまざまな支援にも 
取り組んでおります。 
 
エムゲームジャパンは今後も、性別・世代を超えた幅広い層に多種多様なゲーム・コミュニティを 
ご提供し、娯楽を通じた社会貢献に励んでまいります。 
 
 
 
MAIN Portal 

http://www.mgame.jp/ 
 
Browser Games 
・ マスモン 「Master of Monsters」  
http://mom.mgame.jp/ 
 
Online Games 
・MMORPG 「Hero」  
http://hero.mgame.jp/ 
 
・MMORPG 「LOST ONLINE REBIRTH」 
http://lostonline.mgame.jp/ 
 
・RPG 「～熱血江湖Online～」 
http://nkonline.mgame.jp/ 
 
・MMORPG 「KNIGHT ONLINE Xross」 
http://knight.mgame.jp/ 
 
・FPS 「OPERATION7 RELOAD」 
http://op7.mgame.jp/ 
 
 
 
 

PROFILE はじめに 

http://mom.mgame.jp/


 

 

商号 株式会社エムゲームジャパン （MGAME Japan Corporation） 

設立 2005年 9月 

代表取締役 崔 炳台(Byeong-Tae Choi)  

資本金 1億円 

職員数 20人  

所在地  〒111-0042  

東京都台東区寿 

株式会社エムゲームジャパンは、 株式会社エムゲーム （2005年に「熱血江湖オンライン」で韓
国ゲーム大賞を受賞し、情報通信部門の顧客満足度1位受賞） の日本法人です。 

本社概要  

約560億ウォン  KOSDAQ上場 

商号 株式会社エムゲーム （MGAME Corp.） 

設立 1999年 12月 28日 

代表取締役 權 彛衡 ( Yi Hyung Kweon ) 

) 資本金 

職員数  700人（子会社社員を含む）  

事業内容 

オンラインゲームの開発・サービス 

オンラインゲームポータルサイトのサービス 

サービスサイト  http://www.mgame.com/  

事業内容 
オンラインゲームのパブリッシングサービス 

オンラインゲームポータルサイトのサービス 

サービスサイト    http://www.mgame.jp/ 

PROFILE 会社概要 

会社概要 （2015年3月現在） 

※2009年5月現在 



 

 
PROFILE mgame group 

エムゲームグループは2015年現在、世界十数カ国にてPCプラットフォームのオンラインゲームを
中心にサービスを展開しています。 

Mgame JAPAN Tokyo office 

Mgame 

Mgame USA 

その他 世界9カ国以上に展開中 



 

 

MGAME JAPAN 

SERVICE 

エムゲームジャパン 
サービス紹介 



 

 

国内主要大手サイトと提携 

SERVICE エムゲームジャパン サービス紹介 

http://www.yahoo.co.jp/_ylh=X3oDMTB0NWxnaGxsBF9TAzIwNzcyOTYyNjUEdGlkAzEyBHRtcGwDZ2Ex/r/mlg


 

 

ブラウザゲーム&スマホゲーム 

マスモン〜Master of Monsters〜 

対戦型ヤリ込み育成SRPGで 
ブラウザゲーム市場を狙う─ 
 
マスターオブモンスターズの魅力は多彩なモンスター
による無限の戦略と競技性、ハイファンタジーを舞
台にした、魅力溢れる世界観にあります。そこにブラ
ウザゲームの持つ、ソーシャル性（間口の広さとコミュ
ニケーションの拡がり）を加えて新たに進化したのが、
「マスモン」です。 
 

http://yahoo-mbga.jp/game/12012030/ 

SERVICE エムゲームジャパン サービス紹介 

(C) 2011 MGAME JAPAN Corp. & SystemSoft-alpha. 

集める 
COLLECT 

より良いモンスター 
を求めてカードを購入 

戦う 
BATTLE 組む 

CONSTRUCT 

カードに作戦を 
割り当ててより強力な 
部隊（デッキ）を構築 

他のプレイヤー部隊と 
時には協力プレイ 時には真剣勝負 

育てる 
TRAINING 

カード合成、進化・・・他 
マテリアル強化で自由
度の高い育成を実現。 

http://mom.mgame.jp/ 



 

 

FPS 

OPERATION7 

リアリティとゲーム性の融合 
真のガンマニアに捧げるFPS 
 
エムゲーム初のFPS！ 
6箇所のパーツをカスタマイズできる銃器や、 
状況によって細かく変化する効果音など、 
現実さながらのリアリティと、 
ゲームならではの自由度を追求しました。 
日本サービスにあたり、渋谷マップを実装。 

流行最先端の街が、一触即発の戦場に変わります。 

なお、今後も日本をモチーフにしたマップを 

追加していく予定です。 

 

http://op7.mgame.jp/ 

SERVICE エムゲームジャパン サービス紹介 

(C) 2008 MGAME JAPAN Corp & PARKESM  

PC用 MMORPG 

DARKFALL（ダークフォール） 
http://darkfall.mgame.jp/ 

六種族が入り乱れて暮らす大陸『アーゴン』を舞台にした、ダーク
ファンタジーMMORPGです。 
自然が織りなす美しさ、厳しさ、そして神秘を、存分に感じる事がで
きる広大な大地が、シームレスで表現されています。 
 
※シームレスとは……エリアの区切りがなく、単純移動にローディン
グを必要としないシステム。 
 
 

(C) 2013 MGAME JAPAN Corp. & Aventurine. 



 

 

LOST ONLINE REBIRTH 

SERVICE 

MMORPG 

KNIGHT ONLINE Xross  

http://knight.mgame.jp/ 

円熟の大規模戦闘は他の追随を許さない 
King of war games 
 
『KNIGHT ONLINE Xross』は、エルモラド（人間族）と 
カルス（魔族）が互いの存亡を賭けて戦う、 
一大戦争叙事詩です。 
 
大規模対人戦に特化し、様々なシチュエーションの元、 
ほぼ毎日戦争イベントを開催。ユーザー同士の 
競争＆協力プレイも大いに盛り上がっています。 

 

 

 

 

新宿・浅草・横浜など、日本国内に 

実際する都市を忠実に再現！ 

リアルとアンリアルが交錯する2DMMORPG。 

MMORPG 

http://lostonline.mgame.jp/ 

エムゲームジャパン サービス紹介 

(C) 2008 MGAME JAPAN Corp.  

(C) 2006 MGAME JAPAN Corp. & Monsternet. 

http://image.mgame.jp/corp/activity/2010_shinma_big.jpg


 

 

MMORPG 

Hero 

SERVICE 

http://hero.mgame.jp/ 

義侠心溢れる武術の達人、それがHero。 

1人対多勢、一騎当千が堪らなくアツイ 

アジアンファンタジーの決定版！ 

サービス開始から3年を誇るロングセラータイトルであり、 

その長い実績に基づいたバランス調整が好評です。 

http://nkonline.mgame.jp/ 

RPG 

かわいいキャラとコミカルアクションで 
気軽に楽しめるシンプルなMMORPGです。 
毎月追加されるおしゃれな衣装にも注目！ 

MMORPG 熱血江湖オンライン 

エムゲームジャパン サービス紹介 

(C) 2006 MGAME JAPAN Corp.  

(C) 2006 MGAME JAPAN Corp. & KRG SOFT. 



 

 

株式会社エムゲームジャパン 
MGAME Japan Corporation 

 
 


