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調査レポート「サウジアラビアの有望産業（エンターテインメント産業）についての 投資環境・市場調査：パートナー提携先候補リスト」

番号 業界 対象範囲 企業／機関／組織の種類 企業／機関／組織の名称 専門領域 概要 本社 ウェブサイト

1 エンターテインメント ゲーム＆アニメーション 政府系／代理機関 総合視聴覚メディア委員会（GCAM） 規制と産業発達

以下の分野を監督

1.映像・音声の制作・流通・消費

2.アニメーション・ビデオゲームの制作・流通・消費

3.オンラインおよびデジタルコンテンツの制作、配信、消費

リヤド http://www.gcam.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

2 エンターテインメント

アミューズメントパーク、 アー

トイベント、エンターテインメ

ントサービス

政府系／代理機関 総合娯楽局（GEA） エンターテインメント、投資規制

主要業務は、サウジアラビアの価値観、慣習、伝統を考慮したビジョンを定義することによっ

て、KSAのエンターメント・セクターを組織し、発展させること。

政府及び民間団体と協力して、アジア太平洋地域におけるKSAのインフラ整備を支援する。

リヤド https://www.gea.gov.sa/

3 エンターテインメント

映画、メディア、劇場、ビジュ

アル＆パフォーミングアーツ、

音楽、文学

政府系／代理機関 総合文化局（GCA）
映画、メディア、劇場、ビジュアル＆パフォーミング

アーツ、音楽、文学

文化情報部と連携して文化行政を監督し、その法的枠組みの整備・活性化、官民の文化機関の支

援、資金プログラムの支援、国際文化機関とのパートナーシップ形成などを行い、経験の共有や

ベストプラクティスの習得を目的として設立された組織。

リヤド https://www.gca.gov.sa/en/

4 エンターテインメント 映画業界 政府系／代理機関 SFC(サウジ映画委員会） 映画産業-人材育成、ファンド、イベント GCAの下で、映画およびコンテンツ産業の振興と支援を主に担当する。 リヤド http://www.film.sa/

5 エンターテインメント
テーマパーク、エンターテイン

メントサービス
政府系／代理機関 PIF- 公的投資基金

エンターテインメント企業とのコラボレーションおよ

び投資

サウジアラビアの非石油部門における技術革新を促進することに焦点を当てた公共投資基金。

PIFの主要な取り組みの一つは、遊園地やその他のサービスなどのエンターテインメント部門の

設立と投資である。

リヤド http://pif.gov.sa/

6 エンターテインメント 博物館 政府系／代理機関 SCTH - サウジ観光国家遺産委員会 国立・公立・私立の博物館
主要業務は観光部門の強化。国立及び州立博物館の管理・維持や私立博物館の規制を通じて、文

化的・経済的成長を目指す。
リヤド http://www.scth.gov.sa/

7 エンターテインメント スポーツライセンス、施設 政府系／代理機関 総合スポーツ機構 スポーツのライセンス付与と円滑化
サウジアラビアにおいて近代的なスポーツ能力を向上させ、サッカーの試合、WWEのイベント

などの競技イベントや地域スポーツイベントを主催するために設立された。
リヤド http://www.gsa.gov.sa/

8 エンターテインメント テレビ、放送 政府系／代理機関 サウジアラビア放送局（SBA） メディア、ラジオ、テレビ
スポーツニュースなどを扱うチャンネルなどのラジオおよびテレビサービスの効率性と性能の維

持を目的とする。
リヤド http://www.sba.sa/

9 エンターテインメント VR、アニメーション、ゲーム 非営利組織 MiSKファウンデーション メディア・文化・教育
創造的でデジタルなメディア、文化と芸術、技術と教育に積極的に参加するサウジアラビアの若

者を発掘、育成し、エンパワーメントするために設立された非営利団体。
リヤド http://misk.org.sa/

10 エンターテインメント 映画、アニメ 公営企業 AFLAMプロダクション 映画、オーディオ制作、アニメーション
ブランド化されたテレビ番組、企業およびプロモーション用の映画およびアニメーションに特化

する。
リヤド http://www.aflamproductions.com/

11 エンターテインメント エンターテインメントサービス 公営企業 Firstaiment
ペイントボールシューティングやハンティングゲー

ム、電子ゲームや仮想世界ゲーム

ペイントボールを使ったシューティングゲームや狩猟ゲーム、電子ゲームや仮想世界のゲーム

サービスをサウジアラビアで最初に展開した企業のひとつ。
リヤド http://www.firstaiment.com/
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12 エンターテインメント
テーマパーク、エンターテイン

メントサービス
公営企業 AL Othaim Leisure & Tourism

テーマパーク、人工雪都市、屋外ゲーム、博物館、教

育エンターテインメントパーク

OREIDCOのグループ傘下で、は、サウジアラビアの全年齢層を対象とした家族向けイベント企

画をリードする。
リヤド http://www.othaimleisure.com/index.php/en/

13 エンターテインメント
エンターテインメントイベント

管理 とフェスティバル企画
公営企業 Benchmark Events イベント運営・音楽祭の開催

フルサービスの専門イベント代理店で、ライブ音楽コンサート、フェスティバル、セレモニー、

パブリックイベントおよびプライベートイベントの主催および管理などを行う。
ジェッダ http://www.benchmark-ksa.com/

14 エンターテインメント
テーマパーク、エンターテイン

メントサービス
民間企業

Fakiehホスピタリティ&レジャーグルー

プ - Tarfeeh Fakieh
遊園地やテーマパーク

3つの大型テーマパークを持つサウジアラビア最大のレジャープロバイダー企業（Al Shallalテー

マパーク、Fakieh Aquarium、Sail Island）
ジェッダ http://www.tarfeehfakieh.com/index.php

15 エンターテインメント
テーマパーク、エンターテイン

メントサービス
民間企業

Al Hokair Group For Amusement

Parks

家族むけエンターテインメント施設、教育スポーツエ

ンターテインメント施設

主にエンターメンマートおよびホスピタリティ分野への投資に注力している。関係プロジェクト

にはサウジアラビアとアラブ首長国連邦の70の施設などがある。
リヤド https://www.alhokair.com/entertainments

16 エンターテインメント
テーマパーク、エンターテイン

メントサービス
民間企業 Qiddiya Investment Company

エンターテインメント、レース、テーマパーク、自

然、モータースポーツ、ウォータースポーツ、ホテ

ル、文化、スポーツ、健康、食品・飲料、教育、ホス

ピタリティ、小売

サウジのエンターテインメント推進と品質向上を目的として、2018年5月に設立。 リヤド https://www.qiddiya.com/

17 エンターテインメント
テーマパーク、エンターテイン

メントサービス
民間企業 Atallah Happy Land Park 遊園地やテーマパーク

1986年にオープンしたサウジアラビアで最初のアミューズメントパークの一つで、International

Amusement and Attraction Parks Association(IAPPA)のメンバーとなっている。
ジェッダ http://www.atallahpark.com/

18 エンターテインメント ゲーム、アニメーション 民間企業 Semanoor ゲームとシミュレーション

教育的価値に焦点を当てたゲームとシミュレーションの開発に焦点を当てている。同社はまた、

Microsoft、ソニー、任天堂によるコンソール開発を含む、地域初のフルライセンス開発スタジ

オであるとしている。

リヤド http://www.semanoor.com.sa/

19 エンターテインメント
アニメーション、モーショング

ラフィックス
民間企業 Hrakat

ビデオ制作、オーディオ制作、スタジオ管理、アニ

メーション制作、モーショングラフィックス制作

世界的な企業と提携して、クリエイティブな映像素材を使って、クライアントのためのコミュニ

ケーションとストーリーテリングの映像制作を専門としている。
リヤド http://www.hrakat.tv/

20 エンターテインメント ゲーム、アニメーション 民間企業 Alwasaet
アニメーションビデオ、アニメーションゲーム、電子

書籍、アプリ、ポータル
ゲームやアニメーションビデオを使用した、遊びを取り入れた教育と学習に特化している。 リヤド http://www.alwasaet.com/

21 エンターテインメント モバイルゲーム 民間企業 Ranam
音楽教育、エンターテインメント、ゲーム、音楽、教

育、文化、アプリケーション

ウード（サウジの楽器）などの楽器を、楽しくインタラクティブで魅力的な方法で演奏すること

を教えるためのモバイルゲームを開発している。
ジェッダ、メッカ http://www.ranam.co/

22 エンターテインメント
エンターテインメントイベント

管理
民間企業 Time Agency エンターテインメント、スポーツイベント運営

Saudi Comic Con、音楽コンサート、アートショー、ダンス・シアターなど、国内外のイベント

を運営する総合運営会社。
リヤド http://www.timeagency.com.sa/
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23 エンターテインメント
エンターテインメントイベント

管理
民間企業 AZDEFグループ

音楽コンサート、ファッションショー、コメディライ

ブの運営

家族、若者、子供向けのイベントを充実させている。提供サービスは、音楽コンサートの手配、

コメディーショー、映画制作、アーティストの予約など。
ジェッダ http://www.azdef.com/past-events/

24 エンターテインメント
アニメーション、エンターテイ

ンメント、イベント管理
民間企業 イベントプラス

イベント運営、音楽フェスティバルの開催、アニメデ

ザイン、演劇、広告、映画制作

熟練したデザイナーと技術者で構成されるチームにより、14年以上にわたってライブ音楽やイベ

ントを主催してきたパイオニア的なイベント管理会社としての地位を確立している。
ジェッダ http://www.eventplus-sa.com/en_US/

25 エンターテインメント
エンターテインメントイベント

管理
民間企業

Al Harithy Company for Exhibitions -

ACE
イベント管理

イベントを専門としており、サウジアラビア西部地域での成長産業の促進、立ち上げ、および記

念事業を支援する多くのプロジェクトを設計、プロデュースしている。
ジェッダ http://acexpos.com/

26 エンターテインメント 映画、VFX、アニメーション パートナー会社 77 Media

Webデザインおよび開発、モバイルアプリケーション

開発、ビデオ制作、VFXおよび合成、モーショングラ

フィックス、ソーシャルメディア管理、オンライン

マーケティング、および印刷デザイン

コミュニケーション戦略、デザイン、マーケティング、コンセプト企画、メディア、VFX、テク

ノロジーのすべて取り扱う。
ジェッダ http://www.77-m.com/

27 エンターテインメント ゲーム＆アニメーション
パートナー会社（MisK

Foundationの関連会社)
マンガプロダクション アニメーション、ゲーム、漫画

「マンガプロダクションは、アニメやビデオゲームの開発を中心とするMisK財団の関連会社。企

業の主な目標：

1.テレビの娯楽チャンネルを通じて感動的な話題を提供すること

2.サウジアラビアへのコンテンツ開発技術の移転

3.サウジアラビアとアラブ世界における専門的コンテンツ開発の構築と改善

4.サウジアラビア・アラブ世界の新興企業・若手人材の漫画・アニメ・ビデオゲーム制作支援・

育成

5.青少年・若年層の積極的な価値観・倫理観の醸成

リヤド http://www.manga.com.sa/

28 エンターテインメント 映画館、映画
完全子会社（公共投資基

金）

Development and Investment

Entertainment Company
映画館の開発

2017年から18年にかけて設立され、エンターテインメント分野への投資を積極的に行うととも

に、同セクター内で戦略的パートナーシップを構築している。
リヤド http://www.diec.com.sa/

出典：ユーロモニター・インターナショナルによる二次調査

レポートをご覧いただいた後、アンケート（所要時間：約1分）にご協力ください。

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20180045

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。ジェトロとユーロモニター・インターナショナルでは、できるだ

け正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロおよ

び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。
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TEL：03-3582-5180

E-mail：ORH@jetro.go.jp

Copyright (C) 2019 JETRO. All rights reserved.

http://www.azdef.com/past-events/
http://www.eventplus-sa.com/en_US/
http://www.manga.com.sa/
http://www.diec.com.sa/
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20180045

