プレスリリース

平成 23 年 7 月 11 日
株式会社よんでんメディアワークス

クラウド型動画管理・配信プラットフォーム「Media
クラウド型動画管理・配信プラットフォーム「MediaGather」のサービスを
Media-Gather」の
」のサービスを開始
サービスを開始

映像をはじめとしたデジタルコンテンツのインターネット配信事業を手掛ける株式会社よんでんメディアワー
クス（本社：香川県高松市、代表取締役：中岡和好）は、動画コンテンツの管理から様々な視聴デバイスへの配
信までを強力に支援するクラウド型動画管理・配信プラットフォーム「Media-Gather」（メディア・ギャザー：
http://www.media-gather.jp/）を開発し、平成23年7月1日からサービスを開始しました。
近年、動画撮影機能付きのデジタルカメラや携帯電話の普及に伴い、動画の取扱いが一般的になりつつあ
りますが、動画の編集（トリミング）やフォーマット変換、インターネット上への公開などを行うには、通常高い技
術や知識が求められます。
当社では、これらの問題点を解消すべく、動画コンテンツの登録から管理・配信までをトータルサポートする
ビデオプラットフォーム「Media-Gather」を開発しました。お手持ちの動画コンテンツをMedia-Gatherに登録す
ると、好きなシーンでのサムネイル作成や動画編集をはじめとする様々な機能により、オンラインで簡単に管理
することができます。また、管理した動画は、Media-Gatherの公開支援機能により、簡単にパソコンやスマート
フォン(iPhone、Android)へ一元配信できるようになります。
サービスメニューは、ベストエフォートタイプで、コストパフォーマンスに優れた「ライトプラン」から、一定の接
続数帯域を確保して確実に配信できる「プレミアムプラン」までをご用意しております。お客さまのご利用用途
や配信規模に応じたプランをお選びいただけ、「ライトプラン」では、月額25,200円（税込）からの低料金でご利
用いただけます。
このMedia-Gatherは、「動画コンテンツのアップロードから公開までをワンストップで行いたい」、「パソコンや
スマートフォンへ動画コンテンツを一元的に配信したい」というお客さまのニーズに応えるために開発されまし
た。当社は、これからもコンテンツの制作から管理・配信に至るまで、コンテンツ全般に関するトータルソリュー
ションを提供し、お客さまのあらゆるニーズにお応えしてまいります。

■サービスメニュー
Media-Gatherでは、以下の3つのメニューを用意しています。お客さまのご利用用途や配信規模に応じたメ
ニューをお選びいただけます。
プラン名

内容

サービス利用料（税込）

ライトプラン

ベストエフォートタイプで、コストパフォーマンス
に優れた配信プラン

プレミアムプラン30

瞬間最大30人まで接続できる確実配信プラン

プレミアムプラン100

瞬間最大100人まで接続できる確実配信プラン

月額25,200円（税込）～
なお、お申込みプランやご利用容量（コンテンツを保存する
ディスク容量）により、サービス料金は異なります。

※上記は定額制で、転送制限なしのプランになります。
※ライトプランは帯域を共有しますので、アクセス状況により同時接続数が変動する場合があります。
※プレミアムプランにおける最大接続数の増減は、別途対応しますのでお問い合わせください。
※コンテンツ帯域については、最大1.5Mb/sとします。
※容量の目安はディスクサイズ10GBで、以下の時間数分をご利用いただけます。
ビットレート1.5Mb/sのコンテンツ約15時間、1Mb/sのコンテンツ約20時間、512kb/sのコンテンツ約43時間
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■Media-Gatherの３つのステップ
Media-Gatherを使えば、高い技術や知識が不要で、以下の３ステップで、誰でもすぐに配信できます。
ステップ１ 登録する
Media-Gatherでは、様々なフォーマットのファイルを取り込むことができます。
各種映像コンテンツをはじめ、ビデオカメラや動画撮影機能付きのデジカメ、携帯電話等
で撮影した動画ファイルをMedia-Gatherに登録（アップロード）します。
ステップ２ 管理する
登録（アップロード）された動画ファイルを効率的に管理できるように、フォルダ分けやファ
イル名の変更、サムネイル作成、動画編集（トリミング）などを行います。
動画公開用のプレーヤー（タグ）も簡単に生成できます。
ステップ３ 配信する
ステップ２で生成した動画公開用のプレーヤー（タグ）をホームページやブログ等に貼り付
ければ、動画を公開できるようになります。
動画はパソコン向けだけでなく、iPhoneやAndroidなどのスマートフォン向けにも配信可能
です。

※Media-Gather（メディア・ギャザー）：
Media-Gatherは、Flash/Silverlight/iPhone/iPad/iPod touch/Android/BlackBerryなどのあらゆる環境へ映像・音声をストリーミング
配信できる、動画管理・配信プラットフォームです。動画投稿やフォーマット変換が簡易に実施でき、コンテンツをサムネイルイメー
ジで可視的に管理することができます。
また、サーバーへのリアルタイム録画や編集機能をはじめ、コンテンツを公開するために必要な配信用プレーヤーを各種取り揃え、
コンテンツ管理から配信までを一元的に行えます。配信プランは、ベストエフォートタイプでコストパフォーマンスに優れたライトプラ
ンから、一定の接続数帯域を確保して確実に配信できるプレミアムプランまでをご用意しています。
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■サービス開始日
平成２３年７月１日
■主な提供先およびご利用シーン
一般企業、団体、自治体（広報および営業担当部署）
・自社ブランドや製品、サービスなどをホームページ閲覧者へ動画でアピール
・ＣＭ映像やプロモーションビデオを配信
・代表者のメッセージを動画で配信（企業理念など）
・決算報告など株主向けの情報発信として（IR情報）
一般企業、団体、自治体（教育担当部署）
・従業員教育（ｅラーニング）として
・技術継承ビデオや業務マニュアルビデオなど業務支援の映像ライブラリとして
・新商品や新サービスの従業員周知案内用として
教育関連（大学、予備校、学習塾、専門学校）
・映像資産（講義映像、研究映像、講演会、イベント映像）のライブラリとして
・学生向けサービス（予習、復習、欠席者へのフォロー）として
・教師の自己研鑽や勉強会用として
WEB制作会社
・クライアント様に対して、動画配信を組み合わせた訴求力のあるホームページ制作をご提案
放送関連（テレビ放送局、ケーブルテレビ局、インターネット放送局）
・保管映像（素材・完パケ）のライブラリとして
・編集済み映像の関係者によるチェック
・取材映像のタイムリーな配信として
商店（ペットショップや飲食店など）
・ペットショップで現在扱っている犬や猫の動画を配信
・飲食店など店舗の紹介ビデオとして
・その他、取扱商品など文字や静止画だけでは伝えきれないものを配信
■販売目標
Meidia-Gatherの当初の販売目標は、今後１年間で50社としています。
■ホームページ アドレス
http://www.media-gather.jp/
※Media-Gatherの特長や各種機能、サービス内容を掲載しています。また、ホームページ内で無料トライ
アルのお申込みも受け付けています。
■お問合せ先
株式会社よんでんメディアワークス 高儀（タカギ）
TEL：087-818-1071／FAX：087-818-1072 E-mail：info@ymw.co.jp
会社ホームページ http://www.ymw.co.jp/
※株式会社よんでんメディアワークスについて
当社は、四国電力株式会社の社内ベンチャー制度（愛称：チャレンジ「青い国から」）によるはじめての事業会社として、平成13年4
月に設立しました。各種映像の企画・制作からインターネット配信まで映像に関するワンストップのサービスを提供するとともに、ｅラ
ーニングをはじめとしたシステム構築やコンテンツ制作など、お客さまのビジネスや人材育成に役立つ様々なソリューションを提供
しています。

以
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上

Media-Gatherサービス仕様
1．MediaMedia-Gather プラットフォーム（動画管理用 Web ツール）動作環境
・Adobe Flash Player10.1 以上
・Adobe Flash Player10.1 以上が動作するブラウザ

2．通信プロトコルおよびポート
RTMP/RTMPT/RTMPE/RTMPTE/RTSP/HTTP ポート 1935/443/80

3．配信可能なファイルフォーマット
【FLV 形式】
・FlashPlayer6 以上 SorensonSpark/MP3
・FlashPlayer8(Flash Light3.1)以上 VP6/MP3
【F4V, MP4, MOV, MP4V, 3GP, 3G2 形式】
・FlashPlayer9.0.124 以上 H.264/AAC
・Siverlight H.264/AAC
・iPhone/iPad/iPod touch/Android/BlackBerry H.264/AAC
※H.264 は、 Baseline プロファイル レベル 3.0 推奨。 AAC は、HE-AAC まで対応。

4．配信可能な各プレー
．配信可能な各プレーヤー機器、ビデオコーディックおよびプロトコル
＜PC 系＞
・Flash Player（Windoows/MAC/Linux） SorensonSpark/VP6/H.264
・Silverlight Player（Windoows/MAC） H.264
＜iOS 系＞
・iPad(Apple) H.264 iOS3.2.1 以上
・iPod touch(Apple) H.264 iOS3.0 以上
・iPhone(SoftBank) H.264 iOS3.0 以上
＜Android 系＞
Android OS バージョン 1.6 以上
・003SH（SoftBank） VP6/H.264
・005SH（SoftBank） VP6/H.264
・HTC DesireHD 001HT（SoftBank） VP6/H.264
・HTC Desire X06HT（SoftBank） VP6/H.264
・HTC Desire X06HTⅡ（SoftBank） VP6/H.264
・AQUOS PHONE 006SH（Softbank） VP6/H.264
・AQUOS PHONE 007SH(Softbank) VP6/H.264(RTSP に限る)
・AQUOS PHONE SH-12C(docomo) VP6/H.264
・GALAXY SⅡ SC-02C(docomo)VP6/H.264
・Optimus bright L-07C(docomo)VP6/H.264
・MEDIAS N-06C(docomo)VP6/H.264
・MEDIAS N-04C(docomo)VP6/H.264
・XPERIA arc SO-01C(docomo)VP6/H.264
・REGZA Phone T-01C（docomo） H.264
・LYNX 3D SH-03C（docomo） H.264
・GALAXY S（docomo） VP6/H.264
・GALAXY Tab（docomo） VP6/H.264 FlashPlayer のみ
・Xperia SO-01B（docomo） H.264
・HT-03（docomo） H.264
・IS02（au） VP6
・IS03（au） H.264
・IS04（au） VP6/H.264
・IS05（au） VP6/H.264
・IS06（au） VP6/H.264
・SAMSUNG SMT-i9100（au） VP6/H.264
・HTC EVO WiMAX ISW11HT 05（au） VP6/H.264
・MOTOROLA XOOM（au） VP6/H.264
※標準搭載の MediaPlayer を利用。
※視聴は、3G 回線または公衆 WiFi を推奨。
※V6 は、Flash8 以上で再生可能な VP6Codec で、H.264 と併記されている機種は、FlashPlayer10.1 と標準搭載 Player
どちらでも動作いたします。ただし、AndrodOS2.2 未満は標準搭載の MediaPlayer に限ります。
※配信可能な各プレーヤー機器は、順次動作検証を進めていきます（記載内容は、平成 23 年 7 月 8 日現在のものです）。
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