
サービス仕様

ビジネスユースの動画配信プラットフォーム

サービス概要
企業の動画活用に必要なあらゆる機能を装備しながら、5万円から始められる動画配信プラットフォームです。
使いやすさや幅広い外部システムとの連携を充実させることで、ビジネスパーソンにも動画が身近になるサービスです。

特長
企業における動画活用にフォーカスした使いやすさ・わかりやすさ・手厚いサポート
企業における動画活用に最適な機能を豊富に備えており、使いやすい管理画面から最短3ステップで動画公開が完了します。
わかりやすいメニュー構成やワークフローにより、動画についての専門的な知識や経験がない方も容易にお使いいただけます。
また、純国産サービスならではの手厚いユーザーサポートをご提供します。

デバイスやアクセス集中を意識せずに安定配信
PC、スマートフォン、タブレットなど、アクセスするそれぞれのデバイスに、自動的に最適化した方式で動画を配信するため、マルチデバ
イスへの動画ファイルの対応を特に意識する必要がありません。また、大規模なアクセスにも磐石なＪストリームの配信ネットワーク
（CDN）経由で、いつも安定的な配信環境をお約束します。

幅広いサービスとの連携で既存業務に適応
社内の既存システムや業務環境に対応するため、CRMソリューション、eラーニング管理システム（LMS）、ファイル共有サービス、メー
ル配信システム、電子カタログなどの他社サービスと幅広く連携しています（詳細は p.5「サービス連携」をご参照ください）。また、
API の活用によりその他のサービスとの連携も可能です。

料金

エディション

Standard

¥50,000

¥50,000

50GB

300GB

1年間

10ユーザー

○

初期費用

月額費用

ストレージ容量

月間流量（配信料）

契約期間

管理ユーザーアカウント数

CDN（配信ネットワーク）による安定配信

ライブ配信 

Live

¥50,000

¥100,000

500GB

1,000GB

1年間

50ユーザー

○

○

Marketing

¥50,000

¥100,000

1,000GB

1,000GB

1年間

50ユーザー

○

-1-

J-Stream Equipmedia



標準機能　

アップロード対応動画・音声ファイル形式

スマートデバイスからの動画アップロード

メディア管理機能

ユーザーアカウント管理

ライブ管理機能

トランスコード機能

動画：mp4、wmv、asf、flv、m2ts、m2t、ts、mpg、mpeg、
f4v、m4v、movf
音声：wma、m4a、aac、mov、mp4

iPhone・iPad で撮影した動画を直接アップロード可能
（AppExchangeで無料ダウンロード可能な iOSアプリ「EQアップロー
ダー」を利用）

○ ○ ○

動画コンテンツ/メタデータ管理
コンテンツ内容（ID、タイトル、説明文、キーワード、権利者情報、公
開ステータス、公開期限、ダウンロードリンクURL）、サムネイル、関連
ページリンク、掲載ページ URL、セキュリティ設定、マスターファイル情
報、カスタムメタデータ設定

○ ○

○ ○ ○

○公開期限設定 年月日時分・動画単位で設定可能○ ○

○サムネイル自動生成 /任意設定 標準の黒色画像と動画ファイルから自動生成（再生尺の1％～ 99％のタ
イミング）した計100 枚の画像、または任意の画像を設定○ ○

○関連リンク設定 プレイヤーに外部リンク設置○ ○

○インバウンドリンク設定 バイラルタグ中に、インバウンドリンク用の <a>タグを使用する場合のみ
可能○ ○

○素材データ、配信ファイルのダウンロード アップロードした動画のマスターファイル、配信ファイル（mp4 のみ）○ ○

○メタデータ一括取得・更新 アップロードした動画のメタ情報を一括取得・更新（Excel ファイル形式）○ ○

○

動画ファイルの差替 配信中の動画ファイルでも、別ファイルに差替え可能○ ○ ○

セキュリティ設定割当 動画単位で、視聴制限の設定が可能○ ○ ○

動画掲載ページURLの取得 自動取得○ ○ ○

○カスタムメタデータ設定 動画に対し、任意のメタデータ枠を最大 5 種類設定可能

○ユーザー登録 あらかじめ設定された権限種別に応じてユーザー登録が可能○ ○

○管理グループへの割り当て 1アカウントあたり最大 30 管理グループを設定可能○

ライブエンコーダー用設定ファイル生成 ライブエンコーダーにインポートする設定情報ファイルを生成○

管理グループ作成 作成したユーザーグループごとに、管理対象の動画を割り当て○ ○

メタデータテンプレート設定 頻繁に利用するメタデータを登録し、他の動画アップロード時に選択○ ○ ○

管理ユーザーアカウント数 10ユーザー 50ユーザー 50ユーザー

マルチレンディション
映像コーデック H.264、音声コーデックAAC の mp4 ファイルを自動
生成。　最大 5 種類（低画質・標準画質・高画質・HD 画質・フル 
HD 画質）の配信ファイルを自動生成

○ ○ ○

○ ○

○ ○

ユーザー操作権限設定 6種類の権限種別（管理者・内部運用者・外部運用者・閲覧者・入稿者・
動画共有ライブラリ管理者）○ ○ ○

ライブ配信設定 管理画面で可能○

ライブプレイヤーと視聴URL 発行 ライブプレイヤーと視聴 URLの発行○

ライブ配信コントロールパネル ライブ配信を調整する画面○

ライブイベントログ 終了したライブ配信の同時視聴者数を取得可能○

トランスコードプロファイル管理 トランスコードの各設定を管理○

○ ○映像ビットレート設定 生成されるファイルのエンコードビットレート設定の変更。○

○ ○動画素材ビットレート判定 元の動画素材の「動画サイズ ( 縦横 )」と「ビットレート」をチェックし、
生成される画質を決定。○

ライブのアーカイブ録画 ライブ配信を自動で録画し、後にオンデマンドで配信可能○

トランスコード画質選択 生成する画質を選択○

○ ○サムネイル自動生成枚数設定 サムネイルを、動画の長さ( 尺 )に対して％単位で指定。○

Standard Live Marketing 機能詳細

所属組織や役割に応じてグループを定義し、ユーザーの割り当てが可能。
ユーザーには所属するグループで管理が必要な動画のみを表示。
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トランスコード機能
○ ○倍速再生動画生成 動画を指定した速度でトランスコードする設定

0.5 ～2倍の範囲で最大 3 種類の速度の動画を生成可能○

○ ○画質優先モード 画質が向上するように調整された設定。○

パブリッシュ機能

セキュリティ機能

配信機能

視聴解析機能

HTML5プレイヤー

レスポンシブモード 埋め込み先の縦・横サイズにプレイヤーが自動でリサイズ。○ ○

○関連リンク・ソーシャルボタン・
バイラルボタン

プレイヤーに外部へのリンクや、各ソーシャルメディア（Facebook ／
Twitter／ LINE ／Google+）に対して動画コンテンツのリンクテキスト
投機能稿、他のサイトへ動画コンテンツを埋め込むための貼付タグを表
示可能。

○ ○

○

操作ボタン等の着脱選択 プレイヤーに表示される再生ボタンの種類やコントロールパネルの各ボタ
ン・機能を表示させるか設定可能。○ ○ ○

再生速度変更 プレイヤー上での再生速度の変更
0.5 ～2倍の範囲で最大 5つの再生速度を選択可能○ ○ ○

○ ○フィーチャーフォン向け配信（オプション） フィーチャーフォン向けの動画配信○

○カスタム解析変数 プレイヤー（埋め込みタグ）に設定した任意の解析変数による集計機能
（ユーザー別などの解析が可能）

海外向け配信（オプション） ○ 海外から日本国内へ向けた動画配信

○

○ ○

○

視聴解析・コンバージョン計測 ○

解析項目
・再生回数：動画が再生された回数
・表示回数：動画プレイヤーが表示された回数
・視聴率：プレイヤーの表示回数に対し、再生された割合
・再生率：動画尺に対し、再生された割合
・再生完了率：動画が視聴完了された割合
・平均再生時間：1回の再生で動画が視聴された平均時間
・視聴機器別：PC、iPhone、iPad、Android別の視聴状況
・ブラウザ・OS別：ブラウザ、OSのバージョン別の視聴状況
・掲載サイト：コンテンツが視聴されたサイト一覧
・流入元サイト：動画視聴者の流入元の情報
・検索キーワード：検索サイトから流入された場合の検索キーワード
・コンバージョン：動画を見たユーザーがコンバージョンページに到達し     
　たか簡易的に計測
・関連ページリンク：動画に設定された、関連ページリンクがそれぞれク　
　リックされた回数
・ソーシャルボタン：ソーシャルボタン（SNSへの共有機能）が、それぞれ
　クリックされた回数
・もう一度見る：動画再生終了時に表示される「もう一度見る」ボタンが
　クリックされた回数

○ ○

ワンタイムトークン認証

動画貼り付けタグ（共通タグ）発行

視聴用QRコード発行

Open Graph Protocol タグ発行

共通タグ一括取得

視聴用URL（動画URL）発行

印刷物用QR画像ダウンロード

動画ファイルのダウンロード配布

IPアクセス制限

セキュリティ設定のAND/OR組み合わせ設定

再生ドメイン制限

ID/パスワード認証

セキュアダウンロード（オプション）

管理画面へのアクセス制限

CDN配信

ストリーミング配信

ライブ配信

プログレッシブダウンロード配信

○ ○○

○ ○○

○ ○○

○ ○○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○○

○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

○

Standard Live Marketing 機能詳細Standard Live Marketing 機能詳細

動画視聴をワンタイムトークンによる認証で制限

Web ページに貼り付ける動画コンテンツ配信用のタグ生成。

動画を視聴するためのQRコードを生成。

Facebook などの SNSで動画を共有する際に、動画のサムネイルを表
示したり、Facebookウォールに動画を直接埋め込むためのタグを生成。

アップロードされた動画コンテンツのメタ情報や、Web ページに貼り付
ける動画コンテンツ配信用の貼付タグを一括で取得。

動画を視聴するための単一 URLを生成。

印刷物に貼り付けることを想定した高画質なQRコードを生成。

PC向けに動画ファイルのダウンロードが可能なURLを発行

動画コンテンツへのユーザーアクセスを、IPアドレスで制限

「AND」もしくは「OR」の判定条件を選択の上、セキュリティ機能の複
数組み合わせが可能

再生可能なサイトを、ドメイン単位で制限

動画コンテンツへのアクセスを IDとパスワードによる認証で制限

ダウンロードリンク（URL）の有効期間を設定可能

IPアドレスの設定可能

動画配信にＪストリームのCDNを利用

HLS プロトコルを利用し（一部 Flash によるRTMP）、エンドユーザー
の視聴環境に動画コンテンツを残さない配信方式

ライブ機材・ライブエンコーダーを用意し、管理画面から操作を行うだ
けでライブ配信実施可能

HTML5 プレイヤーによるプログレッシブダウンロード配信の選択可能
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Standard Live Marketing 機能詳細

API

その他の機能

○Write API 動画コンテンツのアップロードやメタ情報の書き込み○

Read API ○ 動画コンテンツのメタ情報や視聴解析データの読み出し○ ○

○ ○利用状況取得API サービスの利用状況である容量や流量を取得○

プレイヤーAPI プレイヤーの動作制御を可能にするAPI○ ○ ○

○ ○動画SEO
（検索エンジン向けフィード生成）

動画情報を検索エンジン（Google、bing）に対して送信するための、
MRSSフィード、ビデオサイトマップファイルを自動的に生成○

○ECシンジケーション

主に家電メーカーにご利用いただいているソリューション。
自社の商品動画を、国内主要 ECサイトへ横断的に一括掲載し、ECチャ
ネルでの商品説明訴求を強化することが可能
詳細はその他サービス >ECシンジケーションのページ
https://www.stream.co.jp/service/others#syndication
をご覧ください

操作ログ閲覧機能 管理画面におけるユーザーの操作ログ（管理者権限ユーザーのみ）○ ○ ○

ソーシャル共有ボタン Facebook、Twitter、LINE、Google＋を選択可能○ ○ ○

オプション機能

スライド連携（ePreCreator）

会員限定配信

動画とスライド資料を組み合わせたコンテンツを制作できる Adobe AIRアプリケーション（PCのみ、ラ
イブでのスライド連動は非対応）

海外配信オプション
動画を海外向けに配信する際に、アクセスポイントから近い拠点のキャッシュサーバー経由で配信すること
で、海外ユーザーが快適に動画を視聴することを可能にします   

セキュアダウンロードオプション
動画ファイルのダウンロード機能を利用する場合に、一定時間だけアクセスが有効なワンタイムURLを発
行し、URL が万一漏洩した場合もコンテンツを守ることができます   

特定のユーザーに限定して、コンテンツ配信するための認証 ASPサービスです。
会員制の動画配信サービスなどを手軽に始められるとともに、標準搭載のコンテンツ視聴ログ機能を用い
て、ユーザーの視聴履歴を把握することができます。
※詳細はコンテンツ保護・DRM＞認証、セキュリティサービス 
http://www.stream.co.jp/service/security/security/をご覧ください    

Standard Live Marketing 機能詳細Standard Live Marketing 機能詳細Standard Live Marketing 機能詳細

＊ いずれのエディションも、オンデマンド配信はストリーミング配信かプログレッシブダウンロード配信を選択いただけます。ただし、1つのアカウント内で併用いただくことはできません。 
＊ストリーミング配信の場合、HTML5プレーヤーでのHLS（HTTP Live Streaming）配信となります。一部の古いブラウザではFlashでのRTMP配信となります。一部のAndroid端末では、端末搭載プレーヤーやFlashでのRTMP配信となります。
＊流量超過料金1GBあたり120 円、容量超過料金1GBあたり200 円です。 　Standard エディションは、流量超過料金、容量超過料金ともに事前購入不可、Marketing エディションは、流量超過料金、容量超過料金ともに事前購入で半額になります。
＊12 ヶ月未満のご契約を希望の場合は、利用条件、料金等が上記と異なりますので、ご相談ください。
＊Standard エディションは、契約期間途中でのLive エディション、Marketing エディションへの変更が可能です。
＊Android 端末等のスマートデバイスについては、各端末の仕様、OSのバージョン等により、動画閲覧不可、もしくは一部の機能が制限されます。オプション料金はお問い合わせください

＊オプション料金はお問い合わせください
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サービス連携

Salesforceで動画コンテンツを手軽に、
セキュアに共有
「Equipmedia動画共有ライブラリ for Salesforce」
クラウドCRMソリューションsalesforce上で動画を
セキュアに共 有可能にする専用アプリを、
AppExchange経由で提供しています。Salesforce
のストレージを消費することなく、Salesforceコンソ
ールで動画のアップロードやストリーミング再生、
Chatterタイムライン内での共有が可能となります。
＊詳細は
Equipmedia動画共有ライブラリ for Salesforce
のページをご覧ください

国内主要9社のLMSと連携

eラーニングの一環として、動画教材を活用することで、
テキスト・画像だけで伝えづらい内容の学習を促進す
ることが可能となります。   

電子カタログ内での動画配信を実現

iCata（凸版印刷）が配信する電子カタログ内に動画を
埋め込み、ダウンロードすることができます。 
 

メールからの動画視聴状況を解析

メールマガジン配信ソリューションSPIRAL（パイプ
ドビッツ）の会員ページ内での動画配信と、会員ご
との視聴解析を行うことができます。 

視聴者ごとにパーソナライズされた
動画を作成
パーソナライズド動画生成システム「PRISM」との
連携で、アクセスする一人ひとりごとに異なる「お客
様専用動画」を生成・配信することができます。

動画視聴者の興味・関心度を可視化

動画の近くに表示される「Good ボタン」を視聴者が
クリックすることで、時系列で視聴者の興味・関心度が
グラフィカルに可視化することができます。
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パーソナライズド動画ソリューション

株式会社クリエ・ジャパン

R

RSPIRAL は株式会社パイプドビッツの登録商標です。

動画の上にアンケートなどの機能を設置

クリック可能なリンクやアンケート、スライドなどの
インタラクティブな機能を、Equipmedia のプレイ
ヤーに付加する形で実現します。 

動画広告による収益化

Equipmedia で管理する動画を、動画広告に対応する
オリジナルプレイヤーや当社独自の動画アドネット
ワークにより収益化します。VAST、VMAP、IMA
に対応し、プリロール、ミッドロール、ポストロール、
コンパニオンバナー形式の広告挿入が可能です。ま
た、動画視聴ログ解析機能、広告レポート機能も標
準装備しています。  

動画サイト構築CMSとの連携で
会員制動画サイト構築
動画サイトCMSとの連携により、動画販売サイトや
動画の限定公開サイトなどの、会員制動画サイトの構
築が容易に実現します。

inVideo
動画を活用したマーケティングオート
メーションを促進
Marketoとの連携により、リードごとの動画再生結
果や動画タイトルなどをスマートリスト・スコアリング
などのトリガーとして用いたマーケティング活動の自
動化が可能となります。 

ストリーミング形式により、よりセキュアな
動画共有
対ファイル共有サービス「Cloud Shared Office」
との連携により、動画ファイルをダウンロードするこ
となくストリーミング形式でセキュアに共有可能で
す。 
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