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Ｊストリームのポッドキャストポータルサイト“castella”で
ポータブルメディアプレーヤー向 け有 料 コンテンツ販 売 を開 始
～ デジタルコンテンツ課 金 サービス「デコパ」を利 用 しセキュリティと簡 便 な課 金 を実 現 ～
株式会社Ｊストリーム（マザーズ：４３０８ 代表取締役会長兼社長：白石 清）の展開するポッドキャストポ
ータルサイト castella（キャステラ： http://www.castella.jp/ ）では、当社のデジタルコンテンツ課金サ
ービス「デコパ」のシステムを利用した、ＰＣ・ポータブルメディアプレーヤー向けオーディオブックなどの
有料コンテンツ販売を９／１５より開始いたしました。 今後コンテンツプロバイダ向けにcastellaサイトに
おけるコンテンツ販売代行を推進してまいります。 また、castellaでは 9 月より無料配信チャンネルも多
数追加しております。
【コンテンツ販売の概要】
第一弾として以下のコンテンツを castella内スペシャルページ “castella × デコパ” で販売いたします。
「デコパ」システムを通じてWindows MediaのDRMを利用し、視聴者にとって手続きが簡単で、しかもセ
キュアなコンテンツ販売を実現しています。 ダウンロード購入したコンテンツは、ダウンロードしたＰＣだ
けでなく、連動する各種のポータブルメディアプレーヤー（Windows Media形式対応機種）における視聴
が可能です。
【第一弾 提供コンテンツ】
castella 内スペシャルページ “castella × デコパ” からご提供いたします。
URL： http://www.castella.jp/decopa/
杉本彩 『オーガズム・ライフ 私の開放宣言』
女優として、作家として活躍中の杉本彩が自らの離婚体験を踏まえて
書き下ろした、恋愛論、結婚論、仕事論を軸としたエッセイ集。その
書き下ろしエッセイ集を自らの肉声でオーディオブック化。女優・杉本彩が
自ら語り下ろす、究極の快楽への誘い。
杉本彩：（C）2006 Digital Adventure
価格：１，４００円 （消費税込）
心に残る昔ばなし （全４６冊）
ラジオもテレビもなく、書物さえ手に入りにくかった時代にも言葉はあった。
どこかで耳にしたかもしれない。語り継がれた生のお話はやっぱり良い
のです。心が洗われる言葉の美しさを感じてください。
ナレーター： 藤村俊二、三原じゅん子、斉藤こず恵 他
（C）2006 株式会社バルケニック
価格：５００円／１冊 （消費税込）
配信フォーマット： Windows Media Audio ９

castella で無料配信されている最新のコンテンツは以下の通りです。
ペットキャスト ～虹の橋で会おうね～
ルクプルの藤田恵美がお送りする、視聴者からのペット自慢、ペットの思い出をご紹介していく番組で
す。作者不明の詩に藤田恵美が心を打たれて曲をつけた『虹の橋』の歌とともにお送りします。 この
チャンネルは拡張ポッドキャストで配信しています。
※拡張ポッドキャストとは、音声ファイルに写真を埋め込み、時間ごとに別の画像を表示させることができるも
のです。

(C) 2006 J-Stream Inc.＆Sol Cielo Co.,Ltd.
配信フォーマット ： QuickTime Audio
ビットレート
： 128kbps
theSoulからの手紙
九州／福岡では、ストリートライブで一番観客を集めるバンドとして、テレビ・ラジオで紹介されていた
theSoul 。そんな彼らがメジャーデビューを迎え、ポッドキャストで最新映像をお届けします。～Live
ver.～の方ではストリーミングで彼らの各地で行われるライブをほんの少しずつですがお見せしていき
ます。
(C) TOSHIBA-EMI LIMITED
配信フォーマット ： QuickTime Video
ビットレート
： 500kbps
FUNKY MONKEY BABYS podcast版 「猿山学園中等部」
そのまんま東、山田花子、ペナルティが連続出演したシングルジャケットで世間を賑わせ、７月には待
望の1stアルバムをリリースしたFUNKY MONKEY BABYSが遂にcastellaに登場！！
(C) Dreamusic
配信フォーマット ： Windows Media Video、QuickTime
ビットレート
： 500kbps
TAROかまやつ ピアノマンの部屋
父はムッシュかまやつ､おばさまは森山良子さんという音楽環境に育った“ピアノマン”TAROかまやつ
がパーソナリティをつとめ､トークと“こころを癒す音楽”で贈る番組｡
(C) エフエム北海道
配信フォーマット ： Windows Media Audio
ビットレート
： 128kbps
坂本ちゃんのアレ買おう～っと！
アレカオブログと連動した女性のためのショッピングナビゲート番組。坂本ちゃんとグラビアアイドルの
女の子達が毎週、女性を美しくするための様々な商品を探してきて、実際の使用感などをリポートしま
す。坂本ちゃんと女の子達の爆笑トークもお楽しみに！番組で紹介した商品レポートや撮影の舞台裏
はブログにて更新します。
(C) トランスコスモス株式会社
配信フォーマット ： Windows Media Video、QuickTime Video
ビットレート
： 500kbps
キャステラおすすめシネマ
castellaがおすすめする、注目の映画情報チャンネル！予告編あり、インタビューありと、見どころいっ
ぱいです。
(c) 2006 J-Stream Inc.
配信フォーマット ： QuickTime Video
ビットレート
： 500kbps
激臭大戦隊 クサレンジャー （9月21日配信開始予定）
音と雰囲気で「臭さ」と「旨さ」を伝える、これまでに例のないグルメ番組。 クサレンジャーたちが毎回
「臭さ」と「旨さ」を伝え、「クサウマ」を追求していきます。
(c) 2006 J-Stream Inc.
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【 「デコパ」 とは 】
「デコパ」（Ｊストリームより商標登録出願中）は、デジタルコンテンツを有料販売したいお客様に必要な機
能（決済機能、ＤＲＭ機能、商品・売上管理機能）をパッケージしたＪストリームのＡＳＰサービスです。
コンテンツプロバイダが自前でシステム構築される場合、通常数百万円以上の初期投資が発生します
が、デコパはＡＳＰでのご提供のため、イニシャルコストを大幅に削減でき、『手早く・手軽に』デジタルコ
ンテンツ販売を実現できます。 各種クレジットカード（Visa、Master、JCB、Amex）と WebMoney を使っ
て決済することができます。 詳細につきましては下記サービス紹介サイトをご覧下さい。
「デコパ」紹介サイト

http://www.decopa.jp/

事業者向けＡＳＰサービスご案内

http://www.stream.co.jp/service/management/decopa.html

※ Windows Media は米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp.の登録商標または商標です。
※ QuickTime は米国およびその他の国々で登録された Apple Computer Inc.の商標です。

【Ｊストリームの業績への影響】
本サービス開始によるＪストリームの当期業績への影響は軽微であります。
＜ご参考＞
■株式会社Ｊストリームについて
社名（商号） ： 株式会社Ｊストリーム
英文社名
： J-Stream Inc.
設立
： 1997 年 5 月
資本金
： 21 億 6,922 万円（2006 年 3 月末現在）
代表者
： 代表取締役会長兼社長 白石 清（しらいし きよし）
本社
： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-25-18 渋谷ガーデンフロント 10 階
（TEL） 03-4363-7000
ＵＲＬ
： http://www.stream.co.jp/
事業内容
： （1） インターネットや携帯電話網等を利用した、映像／音声／画像データ等の
配信サービス
（2） 映像／音声／画像データ等の配信に関連する各種 ASP サービス
（3） 映像／音声データの配信に関連するソフトウェア・ハードウェア等の開発・販売
（4） インターネットを利用した配信に関するコンサルティングサービス
■コンテンツ事業者向け「デコパ」ＡＳＰサービスに関するお問合わせ先
株式会社Ｊストリーム
Email用コンタクトURL： http://www.stream.co.jp/contact/service.html
■castella 事業に関するお問合わせ先
株式会社Ｊストリーム
Email用コンタクトURL： https://secure.castella.jp/inquiry/index.html
■本件に関する報道関係お問合わせ先
株式会社Ｊストリーム
広報 IR 室
担当：常冨
Tel： 03-4363-7100 Email用コンタクトURL： http://www.stream.co.jp/contact/info.html
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