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Ｊストリームはエルステージが提 供 する ｉチャネル T M サイト
「Rainbow Tune チャネル」へ配 信 インフラを提 供
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、以下「Ｊストリーム」）では、
株式会社エル ステージ（本社：京都府京都市、代表取締役社長：灰塚 陽之介、以下「エル ステージ」）
グループが１２月１８日にオープンするＮＴＴドコモ ｉチャネルむけの携帯電話サイト「RainbowTune チャ
ネル」に配信インフラを提供いたしますのでお知らせいたします。
■RainbowTune チャネルおよびＪストリームのサポート内容
エル ステージグループでは、携帯電話キャリアに対応した各種のコンテンツ制作・運営を手がけてい
ます。
このたび同グループでは、外国人ユーザーを主なターゲットとした洋楽メインの着信音サイト、
「Rainbow Tune」と洋楽着うた®サイト「Rainbow Tune Real」 について、ＮＴＴドコモ i モード®向け
サイトに i チャネルを通じた情報提供サイト「RainbowTune チャネル」を追加、プッシュ式での情報提
供を開始するものです。 コンテンツは日本語、英語の二言語で提供されます。 Ｊストリームでは同サ
イト設立運用にあたり、ｉチャネル向けＡＳＰサービス「FCaster」を提供いたします。
■ｉチャネルサイト公開のねらい
「Rainbow Tune」 は、着信音コンテンツサイトの中でも、洋楽をメインとし、外国人ユーザーを主な利用
者とする携帯電話サイトでは数少ないバイリンガルサイト。また「Rainbow Tune Real」は海外レーベル
の洋楽着うた®を広く配信しています。これらサイトは配信音楽ジャンルの多様性やアーカイブスの使い
やすさから多くの外国人ユーザーから支持を得ていますが、このたびのｉチャネルサイト開設を通じ、ライ
トユーザーが中心である外国人ユーザーに、プッシュ機能を用いてより積極的に情報を配信していきま
す。 またｉチャネルのプレファレンス機能を利用し、言語選択の可能なバイリンガルチャネルとしてオープ
ンすることで、ユーザーの利便性向上と新規ユーザー層への訴求を行います。
■「FCaster」について
今回Ｊストリームが提供する「FCaster」は、iチャネル向け配信を行うコンテンツプロバイダ向けの、Flash
CastTMによる配信を行うＡＳＰサービスです。 これを利用することでコンテンツプロバイダ各社は、自ら
Flash Castサーバーの使用料を負担することなく、最低限のコストで携帯電話ユーザーに対してプッシュ
型の情報配信を行うことができます。 詳細はサービス紹介サイト：
http://www.stream.co.jp/mobile/service/ichannel.html をご覧下さい。

■サイト利用の方法
最初の利用時は、エル ステージ ｉモードサイトにあるメニューからｉチャネルに登録すればＯＫ。
ｉモードサイトへのアクセスは
Rainbow Tune
日本語版

【 メニュー → メニューリスト → 着信メロディ/カラオケ → Rock / Club / 洋楽 】
【 メニュー → 英語メニュー → Ringing Tone 】 で。

英語版

Rainbow Tune Real
英語版
【 メニュー → English → Menu List → Chaku-Uta】
二回目以降は携帯電話の「ｉチャネル」ボタンを押すだけで「おこのみチャネル」からアクセス可能です。
【コンテンツ概要】


Rainbow Tune、Rainbow Tune Real 更新情報



新着情報



ｉチャネル ユーザー限定の無料楽曲などデータ配信



ランキング情報
など

【RainbowTune チャネル サイトイメージ】
言語選択（日本語・英語）
※i チャネルのプリファレンス機能を利用して利用言語を登録

洋楽着信メロディサイト「Rainbow Tune」や洋楽着うた®サイト
「Rainbow Tune Real」での人気曲や新着曲を直接表示し、気にな
る楽曲をダウンロードできます。（ダウンロードは別途課金）週が
わりでの限定プレゼントもあるので、サイトと併せてお楽しみいた
だけます。

※ ｉチャネルについて
ｉチャネルはＦＯＭＡⓇ701i シリーズから提供が開始された情報更新お知らせサービスです。 ｉチャネル対応端末で
は、コンテンツプロバイダより提供される画像データや文字データから構成されるチャネルという単位のコンテンツを、
一定の時間間隔にて自動取得します。 ユーザーが自分の好みにあった「おこのみチャネル」を自分で設定し、ｉチャ
ネル専用キーを押すことでテキストと簡単な画像からなるチャネル一覧を閲覧、そこから各チャネルの詳細情報を閲
覧することができます。 好みに合った情報が自動配信される、いわゆるプッシュ型のサービスです。有料のサービ
スですが 2006 年 8 月時点での契約数は 500 万人を突破しており、ｉチャネルサイトを立ち上げ情報発信を行う企業
も急増しています。
※「i モード」、「FOMA」、「i チャネル」は NTT ドコモの商標、または登録商標です。
※ Flash や各種の Flash 関連製品ロゴは Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における商標または
登録商標です。
※「着うた®」は株式会社ソニー・ニュージックエンタテイメントの登録商標です。
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＜ご参考＞
■株式会社エル
社名（商号） ：
英文社名
：
設立
：
資本金
：
本店所在地 ：
東京オフィス ：
代表者
：
ＵＲＬ
：
事業内容
：

ステージについて
株式会社エル ステージ
elstage co., ltd.
2000 年 3 月
7,500 万円
〒615-0054 京都府京都市右京区西院月双町 105
〒107-0062 東京都港区南青山 2-11-16 AIG Bldg.8F
代表取締役社長 灰塚 陽之介
http://www.elstage.com/
携帯電話キャリアに対応した各種のコンテンツ制作・運営

■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
■「FCaster」（ｉチャネル向け 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/mobile/contact.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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