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Flash 動画配信の新サービスを発表、
キャンペーンも実施
～テラスから編集機能付動画変換・配信 ASP サービス「MovieBox」を販売開始、
さらに FMS Streaming 版、Interactive 版の専有ホスティングも新発売～
インターネットデータセンターのリーディングカンパニー、株式会社ビットアイル（代表取締
役社長兼 CEO：寺田航平 本社：東京都港区 以下ビットアイル）の子会社、株式会社テラス（代
表取締役社長：寺田航平 本社：東京都港区 以下テラス）は、株式会社日本サイバーテック(代
表取締役：江藤貴司 本社：神奈川県藤沢市 以下以 NCT)との業務提携に基づき、テラスから
提供を開始する２つの新サービスを発表します。
今回発表する新サービスは、動画編集・オンラインエンコード機能を装備した Flash 動画変換・
配信 ASP サービスの「MovieBox（ムービーボックス）」と、アドビシステムズ社の Flash Media
Server をインストールした専有型のホスティングサービス「GIGA STATION FMS（ギガステー
ション エフエムエス）」です。これらは、近年需要の高まっている Flash を使用した動画配信を
低価格で実現するソリューションです。
■「MovieBox」について
「MovieBox」は、動画編集・オンラインエンコード機能を装備した Flash 動画変換・配信 ASP
サービスです。従来、NCT が開発・販売してきたサービスですが、2009 年 1 月に締結した業務
提携契約に基づき、今後はテラスと NCT との共同事業としてこのサービスを提供していくこと
になりました。販売・マーケティングをテラスが担当し、システム運営を NCT が担当してまい
ります。
Web 制作において Web 制作担当者が動画をサイトに掲載する際は、動画・映像の専門家が編
集済みの動画素材を入手し、それを動画変換・配信 ASP サービスで変換・配信しておりました。
Web 制作担当者が動画の編集作業を行うことは稀でした。そのため、動画変換・配信 ASP サー
ビスに関しても、編集済みの動画を Web に利用できるように変換・配信する機能のみの提供で十
分でした。
しかし、動画の利用範囲が広がり、Ｗeb 制作担当者自身が動画の編集作業を簡単・短時間・低
コストで作業できることが求められてきています。
「MovieBox」は、カット編集、クロップ処理、
フェードイン･アウトなど、従来は動画・映像の専門家が専用クライアントソフトウェアを使用し
操作していた主要な機能を、動画・映像の専門家でない Web 制作者でも使用できるようにシンプ
ルな操作画面で ASP という形で提供します。
さらに Flash ビデオの動画配信では、WindowsMedia とは異なり、プレイヤーも Web 制作担
当者が用意する必要がありましたが、
「MovieBox」では、プレイヤー・タイプ、サイズを豊富に
標準で用意していますので、Web 制作担当者はサイト毎のデザインにマッチしたプレイヤーを選

択して利用することが可能になり、新たにプレイヤーを用意する作業が軽減されます。
■MovieBox 概要

尚、MovieBox をテラスから販売を開始することに伴い、期間限定の特価キャンペーンを実
施します。詳細は下記サービス詳細をご覧ください。
■「GIGA STATION FMS」について
一方、
「GIGA STATION FMS」は、NCT の技術支援のもと、テラスが新たに販売を開始する
サービスです。従来テラスでは、WindowsMedia ストリーミング用に「GIGA STATION」 を提
供していましたが、今回アドビシステムズ社の Flash Media Server(以下 FMS)をインストールし
た専有型のホスティングサービスも新たに販売開始いたします。また FMS は、片方向のストリ
ーミングを実現する「Streaming 版」と、双方向ストリーミング機能を提供する「Interactive 版」
の提供もしてまいります。
尚、提供する FMS は、アドビシステムズ社の提供状況により、FMS3 または、FMS3.5 の提
供となります。

■サービス詳細
①MovieBox フラッシュビデオ


販売：テラス



システム開発・運営：NCT



機能紹介：詳しくは商品紹介サイトをご覧ください。
http://www.terras.co.jp/services/hosting/moviebox.html

 販売開始日：2009 年 2 月 9 日
 サービス提供開始日：同上
 メニュー一覧(価格は税別)：

サービス名

デイスク
容量

最低
利用期間

初期費用
(キャンペーン価格)

月額費用
(キャンペーン価格)

MovieBox フラッシュビデオ Pro1GB

１GB

6 ヶ月

MovieBox フラッシュビデオ 400MB

400MB

6 ヶ月

50,000 円
(無償)
50,000 円
(無償)

56,400 円
(20,000 円)
24,000 円
(10,000 円)

 キャンペーン概要：
対象：2009 年 2 月から 2009 年 4 月末日までに新規契約されたお客様
内容：初期費用を無償、月額費用を当初契約期間の 6 ヶ月間を上記キャンペーン価格
で提供
➁GIGA STATION FMS
 開発・販売：テラス
 機能紹介：詳しくは商品紹介サイトをご覧ください。
http://www.terras.co.jp/services/hosting/gstation.html
 販売開始日：2009 年 2 月 9 日
 サービス提供開始日：2009 年 2 月末日
 メニュー一覧(価格は税別)：
サービス名
GIGA STATION FMS –s
GIGA STATION FMS –i

提供
FMS Edition
Streaming
Interactive

最低利用期間

初期費用

月額費用

1年
1年

250,000 円
398,000 円

120,000 円
180,000 円

*記載された会社および製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。
以上
【株式会社テラス 会社概要】
株式会社テラスは、iDC サービスを中心に総合アウトソーシング事業を展開するビットアイルグ
ループの子会社として、動画配信関連技術をコアに、映像コンテンツの制作から RIA（Rich
Internet Applications）に強いメディアソリューションの開発やインフラの運用まで、ワンスト
ップでお客様のニーズにお応えする総合ブロードバンドカンパニーです。
社名

：株式会社テラス(英文表記：TERRAS Co, Ltd.)

所在地 ：〒105-0021 東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 14F
設立

：2007 年 8 月

資本金 ：6,000 万円（2008 年 9 月現在）
代表者 ：代表取締役社長 寺田 航平
事業概要：動画配信事業、システム・ソリューション事業、動画ホスティング＆ASP 事業、
サーバ・ストレージ・インテグレーション事業
URL

： http://www.terras.co.jp

【株式会社日本サイバーテック 会社概要】
株式会社日本サイバーテックは、インターネットプレゼンス業務をメインに、デザイン・システ
ムの融合を図った WEB・Mobile コミュニケーショントータルソリューションを提供しています。
ブロードバンドなどメディア潮流に先駆け、ホスティングも含めたリッチメディアによる配信の
ニーズに対応しております。

社名

：株式会社日本サイバーテック(英文表記：NCT,inc.)

所在地 ：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 25 番地 インペリアルビル 5F
設立

：1997 年 5 月

資本金 ：1,000 万円（2008 年 9 月現在）
代表者 ：代表取締役 江藤 貴司
事業概要：RIA＆動画関連コンテンツ企画制作・システム開発事業、ホスティング・ASP 事業、
デザイン事業
URL

：http://www.nct.co.jp

【株式会社ビットアイル会社概要】
株式会社ビットアイルは、①インターネットデータセンター（iDC）の運営等を行う iDC サービ
ス、②ハードウェアからソフトウェアまでの運用サービス、セキュリティサービス、レンタル機
器サービス等を提供するマネージドサービス、③システムインテグレーションサービス、人材サ
ービス等を提供するソリューションサービスという３つのサービスを提供することにより、顧客
のニーズに合致したあらゆる IT サービスを、ワンストップ（顧客のストレスを最小化）で、可能
な限り月額課金化（顧客が利用しやすいサービス形態）して提供する「総合 IT アウトソーシング」
事業を展開しています。
社名

：株式会社ビットアイル(ヘラクレス:3811)(英文表記：Bit-isle Inc.)

所在地 ：〒105-0021 東京都港区東新橋 1-9-2
設立

：2000 年 6 月

資本金 ：27 億 1,169 万円（2008 年７月現在）
代表者 ：代表取締役社長兼 CEO 寺田 航平
URL

：http://www.bit-isle.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社テラス
事業推進室 広報担当 今井： press@terras.co.jp
TEL: 03-5537-7831
FAX: 03-5537-7835

株式会社日本サイバーテック
広報担当 小島 ： admin@nct.co.jp
TEL: 045-222-7202
FAX: 045-222-7203

＜お客様からのお問い合わせ先＞
株式会社テラス
営業本部： info@terras.co.jp
TEL: 03-5537-7831（代表）
FAX: 03-5537-7835

株式会社日本サイバーテック
営業担当 : service@nct.co.jp
TEL: 045-222-7202
FAX: 045-222-7203

