動画管理・配信プラットフォーム（SaaS/ASP サービス・製品販売）

PC・スマホへ動画配信
アプリ不要！マルチデバイスへ動画を一元配信！
３ステップではじめましょう！
メディア・ギャザーは、誰でも簡単に動画コンテンツの登録から管理・配信までをトータルでサポートするオンラインビデオ
プラットフォームです。スマートフォン、タブレット、PC、そしてSmartTVへ一元的にストリーミング配信することができます。
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スマホ用アプリも不要です。

主な機能
高 画 質 エ ン コ ード

分 類・検 索

マ ル チ ビ ットレ ート

動画変換の知識がなくても、簡単操作

回線速度に応じて自動的に品質を切り替える

多数のコンテンツを効率的に管理する

で高画質エンコードが可能。

アダプティブストリーミングに対応。

ための分類・検索機能を搭載。

メタデ ータ 管 理

ア カ ウント 管 理

VOD配信に加え、スマートフォン、業務用

コンテンツに付随する情報（制作者等）を

複数アカウントによる動画管理に対応。

エンコーダーからの生放送にも対応。

メタデータ（属性）として管理することが可能。

組織での柔軟な運用を可能にします。

ラ イブ 配 信・録 画

この他にも、便利な機能を搭載しています。詳しくは、機能一覧をご覧ください。

無料動画配信サービスとの違い
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Media-Gatherが選ばれる理由

コンテンツ保護で会員制サイト・
有料動画にも対応！

Web ページへ、メールへ。
超カンタンに動画を導入！
クラウドなのでソフトは不要。お手持ちのパソコン＆ブラウザ

有料動画配信に必要なコンテンツ管理・保護機能に対応。

で、動画配信に関する全ての作業を簡単操作！商品紹介用 Web

お客さまの大切なコンテンツを守りますので、コンテンツビジ

ページやダイレクトメールなどへ簡単に動画を組み込みできま

ネスに集中していただけます。

す。製品の特長、利用方法やコンセプトを明確かつタイムリー

マルチデバイス対応の 256bit 暗号化技術による最新のセキュア

に発信できますので、訴求力・ブランド力・集客力のアップが

ストリーミング (RTMPS,HTTPS) を提供、外部システムとの

図れます。無料動画サービスとは違い、他社広告なしはもちろ

API 連携機能とを組み合わせることで、会員制サイト、有料

ん、多様な表現が可能です。

配信サイト限定の動画配信が可能です。社内 LAN からも安心

ビデオギャラリー機能 (API) などもご活用ください。

してビデオクラウドをご活用いただけます。
簡易認証、IP 制限、リファラー認証、ワンタイム URL 機能

＜利用シーン＞
・タレントを起用した商品、サービスなどの CM
・PV（商品・サービスの解説、機能紹介）
・広報動画（記者会見など）

などをご利用ください。

＜利用シーン＞
・会員制サイト上での動画配信
・動画コンテンツ販売
・動画管理、動画共有
（プロダクションなど）

カンタンナビで直感操作

セキュアストリーミング

国内メーカー、自社開発

安 心 サ ポ ート

転送量無制限の定額料金

動画管理ツールとして活用可能

最新機種、機能に素早く対応

大規模配信へ拡張対応

充実のライブソリューション

映像 + 資料・スライドを
マルチデバイスへ一元配信！

スマホからもライブ映像配信！
高画質 (HD) 対応
パソコンに加え、スマートフォンやタブレットから、誰でも

発表者の映像と資料・スライドを同期させた臨場感のある

手軽に手早く高品質のライブ動画を配信できます。

PIP（Person in presentation）のライブをマルチデバイスへ簡単

Media-Gather 上へのリアルタイム録画も可能です。

に配信できます。録画、編集・再放送 (VOD) にも対応しており、

文字や写真よりも、より詳しい説明ができますので、旬な

いつでも好きな時に視聴可能。より深く内容を理解することが

ノウハウ情報の共有、情報のスピードアップが図れます。

でき、質の高い情報発信や迅速な情報共有に加え、制作費・

BroadCaster、Gocoder アプリをご利用ください。

交通費などのコスト削減が図れます。
Media-Rex シリーズ（製品）をご利用ください。
映像

＜利用シーン＞
・トップメッセージ、社内放送
（営業所、店舗、代理店への周知など）
・イベント（運動会、マラソン、式典など）
・モニタリング（工事現場、工場内、交通量、災害、事故
状況把握などのリスク管理）
・業務支援（技術継承、チュートリアル）

資料・スライド
(LAN)

＜利用シーン＞
・企業 IR（経営企画）
・研修・教育セミナー（技術・営業部門、教育事業者）
・e ラーニング学習
・研究報告・授業配信（学会、大学、専門学校、学習塾）
・リクルート「企業説明会」
（人事）

これらはほんの一例です。動画を活用できる可能性は、様々な分野に広がっています。

Windows10,8.x,7,Vista(32bit),
Mac OS X v10.6 (インテル) 以降
Microsoft Edge,
Internet Explorer 9,11 以降,
Mozilla Firefox(最新版)※,
Google Chrome(最新版) ※,
Safari(最新版),Opera(最新版)
※一部機能に制限がある場合があります。

, Kindle Fire, SmartTV, OTT-STB

Flash Player または HTML5(MPEG-DASH/HLS)プレーヤー（API経由）
HTTP(MPEG-DASH,HDS,HLS,SmoothStreaming)
HTTPS(暗号化MPEG-DASH.暗号化HDS,暗号化HLS,
暗号化SmoothStreaming)
RTMP,RTMPT,RTSP,RTMPS(暗号化),RTMPE(暗号化)

OTT-STB

Wowza Streaming Engine

