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ライブカメラ映像の個人向けストリーミングサービス
ライブカメラ映像の個人向けストリーミングサービス
「 ＣＡＭｏｎ ＥＺ (カモンイージー)
カモンイージー)」の提供開始に関するお知らせ
の提供開始に関するお知らせ

株式会社メガチップス(東京証券取引所市場第１部 ６８７５)の 100%出資子会社である株式会
社メガチップスシステムソリューションズ(大阪市淀川区、代表執行役社長 肥川哲士)は、株式会
社アイ･オー･データ機器（石川県金沢市、代表取締役社長 細野 昭雄）
、ＫＤＤＩ株式会社（東京
都新宿区、代表取締役社長、小野寺 正）と協力し、ライブカメラによる映像・音声を「ＣＤＭＡ

１Ｘ ＷＩＮ」対応の携帯電話※3 で閲覧できるストリーミングサービス「ケータイモニタリングサ
ービス

ＣＡＭｏｎ ＥＺ（カモンイージー）」を７月 8 日から開始します。その概要を別紙の

とおりお知らせいたします。

【添付資料】
「CDMA １X WIN」対応携帯電話で、ライブカメラの映像を閲覧できる個人向けストリーミングサ
WIN」対応携帯電話で、ライブカメラの映像を閲覧できる個人向けストリーミングサ
ービス「CAMon
ービス「CAMon EZ」
EZ」の提供開始について (計３枚
(計３枚)
計３枚)

以

上

本件問い合わせ先
【製品・サービスに関する問い合わせ】
株式会社メガチップスシステムソリューションズ
東京営業所
ＴＥＬ

岸本 貴臣、品部 仁志

０３−３５１２−５０８８ (代表)

【報道関係、IR
【報道関係、IR関係のお問い合わせ】
IR関係のお問い合わせ】
株式会社メガチップス
ＴＥＬ

取締役・執行役員

藤井 理之

０６−６３９９−２８８４(メガチップス大阪代表)

株式会社メガチップスシステムソリューションズ
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２００４年６月２２日
《報道資料》
株式会社メガチップスシステムソリューションズ
株式会社アイ・オー・データ機器
ＫＤＤＩ株式会社

「ＣＤＭＡ １Ｘ ＷＩＮ」対応携帯電話で、ライブカメラの映像を閲覧できる
ＷＩＮ」対応携帯電話で、ライブカメラの映像を閲覧できる
個人向けストリーミングサービス「
個人向けストリーミングサービス「ＣＡＭｏｎ ＥＺ」
ＥＺ」の提供開始について
～ au 携帯電話に、最大１５
携帯電話に、最大１５フレーム
１５フレーム/
フレーム/秒※1 の滑らかな映像と
臨場感あふれる音声のリアルタイム配信を実現 ～

メガチップスグループの株式会社メガチップスシステムソリューションズ（大阪市淀川区、代表執行
役社長 肥川 哲士、 以下 メガチップス）※2 および株式会社アイ･オー･データ機器（石川県金沢市、
代表取締役社長 細野 昭雄、以下アイ・オー・データ）は、ＫＤＤＩ株式会社（東京都新宿区 代表取
締役社長、小野寺 正、以下 ＫＤＤＩ）と協力し、ライブカメラによる映像・音声を「ＣＤＭＡ １Ｘ ＷＩＮ」
対応の携帯電話※3 で閲覧できるストリーミングサービス「ケータイモニタリングサービス ＣＡＭｏｎ
ＥＺ（カモンイージー）」を７月８日から開始します。
「ＣＡＭｏｎ ＥＺ」は、任意の場所に設置したライブカメラの映像・音声を、常時接続のインターネット
回線を経由して配信し、「ＣＤＭＡ １Ｘ ＷＩＮ」携帯電話でリアルタイムに閲覧することができる、個人
向けのストリーミングサービスで、メガチップスとアイ・オー・データが共同で提供し、ＫＤＤＩ公式コン
テンツとして提供されます。
本サービスの利用に当たっては、アイ・オー・データ製のネットワークカメラ「ＢＲＯＡＤ ＳＴＲＥＡＭ
ＲＴ」を購入・設置するとともに、ＥＺｗｅｂ公式コンテンツメニューから「ＣＡＭｏｎ ＥＺ」にお申込みいた
だきます。「ＢＲＯＡＤ ＳＴＲＥＡＭ ＲＴ」は、「ＣＤＭＡ １Ｘ ＷＩＮ」携帯電話へのライブ映像配信機能
に対応したネットワークカメラです。このカメラで撮影された映像・音声は、アイ･オー･データが提供
するダイナミックＤＮＳサービス「ｉｏｂｂ．ｎｅｔ」により、インターネット回線を経由して、ＫＤＤＩが管理・運
用するａｕ動画配信サーバーへリアルタイムに送られ、メガチップスが管理・運用する「ＣＡＭｏｎ Ｅ
Ｚ」サイトを通じて、本サービス利用者の「ＣＤＭＡ １Ｘ ＷＩＮ」携帯電話に配信されます（別紙「サービ
スイメージ」図参照）。
これまで提供されている携帯電話向け映像配信サービスは、観光地など特定のスポットに設置し
たカメラ映像をコンテンツプロバイダーが取りまとめ、不特定多数の端末に対して配信するものがほ
とんどでした。これに対して本サービスでは、個人が任意の場所に自由にカメラを取り付けて、その
映像を特定の携帯電話（本人を含む最大５ユーザー）に対してリアルタイムに配信できます。
また、利用する際にはＩＤ・パスワードを入力する必要があるため、セキュリティ面でも安心して利用
でき、プライベートな映像を特定の携帯電話にのみ配信することができます。
最大１５フレーム/秒※1 の滑らかなライブ映像を、臨場感あふれる音声とともに、携帯電話でいつで
も好きなときに見られる個人向けサービスは、業界初です。
主な使い方としては、留守中の自宅の状況確認や、お子様やペットの様子の確認、混雑した店舗
の状況確認などが挙げられます。
詳細は別紙をご参照ください。

※1 通信回線の状態や配信する映像の内容によって低下する場合があります。
※2 （株）メガチップスシステムソリューションズは、（株）メガチップスの１００％子会社です。
※3 対応機種は「Ｗ１１Ｈ」および「Ｗ１１Ｋ」です(２００４年６月現在)。

＜別 紙＞
1. 「ＣＡＭｏｎ ＥＺ」
ＥＺ」提供料金
以下のメニューからいずれかを選択していただきます。なお、サービス開始キャンペーンとして、
パーソナルコースについては２００４年１２月末まで月額利用料金１,９９５円（税込）で提供しま
す。
サービスメニュー
パーソナルコース

月額料金
１,９９５円（税込）

備考
１ユーザーのみ閲覧可能

※２００５年１月以降 ２,９４０円(税込）

ファミリーコース

５,２５０円（税込）

最大５ユーザーまで閲覧可能

※

本サービス料金と別に、ネットワークカメラ「ＢＲＯＡＤ ＳＴＲＥＡＭ ＲＴ」（標準価格 ５８,２７５円（税込））の購入
が必要です。また、設置場所にはインターネット常時接続環境等が必要になります。
※ 本サービスの料金は、ＫＤＤＩの提供する回収代行サービス「まとめてａｕ支払い」によりａｕ携帯電話料金とまと
めてのお支払いとなります。なお、「まとめてａｕ支払い」によるモバイルショッピング等にはご利用限度額がご
ざいます。お客様の「まとめてａｕ支払い」によるモバイルショッピング等のご利用料金がご利用限度額を超え
る場合には、本サービスをご利用頂けませんので予めご了承の程よろしくお願い致します。
[「まとめて au 支払い」ご利用限度額]
・ａｕ携帯電話ご加入月数が１～３ヶ月目の場合→２,０００円(税込)/月（年齢問わず）
・ａｕ携帯電話ご加入月数が３ヶ月を超える場合→２０歳未満は１万円(税込み)/月
２０歳以上は３万円(税込み)/月

2. 「ＣＡＭｏｎ ＥＺ」
ＥＺ」提供開始時期
２００４年７月８日（木）

3. 申込み方法
本サービスの加入申込みおよびサービス提供は、以下の方法にて行うことができます。
1）ａｕ携帯電話からのアクセスＵＲＬ
http://camon-ez.jp/

または以下のサイトからからアクセスできます。

トップメニュー ≫ カテゴリで探す ≫ 辞書･便利ツール≫
≫

辞書・便利ツール

ケータイモニタリングサービス－CAMon EZ

※ ２００４年７月８日より、ＥＺ公式コンテンツメニューに登録されます。
※ 本サービスに加入契約されていない方でも、本サービスのデモ映像をご覧いただけますが、「ＣＤＭＡ
１Ｘ ＷＩＮ」対応の携帯電話が必要です。

2）本製品紹介サイト（パソコン用）ＵＲＬ
http://www.camon-ez.jp/
＜参考＞ サービス画面イメージ

ＴＯＰ画面

メニュー画面

ストリーミング画面

4. サービスイメージ （ご参考）

5. 会社概要 （ご参考）
メガチップスシステムソリューションズ ホームページ
http://www.sys.megachips.co.jp/
アイ・オー・データ機器 ホームページ
http://www.iodata.jp/
ネットワークカメラ「BROAD STREAM RT」について
http://www.iodata.jp/prod/network/videoserver/2003/tsr-ms4r/index.htm
ダイナミック DNS サービス「iobb.net」について
http://www.iobb.net/
ＫＤＤＩホームページ
http://www.kddi.com/
ＫＤＤＩ「ＣＤＭＡ １Ｘ ＷＩＮ」について
http://www.au.kddi.com/win/index.html

【お客様から
お客様からの
からのお問合せ窓口
お問合せ窓口】
せ窓口】
株式会社アイ・オー・データ機器 インフォメーションデスク
東京 03-4288-1039／大阪 06-4705-5544／金沢 076-260-1024
※記事ご掲載の際の問合せ先としては、上記をご案内ください。

【報道機関からのお問合せ先】
株式会社メガチップス 取締役執行役員 藤井理之 ＴＥＬ06－6399－2884(代表)
株式会社アイ・オー・データ機器 販売推進部 広報課 九鬼隆則・三輪薫 TEL 03-4288-1054
KDDI 株式会社 広報部 那須昭洋 TEL 03-6678-0690

