
年　　月

〒085-0014
北海道釧路市末広６丁目８番　サンライトパレス２F
（有）パートナーズ　内

〒085-0814
北海道釧路市緑ヶ岡６丁目１８番１２号　１F

HD　（０９０）１３０９－４２１０（川村） Mail : info@macha01.net
O�ce-01 O�ce-02

Service

おおまかな流れ
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インターネットでリアルタイムのライブ配信！
このサービスは、お客様の開催する各種イベントをUSTREAM（ユーストリーム）という映像配信サ
ービスを利用し配信します。弊社は複数のカメラ、マイクを集約することでUSTREAMの配信代行
を行うなうサービスです。

打合せ
・イベントの概要
・必要機材
・必要スタッフ数
・ネットワーク環境の確認（実際会場で）　等

UST,twitterの準備
・アカウントを作成してUST,twitter用のページを用意

告知
・チラシ、ポスター同様、ネット配信する内容の告知をしておきます
→本番までの間、twitter上でもツイートを頻繁にし、フォロー数を増やしておくことをお勧めします。

当日（前日の場合もあり）

本番

・開場３時間前程度に会場に入りセッティング
・各機材のチェック、ネットワークのチェック
・流れの確認
・必要ならリハーサルも行います

・ご要望があれば、UST,twitterともアカウントはそのまま存続いたしますので、その後の運用はお任せいたします。
・定期的に同様のイベントや、同じ団体のイベントをUST配信する場合は、このアカウントを使って配信します。
・定期的なアカウントの管理等、承っています。（別途管理費）

撤収

その後

サービス概要
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USTREAMは誰でも簡単に無料で映像を配信できるのが一番の特徴です。しかし、実際にUstreamを利用したセミナーやイ
ベント中継を行う際にはカメラ機材の手配や、ソフトウェアの設定・テストが必要となります。また、クリアに音声を配信するた
めには、ミキサーや専用マイクなどのカメラ以外の機材とノウハウも必要です。中継時には、機材の搬入とセットアップを行いリ
ハーサルを実施。中継中も放送状況をモニタリングして状況にあわせたカメラワークを行うなど、やるべきことが多々あります
。Ustreamを利用した配信自体はとても簡単ですが、実際には意外とコストや手間がかかってしまうのが実情です。Ustream
配信を行う頻度にもよりますが、これらの機材やノウハウの有無、配信に必要なスタッフ数を考えると、実績のあるところに 
Ustream配信の実務は代行してもらい、企画者はセミナーやイベント自体の進行に注力したり、Twitterなどのソーシャルメ
ディアを活用し、視聴者とのコミュニケーションに専念するなどしたほうが、結果的に参加者の満足度が上がることも多いで
しょう。

たとえば…
講演会・シンポジウム
セミナー
各種イベント（屋内・屋外）
中継
コミュニティ放送
ライブ・パーティー
ブライダル
etc.

上記システムの場合￥5０，０００円～
※カメラは一般DVカメラで計算しています。カメラは固定となります。
※ネットワーク接続料は含まれていません。
※会場のネットワークを利用できない場合は\1,050円(税込）/10分がかかります。
※場所によっては当社で用意する無線回線が利用できない場所があります。

マイクロフォン

USTREAM配信用パソコン

インターネット

固定カメラ

その他、司会・アナウンサー、専門のカメラ・カメラマンなどの手配も行います。
別途お見積いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

下記のプランは例です。規模や内容でお客様のご要望にあったプランをご提案いたします。

右記サービスの内容

■　配信・撮影について
    撮影8時間まで
    (＊深夜、早朝、休祝日など別途ご相談ください。)
■　スタッフ人数
    エンジニア1名
■機材各種
デジタルビデオカメラ1台、パソコン1台、音響ミキ
サー、ワイヤレスマイク２波、他付属
■　交通費
    交通費など別途

インターネットでリアルタイムのライブ配信！
このサービスは、お客様の開催する各種イベントをUSTREAM（ユーストリーム）という映像配信サ
ービスを利用し配信します。弊社は複数のカメラ、マイクを集約することでUSTREAMの配信代行
を行うなうサービスです。

システム概要

携帯からツイッター等で配信番組に投稿。

有料配信にもできるので企業や団体のビジネスとしても使えます。
※別途有料にするための登録料、手数料がかかります。

例えば

インターネットでリアルタイムのライブ配信！

USTREAMを使えば、今までにない低価格でライブ映像を配信できます！

このサービスは、お客様の開催する各種イベントをUSTREAM（ユーストリーム）という映像配信サ
ービスを利用し配信します。弊社は複数のカメラ、マイクを集約することでUSTREAMの配信代行
を行うなうサービスです。
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USTREAMを使えば、今までにない低価格でライブ映像を配信できます！
Ustream（ユーストリーム）とは2007年の3月に設立されたアメリカの動画共有サービスです。ライフキャスティングやライブ
ビデオストリーミングなどのプラットフォームを提供する、さまざまチャンネルネットワークで構成されています。動画視聴者と
のチャット機能や、視聴者から投票を受け付ける機能などがあり、先日ソフトバンクと提携し、USTREAM　ASIAが設立され
たばかり。twitter,ｆacebookなどとの連携がとれており、ライブ映像を通してリアルタイムで視聴者とのコミュニケーションを
とれます。これからのライフスタイルすらも変える可能性を持っているサービスです。

USTREAMは誰でも簡単に無料で映像を配信できるのが一番の特徴です。しかし、実際にUstreamを利
用したセミナーやイベント中継を行う際にはカメラ機材の手配や、ソフトウェアの設定・テストが必要とな
ります。また、クリアに音声を配信するためには、ミキサーや専用マイクなどのカメラ以外の機材とノウハウ
も必要です。中継時には、機材の搬入とセットアップを行いリハーサルを実施。中継中も放送状況をモニタ
リングして状況にあわせたカメラワークを行うなど、やるべきことが多々あります。Ustreamを利用した配
信自体はとても簡単ですが、実際には意外とコストや手間がかかってしまうのが実情です。Ustream配信
を行う頻度にもよりますが、これらの機材やノウハウの有無、配信に必要なスタッフ数を考えると、実績の
あるところに Ustream配信の実務は代行してもらい、企画者はセミナーやイベント自体の進行に注力し
たり、Twitterなどのソーシャルメディアを活用し、視聴者とのコミュニケーションに専念するなどしたほう
が、結果的に参加者の満足度が上がることも多いでしょう。

最大の魅力はツイッターなどとの連携！
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最大の魅力はツイッターなどとの連携！

ＵＳＴＲＥＡＭ＋ツイッター（Facebook,myspace,OpenAIMなどとも連携）で今までにないインタラクテ
ィブなコミュニケーションが始まります。

今までの配信 ＵＳＴＲＥＡＭを使った配信

インターネット インターネット

配信
投稿

配信

一方方向の配信のみ。 配信者は配信すると同時にツイッターなどでも投稿
。視聴者はツイッターなどで意見や感想などを投稿
することで、双方向のコミュニケーションができます
。これは今までになかったコミュニケーション方法！
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現在配信されているさまざまな例 配信の目的はさまざま…
ただひとつの目的は「伝える」こと。
そしてＵＳＴＲＥＡＭは「つながる」こと…
つながるからこそ「共有」できる。

このほかにもこんな使い方も…

このようにツイッターなどから投稿された
ものがリアルタイムで表示されます。この
投稿に対して配信者はリアクションがと
れるので、さらに番組を盛り上げることが
可能です。

ライブカメラ

シンポジウム・講演会

政府放送

スポーツ試合

各種イベント（屋内・屋外）
├お祭り
├発表会
お店の様子
├料理教室
コミュニティ放送
サテライトスタジオ
ライブ・パーティー
ブライダル
├視聴制限もかけられるのでクローズドの配信も可能です
etc.

USTREAMの可能性は無限大です！

ＵＳＴＲＥＡＭは会場ともネットの向こう側ともつながる…

ビデオミキサー

ビデオミキサー

マイクロフォン

カメラ

音響ミキサー

USTREAM配信用パソコンｔｗｉｔｔｅｒ表示用パソコン

ｔｗｉｔｔｅｒなどを会場で表示

インターネットインターネット

大型モニター

ビデオプロジェクター

DVDなどの再生機

上記システムの場合￥２５０，０００円～

詳しくはＭａｃｈａＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎにご相談ください。

※カメラは一般DVカメラで計算しています。
※ネットワーク接続料は含まれていません。会場のネットワークを利用できない場合は別途かかります。
※このシステム例に大型モニター、ビデオプロジェクターの代金は含まれ例ません。

その他、司会・アナウンサー、専門のカメラ・カメラマンなどの手配も行います。
別途お見積いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

右記料金の想定

撮影について
    撮影半日
    (６時間程度＊深夜、早朝、休祝日など別途ご相談く
ださい。)
スタッフ人数
    カメラマン 3名　エンジニア3名
交通費
    交通費など別途

システム概要下記のプランは例です。

サービス概要
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FAQ

追加オプション　（料金は1日、８時間までの料金です）

Q : 普通に無料で配信するのと何が違うの？
A : パソコンを使って配信すること自体なにも変わりません．
　当社は、複数のカメラ、マイクを使用する事で、より多彩な表現を実現し、
　確実な集音でクリアな音声を配信するサービスです。

Q : WIFI環境がない場所での配信はどうするの？
A : 主催者や開催会場のご理解の元、当社で用意した無線ルーターを会場の有線回線に
　接続させて頂きまして配信いたします。
　（但し、距離に制約がありますので、確実に配信できる保証はできません）

Q : 会場にネット環境がない場合はどうなるの？
A : 当社で用意してるWIFI端末を利用して配信いたします。（回線使用料は別途）
　（但し、WIFI端末がカバーしているエリアのみとなります）

Q : 有料にして誰でも見られる事を防ぎたいのですが？
A : 有料サービスを利用できますので、セミナーや公演、演奏会なども対応できます。
　（料金は有料サービスに準じています。一般的に試聴数に比例しています）

Q : 有料にしなくても試聴制限をかけたいのですが
A : パスワードを発行して試聴制限を簡単に設定できます。設定は無料です。

Q : 大規模な会議を配信したいのですが。
A : 提携会社が多数いますので、ご要望に応じた音響、照明機材をご用意いたします。
　その音声信号を頂きまして配信いたします。

Q : スポーツ中継をしてみたいのですが
A : もちろん可能です。しかし、動きの速い映像はどうしても通信速度に左右されるために
　安定した映像を配信するのは難しいことをご了承ください。その反面、音声が途切れる事は
　ほぼないので、見ている方としてはそんなに気にならないという声をよくお聞きします。

そのほか、気になる事がありましたらお聞きください。

カメラ（一般）
カメラ（プロ用・プロカメラマン込）
音響ミキサー
ビデオミキサー
有線マイク
ワイヤレスマイク
マイクスタンド
大型液晶テレビ
プロジェクター
プロジェクター用スクリーン
スタッフ（当社スタッフ）
サウンドオペレーター
ネットワーク使用料
BGM作成

5,000円
60,000円
3,000円～
5,000円～
800円～
3,000円～
100円
18,000円
36,000円
10,000円
20,000円（８時間）
15,000円～
1,000円/10分
3,000円～/30秒

1,000円
1,000円
5,000円
3,000円
80,000円～（別途お見積り）

別途お見積り
別途お見積り
別途お見積り

別途

DVDプレーヤー
CD・MDプレーヤー
閲覧用パソコン
閲覧用iPad
記録・DVD作成

プロアナウンサー
会場音響設備
会場照明設備

出張費

その他、各種ご要望にお答えします。
まずはご連絡ください。


