NEWS RELEASE
2019 年 1 月 22 日
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア
(コード番号：3698、東証マザーズ)
株式会社 ウェブ テクノ ロジ

さらなる売上増加を実現する！

「Web 動画ソリューション+画像軽量化の活用事例」セミナーを開催
～ イーコマースフェア 2019 東京にＣＲＩとウェブテクノロジが共同出展 ～
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：押見 正雄、東証マザーズ：証券コード
3698、以下ＣＲＩ）と、そのグループ会社である株式会社ウェブテクノロジ（本社：東京都豊島区、代表取締役：
小高 輝真、以下ウェブテクノロジ）は、
「イーコマースフェア 2019 東京」
（会期：2019 年 2 月 7 日～8 日、会場：
東京ビッグサイト）で、
「EC サイト向け動画＆静止画ソリューション」を共同出展します。
また、同会場にて「EC サイト向け動画＆静止画ソリューションの活用事例セミナー」も共同で実施します。
ＣＲＩからは「多彩な映像表現を実現する動画ソリューション『LiveAct® PRO』」を、ウェブテクノロジからは
「画像軽量化ソリューション『SmartJPEG®』
」をそれぞれ展示。EC サイトで重要なコンテンツを担う静止画や動画
を駆使して、商品を魅力的に映しつつ、軽量なサイトを実現するソリューションを提案します。

動画ソリューション

静止画ソリューション

■「イーコマースフェア 2019 東京」について
イーコマースフェアは、ネット通販・EC ソリューションの専門イベントで、2019 年の来場者数は 15,000 名が見
込まれています。
会期

2019 年 2 月 7 日（木）
・8 日（金） 10:00～17:30

会場

東京ビッグサイト 西 3・4 ホール

公式サイト

http://www.ecommerceexpo-japan.com/

事前登録

https://ubmjapan-group.com/ecommerce-tokyo/application/index.php#applyVisitor
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■セミナー概要
１．
「BEAMS と語る」スタッフ動画コミュニケーション活用事例
～導入背景から効果検証まで語りつくします～

セミナーNo.

J-2（J 会場）

講演日

2019 年 2 月 7 日（木）

講演時間

11：45〜12：30

講師

ecbeing EC 営業本部
BEAMS

EC 統括部デジタルマーケティング課 課長

ＣＲＩ

インターネット事業部

ecbeing EC 開発本部
講演サマリー

執行役員 斉藤 淳 氏（ファシリテーター）
部長

中村 亮 氏（メインパネリスト）

幅 朝徳（パネリスト）

プロジェクトマネージャー 金子 亮 氏（パネリスト）

2019 年の新たな E コマースの取り組みとして、動画を利用したコマースサービスが
注目されております。
先進的な動画活用事例をテーマに、BEAMS、ecbeing、ＣＲＩが 3 社共同でトークセッ
ションをいたします。

来場登録

下記 URL から、セミナー(J-2)をお申込みください。
（無料）
https://ubmjapan-group.com/ecommerce-tokyo/application/index.php

２．
「売れる EC サイト」のトレンドに乗り遅れない！
～画像軽量化+Web 動画ソリューション活用法を事例と共に～

セミナーNo.

H-5（H 会場）

講演日

2019 年 2 月 7 日（木）

講演時間

14：00～14：30

講師

ＣＲＩ

インターネット事業部

ウェブテクノロジ
講演サマリー

セールスリード

セールスコミュニケーション部

武藤

夏美

三上

夏代

EC サイトでは、製品説明よりも画像や動画が、ユーザーの購買意欲を左右するといわ
れています。視覚表現に適したデバイスであるスマートフォンにおいては、その傾向は
より顕著になり、実際に、ウェブサイトのデータ容量のうち約 8 割が、視覚に訴えるコ
ンテンツです。
本セミナーでは、データ容量を増やさずに多彩な映像表現を実現する動画ソリュー
ション「LiveAct PRO」と、より大きく美しい画像を生み出す「SmartJPEG」の導入事例
をご紹介します。

来場登録

下記 URL から、セミナー(H-5)をお申込みください。
（無料）
https://ubmjapan-group.com/ecommerce-tokyo/application/index.php
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■EC サイト向けソリューションの概要
【LiveAct PRO】について
〜キレイ、カルイ、カンタン〜
LiveAct PRO は、ブラウザでの動画再生を非常に軽量に実現し、軽量な動画再生を活かした特殊演出を可能
にする、Web 動画ソリューションです。
技術的制約の多いスマートフォンブラウザで動画を活かし、
「驚きのある」Web サイトや、
「使いやすい、操
作しやすい」Web サイトを実現します。
・4,500 本以上ものゲームに採用実績のある技術をベースに、画質の劣化なくファイルサイズの軽量化を実現。
・自動再生に対応し、再生ボタンを押す必要がなく、視聴機会を最大化。PV=インプレッションを手軽に実現。
・動画サーバ不要。動画のタグを貼るだけのカンタン導入。ブログ感覚で利用でき専門知識不要。
＜LiveAct PRO 採用実績（一例）＞
株式会社 ecbeing／株式会社集英社／シュッピン株式会社／株式会社セブン＆アイ・ホールディングス／
ソックコウベ株式会社／トヨタ自動車株式会社／株式会社ニッセン／
日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社／ハウステンボス株式会社／株式会社 LAVA International／
株式会社リクルート／理研計器株式会社／株式会社リロクラブ／他
＜LiveAct PRO 製品ページ＞
https://www.cri-mw.co.jp/liveact/
【SmartJPEG】について
SmartJPEG は、画質を落とさずに、画像のファイルサイズを軽量化するサービスです。
各画像の性質を独自のアルゴリズムを用いて判断し、画像に合わせた強度の軽量化処理を自動で行います。
JPEG、PNG、アニメーション GIF、そして WebP に対応しており、出力画像の形式の指定や、画像の内容に応じ
て最適な形式に変換して出力。一般的な画像であれば、元画像の半分～1/3 程度まで圧縮できます。
軽量化以外に、画像の拡大縮小や回転に対応。コントラストが低く見栄えの良くない画像も、メリハリのある
画像に変換する「メイクアップ機能」も搭載。指定された静止画の連番ファイルを連結し、アニメーション GIF の
生成も可能です。
また、WordPress から画像をアップロードした際に、SmartJPEG を呼び出し、軽量化を行う WordPress プラグ
インも無料で提供しています。
＜SmartJPEG 採用実績（一例）＞
株式会社インプレス／株式会社エーツー／株式会社 GYAO／株式会社 CODE SHARE／株式会社集英社
＜SmartJPEG 製品ページ＞
http://www.webtech.co.jp/smartjpeg/
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■株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア
社名

：株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア／CRI Middleware Co., Ltd.

代表者

： 代表取締役社長

所在地

： 東京都渋谷区渋谷 1-7-7 住友不動産青山通ビル 9 階

設立

： 2001 年 8 月 1 日

押見正雄

事業内容： 音声・映像・ファイルシステムに関する研究開発およびミドルウェア製品としての販売・サポート
ＵＲＬ

： https://www.cri-mw.co.jp/

■株式会社ウェブテクノロジ
社名

： 株式会社ウェブテクノロジ／Web Technology Corp.

代表者

： 代表取締役

所在地

： 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-14-8 東海池袋ビル

設立

： 1991 年 2 月 13 日

小高 輝真

事業内容： 画像最適化ソフトウェア・ASP 等の企画・開発・運用、ソフトウェアの販売・レンタル・導入支援
ＵＲＬ

： https://www.webtech.co.jp/
※「ＣＲＩ」、CRIWARE ロゴ、「CRIWARE」、「LiveAct」は、日本およびその他の国における株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの商標または登録商標です。
※OPTPiX, SmartJPEG, Web Technology は株式会社ウェブテクノロジの登録商標です。
※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

以

本リリースに関するお問い合わせ先
広報担当

E-mail：press@cri-mw.co.jp
URL：https://www.cri-mw.co.jp/
LiveAct PRO に関するお問い合わせ先
インターネット事業部

Web フォーム（Web ブラウザ向け）
：
https://www.cri-mw.co.jp/contact/

SmartJPEG に関するお問い合わせ先

株式会社ウェブテクノロジ
Web フォーム：https://www.webtech.co.jp/support/
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