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リッチモバイルサイトを
リッチモバイルサイトをフル Flash＆
Flash＆動画で
動画で
簡単・
簡単・低価格・
低価格・短期間で
短期間で構築可能な
構築可能な「mofla」
mofla」を販売開始
～柔軟なデザインが可能な Flash 生成機能を提供～
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 MovAd Japan(代表取締
役 中村 政史 本社：福岡県福岡市 以下 MovAd Japan)と代理店契約を締結し、MovAd Japan
が開発・販売する携帯フル Flash CMS サービス「MovAd ビジネスソリューション｣のエンジン提供
を受け、テラス独自にモバイル動画配信機能を加えた ASP サービス「mofla」
（モフラ）の販売を
開始することを発表します。
近年、商品 PR、キャンペーンなどでモバイルサイトは不可欠になってきておりますが、現在のモ
バイルサイトの多くはテキスト情報が中心であり、見た目、使いやすさともにお客様に訴求しづ
らいのが現状です。このためデザイン･操作性を重視したモバイルサイトでは徐々に Flash でサイ
トを構築するケースが多くなっております。しかしモバイル Flash サイトを構築するためには、
制作業者に外注し、数百万円から一千万円程度の開発費、数ヶ月の構築期間が必要でした。また
は Flash サイト自動生成の ASP サービスを使用することで費用・期間ともに抑制することも可能
ですが、従来のサービスは固定化テンプレートによる Flash 変換にとどまるため、デザイン、サ
イト更新の柔軟性に課題がありました。
今回テラスが販売開始する「mofla」は、自由テンプレート型の Flash 生成技術を実現した「MovAd
ビジネスソリューション」を採用することで、従来の固定テンプレート型で課題となっていたサ
イトデザイン、サイト更新の柔軟性の課題を、プログラムレスで操作性の高いブラウザから使用
できる CMS 機能を ASP サービスとして提供することで解決します。お客様は mofla を使用する
ことで、画像ファイルを用意するだけでフル Flash のモバイルサイトを低価格・短期間に、しか
も簡単に自社で構築・更新することが可能になります。
また初期のサイト立ち上げ時には、mofla を使用したサイト制作・登録代行サービスをテラスが
提供しますので、専門のサイト運営者が不在の中小企業でもフル Flash モバイルサイトを構築・
運営することができます。
さらにテラス独自に、従来から販売している 3 キャリア対応の簡単操作を実現しているモバイル
動画配信 ASP サービス「MovieBox モバイル」をバンドルして提供します。これにより、フル
Flash でデザイン・操作性が高く、さらに動画を活用したリッチモバイルサイトが簡単・低価格・
短期間に構築可能になります。
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■ mofla の特徴
● リッチモバイルサイト構築の Flash＆動画機能をオールインワン


フル Flash モバイルサイト作成用の CMS 機能と、3 キャリア対応モバイル動画配
信機能（MovieBox モバイルをバンドル）をパッケージ化

● Flash の専門知識不要！早くて簡単！


操作性の高い CMS 機能により HTML、Flash の専門知識が不要



最短一週間でサイト開設、更新作業も当日更新が可能



初期のサイト制作・登録作業代行メニューも提供。専門のサイト運営者不要

● 充実の集客機能


従来の Flash サイトでは不可能だった SEO 対策が可能



共有ドメインのほか、独自ドメインの利用も可能



QR コード発行機能、クーポン発行機能によりリアル店舗誘導が可能

● フル Flash サイトを低価格で運用可能


数百万円から一千万円かかっていたフル Flash のモバイルサイトを年間 50 万円程
度で運用可能

■ メニュー/
メニュー/販売開始日
● 販売開始日
2009 年 10 月 5 日
● サービス開始日
2009 年 10 月 13 日
● サービス紹介サイト
http://www.terras.co.jp/services/mofla/
● メニュー・価格一覧
サービス名・プラン名
mofla
ページ数追加
PV 追加
コンテンツ登録・制作代行

初期費用(税別)
Flash ページ 20 ページ
10 万 PV/月まで
モバイル動画 20MB
10 ページ毎
10 万 PV/月毎

月額費用(税別)

オープンプライス

*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、動画配信技術をコアコンピタンスに動画ソリューション事業を展開していま
す。iDC サービスを基盤に総合 IT 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、ストリーミング配信、動画共有、動画変換などの動画プラットフォームサービスを提
供しています。
2

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 ：8,625 万円（2009 年 7 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 MovAd Japan 会社概要】
株式会社 MovAd Japan は、携帯フル Flash CMS サービス「MovAd ビジネスソリューション｣を
コアに先進的な携帯ソリューションを展開しています。ミッションクリティカルな基幹業務シス
テム開発のノウハウを生かして、携帯電話の無限の可能性をどこまでも引き出す市場創造企業で
す。
社名

：株式会社 MovAd Japan(モバドジャパン)

所在地 ：〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜 3 丁目 8 番 33 号
福岡システム LSI 総合開発センター 5F
設立

：2008 年 8 月

資本金 ：1,000 万円（2009 年 10 月現在）
代表者 ：代表取締役 中村 政史
URL

： http://www.movad.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、監視サービス、セキュリティサービ
ス、レンタル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、エンジニアリング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 1,794 万円（2009 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/
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＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社テラス
事業推進部 今井：press@terras.co.jp
TEL: 03-5537-7831
FAX: 03-5537-7835

株式会社 MovAd Japan
広報担当：info@movad.jp
TEL: 092-834-8770
FAX: 092-834-8771

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

株式会社 MovAd Japan
営業担当: info@movad.jp
TEL: 092-834-8770
FAX：092-834-8771
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