報道関係各位
2015 年 10 月 29 日
株式会社ブイログ
余っているスマホを本格的なクラウドカメラとして有効活用できるビデオログサービス
「VLOG(ブイログ)サービス」が 1１月１日(日)に正式スタート！
国内初※ IoT デバイスと連携し、AI/DeepLearning を活用した顔認識も可能なクラウドカメラ
「VLOG CAM VCC-1」を 12 月発売！
株式会社アイ・オー・データ機器、富士ソフト株式会社との協業も合意に！
株式会社ブイログ（本社：東京都港区、代表：菊池正和／sMedio(東証マザーズ：3913)グループ）(以下、
ブイログ）は、外出先での自宅の様子や自宅から離れている方の様子を映像と音声で見守る機能に、映
像解析技術を組み合わせた新しいビデオログサービス「VLOG(ブイログ)サービス」を、一般のユーザー
（コンシューマ）向けに 11 月 1 日(日)より開始、さらに、国内初の IoT デバイスと連携し、AI/DeepLearning
を活用した顔認識も可能なクラウドカメラ「VLOG CAM VCC-1」の 12 月発売を決定しました。
「VLOG(ブイログ)サービス」は、自分が見守りたい場所や、自分が繋がりたい場所で起こった出来事
を、ビデオログ(VIDEO LOG = VLOG(ブイログ))として保存し、いつでも振り返ったり、家族や友達とシェア
することができるサービスです。カメラがとらえた、動き、音、明るさの変化をきっかけに Deep Learning を
始めとする様々な機械学習を活用した VLOG クラウドシステムが顔認識を行い、そこに誰がいたのかを
お客様へ的確に伝えることができます。価格は、月額 500 円より（税別/VLOG 2days プラン）。
「VLOG CAM VCC-1」（ハードウエア）は、従来のネットワークカメラ
とは異なる洗練されたデザインで、インテリアにもなじみ、最先端の
IoT デバイスと連携が可能な、ビジネスにも応用の効く、コンシューマ
向けのクラウドカメラです。（価格オープンプライス／予定）
また、VLOG サービスの B2C ビジネス向けおよび B2B ビジネ
ス向けのパートナーとして、株式会社アイ・オー・データ機器（以下、
アイ・オー・データ）、富士ソフト株式会社（以下、富士ソフト）と協業する
ことで合意いたしました。

VLOG CAM VCC-1

「アイ・オー・データとの B2C ビジネス協業」について
ブイログとアイ・オー・データは本協業に基づき、VLOG クラウドシステムの持つ、映像配信技術、Deep
Learning をはじめとする映像処理技術と、アイ・オー・データの製品製造ノウハウを融合し、IoT 時代を見
据えた質の高いコンシューマ向け製品・サービスの提供を共同でおこないます。
「富士ソフトとの B2B ビジネス協業」について
ブイログと富士ソフトは本協業に基づき、VLOG クラウドシステムをベースにした、B2B 向けパッケージ
ソリューションの開発・販売を共同でおこないます。
以 上
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「VLOG(ブイログ)サービス」
余っているスマホを本格的なクラウドカメラとしても使えるビデオログサービスが
11 月１日（日）に正式スタートします！

【対応機種】
Android スマートフォン（Android4.1 以上）
※iOS 版は 11 月下旬提供予定
【提供プラン】
プラン
スマホカメラ
VLOG 2days プラン
VLOG 7days プラン

価格
300 円（税抜）/台
500 円（税抜）/月
800 円（税抜）/月

備考
2 日分の動画をフルタイムで録画
7 日分の動画をフルタイムで録画

【提供機能】
ライブ視聴
タイムライン
フルタイム録画
検知→通知
トーク
スナップショット
ビデオクリップ
モードカメラ
顔認識

ライブ視聴プラン（無料）
◯
×
×
×
◯
×
×
×
×

VLOG 2days/7days プラン
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
オプション

※顔認識のご利用には別途オプション契約が必要です。別途ご案内します。
【アクセサリー】
正式サービス開始を記念して、2015 年 11 月 1 日〜
12 月 31 日まで、お好みの角度でスマホを自由自在に設置できるマ
ルチアングルホルダーの半額キャンペーンを実施いたします。
通常、「本体 1,980 円（税抜）」のところ、「1,090 円（税抜）」での提供となります。
※別途送料がかかります。

※Android は Google inc.の商標または登録商標です。

「VLOG CAM VCC-1」
IoT デバイスと連携可能なクラウドカメラを
12 月に販売開始！
※販売開始日、販売価格等は別途ご案内させていただきます。
【充実のスペック】
・FullHD、400 万画素の高画質
・140 度の広視野角
・暗くても安心のナイトビジョン機能
寸法（カメラ本体）
質量（カメラ本体）
取付け部
カメラ画素数
画角
映像圧縮方式
視野角
ナイトビジョン
音声双方向
Wi-Fi
Bluetooth
USB

幅 62.8mm x 奥行 52.1mm x 高さ 57.9mm
110g
カメラ用三脚ネジ（1/4-20UNC）
400 万画素
FullHD（1980x1080）
H.264/JPEG
140°
◯
◯
IEEE802.11b/g/n
4.0 LE
USB2.0

【洗練されたデザイン】
・従来のネットワークカメラとは異なる洗練されたデザイン
・インテリアにもなじむので、部屋の中でそっとたたずみ、そっと見守ってくれる

【IoT デバイス連携機能】
・bluetooth smart セントラル機能に対応
・様々な IoT デバイスから情報を収集し、VLOG クラウドシステムで活用
・IoT デバイスと連携して宅内の電化製品をコントロールすることもできる

「顔認識サービス」
横顔や後頭部でも認識できる、DeepLearning を活用した
クラウド連携型の新しい顔認識サービスを 12 月に開始！
※提供開始日、オプション料金プラン等は別途ご案内させていただきます。

【横顔や後頭部も認識できる】
これまでの顔認識は「正面顏」での認識が一般的でしたが、VLOG サービスでは Deep Learning をはじめとする特徴抽出手
法やその他機械学習のアルゴリズムを、独自のノウハウで組み合わせることで、新しい顔認識技術を実現しました。

【登録した人のビデオログを振り返り】
VLOG アプリに搭載されている「顔フィルター」を使えば、登録した人の 1 日を振り返ることができます。お子さんの 1 日の動
きを確認することができ、かわいい瞬間を見逃しません。

代表取締役 菊池正和は以下のようにコメントしています。
「β版サービスに対する皆さまからのフィードバックを反映し、いよいよ正式サービスを開始いたします。より多くの皆さまにご利
用いただけるよう、リーズナブルな価格設定も実現いたしました。さらに、これまでにない IoT 連携機能を搭載した VLOG CAM
VCC-1 や横顔や斜め顔、後頭部も認識する最新の顔認識と国内初のサービスや製品が盛り沢山です。いつでも、どこでも、
広がるブイログライフをお楽しみください。」

「（株）アイ・オー・データ機器/富士ソフト（株）との協業」
B2C ビジネス向けおよび B2B ビジネス向けのパートナーとして、
両社との協業に合意。

【（株）アイ・オー・データ機器とのサービス連携】
株式会社ブイログ（本社：東京都港区、代表取締役 菊池正和、以下「ブイログ」）と株式会社アイ・オー・データ機器（本
社：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」）はコンシューマー向け製品において、サービス
連携を進めることに合意致しました。
ブイログとアイ･オー･データは本協業に基づき、VLOG クラウドシステムの持つ、映像配信技術、Deep Learning をはじめとす
る映像処理技術と、アイ･オー･データの製品製造ノウハウを融合し、IoT 時代を見据えた質の高いコンシューマー向け製品・
サービスの提供を共同でおこないます。
ブイログ 代表取締役 菊池正和のコメント
「日本を代表する周辺機器の総合メーカーであるアイ･オー･データ機器様に VLOG サービスを提供できることを大変うれしく
思います。今後も来たる IoT 時代を見据え、両社の協業関係を強化していく予定です。」
アイ･オー･データ 代表取締役社長 細野昭雄様のコメント
「ブイログ様の映像処理技術は大変すばらしく魅力あるものです。今後の IoT 市場において、本技術を用いたクラウドサービス
は、弊社のハードウェアと組み合わせることで、より新しい利用シーンをユーザー様に提供できるものと期待しております。」

【富士ソフト（株）との B2B ビジネス協業】
株式会社ブイログ（本社：東京三田、代表取締役 菊池正和、以下「ブイログ」）と富士ソフト株式会社（本社：神奈川県横
浜市、代表取締役 社長執行役員 坂下智保 東証一部：9749、以下「富士ソフト」）は B2B ビジネス向けソリューションの開
発、販売の分野での協業に合意致しました。
本協業に基づき、VLOG クラウドシステムをベースにした、B2B 向けパッケージソリューションの開発・販売を共同でおこない
ます。
ブイログ 代表取締役 菊池正和のコメント
「国内屈指の SIer である富士ソフト様と共同開発できることを大変うれしく思います。今後も教育、医療など様々な分野に向
けて質の高いソリューションを提供できるよう、両社の協業関係を強化していく予定です。」
富士ソフト 常務執行役員 田原 大様のコメント
「富士ソフト株式会社は、「VLOG サービス」の発表を心より歓迎いたします。創業以来培ってきた SI としての能力を活かし全
国にある約５，０００社のお客様に向けて VLOG 社の製品・テクノロジーをお客様のニーズに合わせ富士ソフトらしいソリューシ
ョンとして展開していきたいと考えております。」

