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列車・バス・船舶等の車載向けコンテンツ配信サーバー
及び当社 Wi-Fi ソリューション「Air Compass」の提供を開始

当社は、独自に開発した列車・バス・船舶等向けコンテンツ配信サーバー「Air Compass Media」(エア
コンパス・メディア)及び Wi-Fi ソリューション「Air Compass」(エアコンパス)を、8 月 22 日(月)より、
販売・提供を開始することといたしましたので、お知らせいたします。
当社は無線 LAN の黎明期より、Wi-Fi に関するシステム開発に携わっており、大手の通信会社をはじめ、
AP ベンダー・SIer など様々なお客様へ技術・ノウハウを提供しております。当社は今後、自社で取り扱う
商品群を「Air Compass」ブランドとして販売いたします。
近年、スマートフォン及び通信環境の発展により、スマートフォンで動画等のコンテンツを観る習慣が広
がっております。しかしながら、高速鉄道、高速バス等の中では、通信速度の問題で動画等のリッチコンテ
ンツが観られない状況があります。一方、訪日外国人においても、バス等で移動するケースが多く、長い移
動時間をいかに過ごしていただくかが課題となっております。

今回、当社では、鉄道・バス・船舶等の車載向けのコンテンツ配信サーバー「Air Compass Media」を 8
月 22 日（月）より提供することといたしました。
この「Air Compass Media」を交通機関が導入することにより、列車・バス・船舶等の利用者はスマー
トフォンの Wi-Fi 設定を行うだけで、お好みの映画、ドラマ、雑誌等のコンテンツをお手元で観ることが出
来ます。当社では、このシステムにより、交通機関で長時間を過ごすストレスを大きく緩和するとともに、
訪日外国人に対し、交通機関において動画等を通して日本の良さをＰＲ出来る場になると期待しております。
また、今回、無線 LAN アクセスポイント及びソリューション群「Air Compass」についても、8 月 22
日(月)より提供いたします。(詳細は別紙 1 をご覧下さい)
販売・提供開始に合わせて、これらの製品説明セミナーを、8 月 17 日(水)に、Wi-Fi 導入先のお客様・
代理店様・SIer 様を対象に開催することといたしました。導入方法や当社の過去の当社事例についても紹
介いたします。是非ご参加下さい。
(セミナーの詳細につきましては、別紙 2 をご覧ください)
※「Air Compass」(エアコンパス)は、株式会社ビーマップの登録商標です。（登録手続き中）

【提供開始日】 平成 28 年 8 月 22 日(月)から提供開始
【 提 供 内 容 】 当社独自商品
車載向けコンテンツ配信サーバー
アクセスポイント・ソリューション群
※詳細につきましては、別紙 1 をご覧下さい。
【 セ ミ ナ ー 】 本製品「Air Compass」に関するセミナーを開催します。
平成 28 年 8 月 17 日(水) 16 時より
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ソリューション製品群

当社の独自製品・技術連携可能なアクセスポイントと
ソリューション群を「Air Compass」ブランドで提供します。
(図) Air Compass の概要について

本商品に関するお問合せ先

株式会社ビーマップ 事業推進本部 担当：中井
電話 : 03-5297-2263

ご依頼頂いた案件対応の際、
Air Compass 製品を組合せて
Wi-Fi 環境を構築します。

(別紙 1) 「Air Compass」製品について
【アクセスポイント製品群】

■旅客事業者向け利用者認証&コンテンツ配信機器「Air Compass Media」

本商品は、旅客事業者(鉄道・バス・船舶など)向けに、無料インターネットサービスを提供する際の利
用者認証機能と、コンテンツ配信の仕組みを提供するサーバーです。交通機関における機材の一部とし
て設置頂く事で、利用者の認証や、車内専用コンテンツの配信をご提供いたします。交通機関を利用中
のサービス向上や、従来型のテレビ+DVD による映画上映サービスの置き換えなどでご活用いただけま
す。

■中小法人向けパッケージ「Air Compass AP 法人向けパッケージ」

本商品は「Air Compass」関連ソリューションとの連携を可能としたアクセスポイントです。
自社運営は勿論のこと、当社へ運営業務を委託頂くことで、業務用 Wi-Fi や無料インターネットサービ
スをご提供頂けます。（別途運営代行費用を承わります。）
本製品は、台湾 Accton Technology 社のアクセスポイント「IgniteNet」シリーズ「SS-AC1200-JP」
「SP-AC750-JP」の 3 台・5 台分のパッケージと、マネージド Wi-Fi「IgniteNet Cloud」1 年分のライ
センスをセットで提供いたします。

■インバウンド向けアクセスポイント「Air Compass AP かんたん Wi-Fi」

本商品は、無料インターネットサービスを提供したい法人・店舗・公共施設向けのアクセスポイントで
す。当社にて設定済のアクセスポイント・LAN ケーブル・無料 Wi-Fi 告知用のステッカーと三角ポップ
一式をワンパッケージで販売いたします。アクセスポイントは設定不要で、インターネット回線へ接続
するだけで、ご購入いただいたその日から無料インターネットサービスが提供できます。

■イベント向けアクセスポイント「Air Compass AP Event Wi-Fi」

本商品は、イベント会場や展示会にて、1 週間程度で 100 名以上のお客様が利用できる無線 LAN 環境を
ご提供いたします。当社へご依頼いただければ、アクセスポイント・ネットワークスイッチ・ルーター、
LAN ケーブルなどの機材一式をお貸出しいたします。（個別見積もりにより、敷設代行も承ります）

※当社の取扱製品である、台湾 Accton Technology 社「IgniteNet」の日本語サイトをリニューアルオープン致しました。
商品ご購入を検討の際、是非ご覧ください。
http://www.air-compass.com/jp/ignitenet/

【ソリューション製品】

■認証基盤サービス「Air Compass Auth Pro」

本製品は、お客様がインターネットサービスを利用する際の接続認証・本人確認機能を提供いたします。
「Air Compass Auth Pro」をご導入頂く事で、利用者毎にインターネットの利用時間・利用時間を制限
したり、端末識別情報を取得する事により、マーケティング情報としてご活用いただく事や、トラブル
発生時の諸元情報としてご利用頂けます。本人確認の認証方法として、総務省が推奨するメール実体認
証機能、Twitter・Facebook をはじめとしたソーシャルネットワークでの認証機能を提供いたします。

各製品のお問い合わせ・ご購入は、当社、当社代理店へお問い合わせ下さい。
一部商品は 9 月上旬以降(予定)、E コマースサイト「BeMap Store」でも販売いたします。

以上

(別紙 2) 「Air Compass」発売記念セミナーについて
■セミナータイトル
当社、コンテンツ配信サーバー及び Wi-Fi ソリューションのご紹介
■セミナー概要
日本政府・観光庁が主導する観光目的とした外国人来日 4,000 万人（2020 年目標）の動きや 2020 年の東
京五輪に向けて、Wi-Fi（無線 LAN）の導入が進む中、Wi-Fi の導入を本格検討される企業・地方自治体が
増えております。本セミナーでは、Wi-Fi の最新動向や当社 Wi-Fi ソリューション・コンテンツ動画配信サ
ーバーのご紹介及び当社製品を活用しての対応方法について具体的にご説明いたします。
■場所
株式会社ビーマップ本社 セミナールーム (東京都千代田区内神田 2-12-5 内山ビル 5F)
■参加人数
30 名(参加費無料)
※当日はご参加証の代わりとして、お名刺を 2 枚承りますのでご持参下さい。
■当日の日程
【セミナー】(16:00～17:30 途中休憩・質疑応答の時間がございます)
(1)Wi-Fi を活用したサービス事例について
株式会社ビーマップ 代表取締役社長 杉野 文則
当社が提供する商品概要とサービス事例について紹介いたします。
(2)IgniteNet 製品の紹介と Wi-Fi 向け認証基盤について
株式会社ビーマップ ワイヤレス・イノベーション事業部長 須田 浩史
当社が取り扱うアクセスポイント製品「IgniteNet」について紹介いたします。
(3)Wi-Fi を活用した通訳サービス・IP カメラサービスのご紹介
株式会社ビーマップ ソリューション事業部長 白井 利顕
当社が提供する Wi-Fi の活用事例として、通訳サービス、IP カメラ等を紹介いたします。
(4)Wi-Fi と連携したアプリケーション開発の事例紹介
株式会社ビーマップ インテグレーション部長 馬谷 聡
当社が運営する複合機連携・スマートフォンアプリ開発に関する事例を紹介いたします。
【交流会】(17:30～18:30)
本セミナー終了後、当社関係者との交流会を開催いたします。セミナー登壇者、エンジニア・営業担当
と直接お話し頂けますので、セミナーに引き続き、ご参加下さい。
■お申込み
下記のお申込みフォーム、電子チケットサイトからお申込み頂くか、当社までお問い合わせ下さい。
【お申込みフォーム】
https://goo.gl/IBjsJh
【EventRegist をご利用の方】
http://goo.gl/Nwhgnh
【Peatix をご利用の方】
http://goo.gl/gOmdAq
■セミナーへのお問い合わせ先とお申込み・報道機関各社様の取材受付
株式会社ビーマップ 事業推進本部 中井
【電話】03-5297-2263(平日 10～18 時) 【FAX】03-5297-2260
【E-mail】下記 URL の問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
https://www.bemap.co.jp/contact/contact.php

以上

