
 

 

 
 

 
 
２０２０年１１月１０日 

株式会社Ｊストリーム 

イベントレジスト株式会社 

株式会社 LockUP 

株式会社 TAMARIBA 

 

Ｊストリーム、イベントレジスト、LockUP、TAMARIBA が提供する 

ワンストップオンライン配信パッケージ「イベキャス」が、 

「京都市文化芸術総合支援パッケージ」 オンライン公演モデル事業をサポートします 

 

株式会社Ｊストリーム（マザーズ：4308 代表取締役社長：石松 俊雄、以下Ｊストリーム）、イベントレジスト株式会社

（代表取締役： ヒラヤマ コウスケ／上條 裕幸、以下イベントレジスト）、株式会社 LockUP（代表取締役社長： 

長尾 純平、以下 LockUP）、株式会社 TAMARIBA（代表取締役：牧野 晃典、以下 TAMARIBA）の４社が提供する、

ワンストップオンライン配信パッケージ「イベキャス」が、この度京都市の「京都市文化芸術総合支援パッケージ」 

オンライン公演モデル事業をサポートさせていただくこととなりました。 

第１回モデル事業として、１１月５日（木）に、京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル「京都しんふぉにえっ

た」・コンサート公演を開催いたしました。 

今後、伝統芸能などのオンライン配信を予定しております。 

■概要 

ワンストップオンライン配信パッケージ「イベキャス」が、京都市の「京都市文化芸術総合支援パッケージ」 

オンライン公演モデル事業のサポートをさせていただくこととなりました。 

京都市がサポートする公演のオンライン配信モデル事業として，伝統文化等の公演のオンライン配信での

サポートをし、それぞれの効果検証や資金計画をはじめとするノウハウを広く公開することで、今後の新た

な文化芸術の発表・鑑賞形態を提示することを目的とするための一助を担えればと思います。 

 

京都市広報資料 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000277054.html 

 

■ワンストップオンライン配信パッケージ「イベキャス」について 

昨今の状況から多くのリアルイベントが延期または中止を余儀なくされている中で、今後はインターネットを

活用したオンラインでのイベント開催がさらに増えていくことが考えられます。そこで今回、需要が高まるオン

ラインイベントをイベント主催者がスムーズかつリーズナブルに開催、実施できることを目的として、イベント

企画、チケッティング、映像制作、オンライン配信、プロジェクト・マネジメントの各分野で実績のある４社が集

結し、各社の強みをパッケージ化したワンストップオンライン配信パッケージ「イベキャス」の提供を開始しま

した。 

 

ワンストップオンライン配信パッケージ「イベキャス」は、セミナー、講演、トークショー、音楽ライブなど幅広い

カテゴリーのオンラインイベントへの対応が可能です。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000277054.html
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・4社の担当領域 

Ｊストリーム：   ライブ、アーカイブ動画配信システム 

イベントレジスト：  チケッティング 

LockUP：   映像制作、現場対応 

TAMARIBA：   イベント企画、プロジェクト・マネジメント 

 

 

 

ワンストップオンライン配信パッケージ「イベキャス」 Webサイト 

サイトURL：https://www.evecas.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■株式会社Ｊストリームについて 

Ｊストリームは1997年の設立以来、動画配信を主軸に事業展開を続けております。 

自社で保有･運営する独自のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を活用した動画配信に加え、これまで積み上

げてきたノウハウを活かした動画の企画・制作・運用やWebサイト制作、システム開発、動画広告による収益化

支援まで総合的なサービスとソリューションを提供することで、あらゆる企業活動における動画の活用を支援し

ています。 

https://www.evecas.com/


3 

 

社名（商号） ： 株式会社Ｊストリーム （英文：J-Stream Inc.） 

証券コード  ： 4308（東証マザーズ） 

設立   ： 1997 年 5 月 

資本金   ： 21 億 8,237 万円（2020 年９月末現在） 

代表者    ： 代表取締役社長 石松 俊雄（いしまつ としお） 

事業内容  ： （1）ネットワークシステムにおける、動画データ及び各種情報の提供サービス業 

     （2）ネットワークシステムを利用した会員情報管理、商取引、決済処理に関する 

受託業 

      （3）デジタルコンテンツ、出版物の企画・制作・販売及び賃貸業 

（4）ネットワークシステムに関するハードウェア・ソフトウェア・付帯サービスの企画 

開発、運営、制作、販売、輸出入・賃貸及び代理店業 

（5）広告・宣伝に関する企画・制作及び代理店業 

（6）１から５に関連するコンサルテーション、調査、分析、研究等 

URL      ： https://www.stream.co.jp/ 

本社   ： 〒105-0014 東京都港区芝 2-5-6 芝 256 スクエアビル 6 階 

Tel 03-5765-7000  Fax 03-5765-3520 

西日本営業所 ： 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島 2-4-27 新藤田ビル 5 階 

Tel 06-4796-6160  Fax 06-4796-6166 

 

 

■イベントレジスト株式会社について 

イベントレジストは、イベントの作成から事前集金、参加者管理まで、誰でも簡単にはじめることができるイベン

トプラットフォームです。 

大規模な展示会や企業のプライベートイベントから、個人主催の小規模な集まりまで、さまざまイベントで利用

することができます。 

 

社名（商号） ： イベントレジスト株式会社 （英文：EventRegist Co., Ltd.） 

設立   ： 2011 年 3 月 

代表者    ： ヒラヤマ コウスケ（代表取締役） 上條 裕幸（代表取締役） 

本社   ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-21-6 千駄ヶ谷ファースト 2 階 

Tel   ： 03-6869-5592 

事業内容  ： イベントプラットフォーム「EventRegist (イベントレジスト)」の運営 

URL      ： https://eventregist.com 

 

 

■株式会社LockUPについて 

創業 19 年、さまざまなコミュニケーションの延長から生まれるプランニング・クリエイティブを豊富な技術と知見

で課題解決いたします。地域創生・ブランディング・魅力発信にかかる企画策定・実施からなるプロデュース・デ

ィレクション・クリエイティブ事業を担う支社「調布企画組」、訪れる方の発信・交流の場でありながら、お酒も食

事も気軽に楽しめるコミュニケーションスペース「紗ら＋」も運営しています。「紗ら＋」はライブ配信の拠点とし

て収録スタジオ機能も備わっており、ライブコマースのポータルサイト「LivePortal」、ヨガのオンライン配信講座 

「YogaMasters」も運営しています。 

 

会社名  ： 株式会社 LockUP（ロックアップ） 

設立   ： 2002 年 5 月 17 日  

資本金   ： 500 万円 

代表者   ： 代表取締役社長 長尾 純平（ながお じゅんぺい） 

http://www.stream.co.jp/
http://www.stream.co.jp/
https://eventregist.com/


4 

本社   ： 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町 3-17 

Tel 03-6416-3030  Fax 03-6416-3031 

事業内容  ： プランニング・クリエイティブ（WEB サイト・開発・SNS・映像・映像配信・グラフィック・ 

      各種媒体での記事作成、取材、撮影イベントなどの全般業務） 

コミュニケーションデザイン（ファシリテーションによる議論の活性化・会議の効率化） 

コミュニティースペース運営事業 

ライブコマース事業 

公益事業 

 

 

■株式会社TAMARIBAについて 

TAMARIBAは英語で’HANGOUT（みんなでワイワイ集まる）’を意味し、様々なスキルやバックグラウンドを持つ

人々が集い、クリエイティブな意見を交わす場でありたいという想いを込めて2014年に設立しました。エンタテイ

ンメントと企業やサービスを結びつけ、新たなユーザーとの接点をプロデュースする集団として、スポンサーシ

ップ営業、イベントや映像の企画制作から、最近ではeSportsやSNS運用などに事業領域を拡大。また、マーケ

ティング発想から生まれたTAMARIBAオリジナル商品「パクチー醤油」が国内外でブームになるなど、様々なエ

ンタテインメントコンテンツのプロデュースで新たなコミュニケーションの形を提案していきます。 

 

社名（商号） ： 株式会社 TAMARIBA （英文：TAMARIBA inc.） 

設立   ： 2014 年 8 月  

代表者    ： 代表取締役 牧野 晃典（まきの あきのり） 

事業内容  ： エンタテインメントコンテンツのプロデュース 

      スポンサーシップ営業 

      イベント企画・制作・運営 

      映像制作 

      SNS 分析・運用 

      オリジナルプロダクトの企画・販売 

URL      ： https://tamariba.tokyo/ 

本社   ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-11 グリーンファンタジアビル407号 

Tel 03-5413-6678  Fax 03-5413-6679 

 

 

■本件に関する報道関係お問合わせ先 

株式会社Ｊストリーム 管理本部 総務・広報部 （担当：常冨） 

Tel： 03-5765-7744 

Email 用コンタクト URL： https://www.stream.co.jp/contact/ 

 

イベントレジスト株式会社 セールス＆マーケティング （担当：村松） 

Tel： 03-6869-5592 

Email： pr@eventregist.com 
 
株式会社 LockUP ライブコマース事業部 （担当：大塚正明 / 近藤邦彦） 

Tel： 03-6416-3030 

Email 用コンタクト URL： https://www.lockup.jp/contact/ 

 
株式会社 TAMARIBA （担当：大塚） 

Tel： 03-5413-6678 

Email： info@tamariba.tokyo 

https://tamariba.tokyo/
https://www.stream.co.jp/contact/
mailto:pr@eventregist.com
https://www.lockup.jp/contact/

