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～ カザスチャンネルをはじめてご利用になる方のための、早わかりガイド。 インストールから動画を見るまで、コレ一冊で、できちゃいます。～

カザスチャンネル 初めての方専用ガイド

１．はじめに
２．チェックする。
３．インストールする。

ＳＴＥＰ１ 準備する。

・・・ カザスチャンネルをご利用になるまえにお読みください。
・・・ ご利用のパソコンでカザスチャンネルの動画を見られるかどうか、チェックします。
・・・ パソコンにカザスチャンネル専用の動画再生プレイヤー 『NFRMPCViewer』 をインストールします。

１．用意する。
２．動画を選ぶ。
３．動画を見る。

・・・ パソコンと、ケータイでカザスチャンネル専用アプリケーションの用意をします。
・・・ ケータイで動画を探します。
・・・ パソコンで動画を再生します。

ＳＴＥＰ２ カザして で見る。

ご利用のながれ

株式会社フェイスは、本マニュアルを予告なく変更、改訂、掲載中止する場合がございます。株式会社フェイスは、変更、改訂前のマニュア
ルに従った場合の結果に関していかなる保証も負いません。また、掲載中止によって生じるいかなる損害についても、責任を負いません。

株式会社フェイスは、本マニュアルの掲載内容の妥当性や正確性について最大限の注意を払ってサービスを運営しておりますが、本マニュア
ルの掲載内容およびその使用結果に関していかなる保証も行いません。また、本マニュアルを参照されなかったことにより生じるいかなる損
害についても責任を負いません。

本マニュアルの著作権は、株式会社フェイスに帰属します。権利者の許諾を得ることなく、本マニュアルの内容の全部または一部を複製する
ことは、著作権法上禁止されております。ただし、個人的用途に用いる場合に1コピーのみ複製する場合はこの限りではありません。

ご利用条件
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STEP１ 準備する。

カザスチャンネルを利用するには、下記のパソコンと携帯電話が必要です。

ドコモのおサイフケータイ(FeliCa)携帯電話

パソコン FeliCaポートを使用できるパソコン

カザスチャンネルで動画を楽しむには、下記の2つのアプリケーションが必要です。

アプリケーション名 インストール先 アプリケーション概要

NFRMPCViewer パソコン
ケータイをかざすことで起動する、カザスチャンネル専用
の動画再生プレイヤーです。

NFRMカザスアプリ 携帯電話 購入した動画を管理する ｉアプリです。

用意するもの

インストール

1. はじめに

ご参考
FeliCaとは、ソニー株式会社が開発した非接触型ICカードの技術方式です。身近なところでは、Suica、
おサイフケータイなどが 「FeliCa」技術を利用しています。

パソリとは、パソコンに簡単に接続できるUSB対応のFeliCaリーダーライターです。パソリは家電量販店
などでお買い求めいただけます。

http://kazas.jp/kazas-felica.html
詳しくは下記のカザスチャンネルのホームページを参照してください。

FeliCaポート
搭載マーク

ご確認
FeliCaポートが搭載されているパソコンには、 マークがついています。
FeliCaポートが搭載されていない場合は、 パソリ が必要です。

パソリ

カザスチャンネルってなに？

カザスチャンネルは、携帯サイトで購入した動画コンテンツを、携帯電話だけでなくパソコンでも見ることができる、新しいタイプのコンテンツ配信サービスです。

実際には、携帯サイトでは動画コンテンツを見る「権利」を買います。携帯電話をパソコンに”ピッ”とかざすと、この 「権利」がパソコンに渡り、パソコンで動画を見ることができるようになります。

ケータイで買って、”ピッ”とかざしてパソコンで見る － これが、カザスチャンネルです。

※権利認証には、株式会社フェイスが開発した権利認証技術 「Near Field Rights Managements®」 (NFRM) を使用しています。
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STEP１ 準備する。

2. チェックする。

パソコン

Windows Media® Player

チェック1
お使いのパソコンで、Windows Media® Player を起動したことがありますか？

※ 「 NFRMPCViewer 」 をインストールするまえに、
Windows Media® Playerのコンポーネントのアップグ

レードが必要な場合があります。

Windows Media® Playerを起動してみてください。

起動後に右のダイアログが表示されたら、アップグ
レードをおこなってください。

チェック2
Windows Media® Playerのネットワーク設定を確認

してください。

1. Windows Media® Playerの「ツール」-「オプション」を

選択すると「オプション」画面が開きます。

2.  「ネットワーク」タブをクリックします。

3.  「MMS URLのプロトコル」の「RTSP/UDP(U)」と「RTSP/TCP(T)」
にチェックがある場合は、チェックを外して 「OK」 を
クリックします。

※確認方法がわからない場合、パソコンを購入されたお店またはパソコンメーカーのサポート窓口へお問い合わせください。

ここでは例として、パソリ付属の「 FeliCaポート自己診断」での確認方法について説明します。

ご利用のパソコンでFeliCaポートが使用できるかどうか、かならずチェックしてください！

Windowsのスタートメニューから、次の手順で 「Felicaポート自己診断」 を起動します。

「スタートメニュー」 ⇒ 「すべてのプログラム」⇒ 「FeliCaポート」 ⇒ 「 FeliCaポート自己診断」

ＦｅｌｉＣａポート

携帯電話を
パソリにかざします。

1.開始画面 3.診断画面 4.完了画面2.かざす

「次へ」をクリック。

完了メッセージが表示されたら、
FeliCaは使用できます！

「完了」をクリックして
終了します。

ご確認

エラーメッセージが表示された場合、パソリをご購入されたお店または
下記URLの「FeliCaポート・パソリポート サポート」へお問い合わせください。

http://www.sony.co.jp/Products/felica/pcrw/index.html

ここのチェックを
はずす。

動画再生時にトラブルがおきないように、Windows Media® Playerをチェックしておきます。

ご利用のパソコンで、カザスチャンネルの動画を見られるかどうか、チェックします。

「完了」をクリック。
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準備完了！

FeliCaポートの確認が終わったら、パソコンに「NFRMPCViewer」をインストールします。

「 NFRMPCViewerInstaller.exe 」を実行すると、

「続行するにはあなたの許可が必要です。」 という
ユーザアクセス制御画面が表示される場合がありますが、
「続行」をクリックして、インストールを続けてください。

ご注意

パソコン

STEP１ 準備する。

3. インストールする。

1.インストール開始 2.使用許諾契約書 3.インストール先フォルダ指定

4.準備完了

ダウンロードページから「NFRMPCViewerInstaller.exe」をダウンロードし、実行します。

「カザスチャンネル」 の PCサイト http://kazas.jp へアクセスします。

「インストール」を
クリック。

「はい」をクリック。

5.完了画面

『STEP2 カザして で見る。』 へ

※ 『NFRMPCViewer』 は、ケータイをかざすことで起動する、カザスチャンネル専用の動画再生プレイヤーです。

※ 「NFRMPCViewer」をインストールしている場合は、必ずアンインストールしてからインストールをおこなってください。
アンインストール方法については 本編 「カザスチャンネルご利用ガイド」 の22ページをご確認ください。

※ 動作環境を満たしていない場合、インストールができないことがあります。
くわしくは本編 「カザスチャンネルご利用ガイド」 3ページをご確認ください。

ご注意
※ パソコンに 「NFRMPCViewer」 をインストールするには、Windowsの管理者権限が必要です。

「次へ」をクリック。

「同意する」 にチェックして
「次へ」をクリック。

「アプリケーションを起動する」に
チェックして 「完了」をクリックすると、
この画面を終了後、
「NFRMPCViewer」が起動します。
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かざす

ご確認
FeliCaポートが見つからなかった場合は、
エラーメッセージが表示されます。

http://kazas.jp

2. 見たい動画を探します。

3. 動画を購入します。

「カザスチャンネル」携帯サイトで、動画を探します。

有料動画の場合は動画紹介ページにて「購入」 を選択します。
無料動画の場合は「視聴」 を選択します。
※動画紹介ページの詳細は、動画の配信元によって異なります。

4. 視聴方法を選びます。

「パソコンで見る」 （サイトによっては、「FelicaでGO!」）を

選択します。

左の「かざす」画面が表示されます。

2. カザスチャンネル専用
iアプリ、「NFRMカザスアプリ」
を、ダウンロードします。

「カザスチャンネル」
携帯サイトのページ上部、

「アプリStart!!」から、

「ＮＦＲＭカザスアプリ」
をダウンロードします。

1. 「カザスチャンネル」 携帯サイトへアクセスします。

携帯アプリをダウンロード！「NFRMPCViewer」を起動して、
かざせる状態にしておこう！

ケータイで見る場合は・・・

「ケータイで見る」 （サイトによっては、「携帯で再生開始」）を選択します。

「ストリーミング再生しますか」というポップアップが出ますので、「はい」を
選択すると、動画の再生がはじまります。

パソコン

ケータイ ケータイパソコン

「カザスチャンネル」携帯サイト

「NFRMPCViewer」を起動すると
タスクトレイにアイコンが表示されます。

1. 用意する。

Windowsのスタートメニューから、次の手順で
「NFRMPCViewer」 を起動します。

「スタートメニュー」 ⇒ 「すべてのプログラム」 ⇒ 「FeliCaポート」
⇒ 「NFRMPCViewer」 ⇒ 「NFRMPCViewer」

3.動画を見る。

2.動画を選ぶ。
「カザスチャンネル」携帯サイトで
動画をさがそう！

1. 「カザスチャンネル」携帯サイトへアクセスします。

「NFRMカザスアプリ」-「オプション」タブ

「カザスチャンネル」携帯サイト【2.動画を選ぶ】 へ

【3.動画を見る】 へ

「オプション」 タブから 「カザスチャンネルへ」 を選択すると、
「カザスチャンネル」携帯サイトへ移動します。

ダウンロードした 「NFRMカザスアプリ」 からアクセスするには・・

かざす画面

ご使用の環境によっては
再生開始に数分かかる場合があります。

ご注意

※動画コンテンツの再生がはじまると、FeliCaポートは利用できなくなります。
動画コンテンツの再生を停止すると、再びかざせるようになります。

「NFRMPCViewer」のプレイウィンドウが、自動的にポップアップし、
動画の再生が始まります。

携帯電話のiアプリメニューから
「iアプリ」 → 「ソフト一覧」 → 「NFRMカザスアプリ」 を選択します。

自動的に
表示

iMENU ⇒ メニュー/検索 ⇒
おサイフケータイ ⇒ 『カザスチャンネル』

STEP2 カザして で見る。

効果音♪

見たい動画が見つかったら、その動画のタイトルにカーソルを合わせて、
決定ボタンを押します。動画の紹介ページが表示されます。

さらにくわしい使いかたは、
本編 「カザスチャンネルご利用ガイド」をご覧ください。

見たい動画を
選択！


