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ログイン ログアウト 
https://user.hls-video.jp/ から、ご連絡のログイン ID 
（メールアドレス）とパスワードでユーザー管理画面に 
ログインしてください。 

パスワードを忘れた方は、パスワードを忘れた方はこちらへ 
から再設定いただけます。 

ユーザー管理画面右上の 
「ログアウト」ボタンで 
いつでもログアウトでき 
ます。 
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サムネイル動画タイトル下のリンクをクリックして、

「字幕編集」

「アイコンリンク編集」

「アニメーション GIF 編集」

「動画別アクセス解析」

を操作できます。

ログインされると、ホーム画面が表示されます。 
ホーム画面では、 左フレームに新着動画として、 アップロ

ードされた動画順に最大 15 件サムネイル表示されます。

15 件以上の動画がアップロードされている場合は、 右メニ

ュー 「動画一覧」 画面で一覧表示されます。 アップロード

された動画本数が多い場合、 タグや動画情報でお探しの

動画を検索も可能です。

動画の各サムネイルをクリックすると、 「動画情報編集ページ」

に移り、 アップロードされた動画の情報表示や各種設定変更が

行えます。
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ホーム画面右フレームはメインメニューとなっており、各項目をクリックすると左フレームに各項目表示されます。 

項目 機能

トップ

動画一覧

動画アップロード

アクセス解析

セキュリティ設定

メール設定

アカウント情報

ディスク情報

転送量

プラン名

ユーザー名

サービス利用期間

最大 15 件の新着動画がアップロード順に表示されます。

アップロードされたすべての動画一覧を表示します。

こちらの画面から動画をアップロードします。

アップロードされた動画と変換機能で作成されたアニメーション GIF ごとのアクセス状況の
確認や､動画すべてのアクセス状況の CSV ファイルをダウンロードできます ( 過去 6 ヶ月 )。
動画ごとのアクセス状況は､動画サムネイルの 「動画別アクセス解析」 をクリックいただく
とグラフ表示されます。 　※アクセス状況は一定のタイムラグがあります。

ユーザー管理画面へログイン可能な場所や、 動画公開ページ、 動画を貼り付けた
（ホーム） ページへの閲覧制限を IP アドレスで制限できます。

メールアドレスを登録 ( 最大 5 件 ) すると動画アップロードのお知らせなどを送信します。

お客様のアカウント情報を表示します。 この内容はお客さまにて変更できませんので、
変更ご希望の際はご連絡先変更フォームからご連絡ください。

現在アップロードされた動画の総量を表示します。 （ご利用いただける容量はお客様の
ご契約状況により異なります。）

現在アクセスされ、 配信された転送量を表示します。 （毎時更新）

ご利用中のプラン名を表示します。 

お客様のログイン ID です。

ご利用のプランによって下記の通り表示されます。
お試しプラン : 利用可能な日付   スタンダードプラン : 月次契約   ボリュームプラン : 従量契約
ご解約の場合は、 サービス解約フォームより、 ご解約されたい日の１ヶ月前までにご連
絡ください。
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メインメニューの 「動画アップロード」 より、 配信したい動画のアップロードを行います。
取り急ぎ、 必須項目 （アップロード動画とタイトルの指定） のみで動画のアップロードが行えます。

項目
必須
項目 機能 ワンポイント

アップロード
後の変更

動画

タイトル

説明

動画タグ

自動再生

公開

公開期間

通知メール送信

Facebook 連携

Twitter 連携

サムネイル秒数

暗号化

動画変換オプション

○

○

×

○

○

○

○

○

○

-

○

○

○

×

×

アップロードしたい動画を選択します。

「公開ページ」「新着動画」「動画一覧」に反映さ
れます。

「公開ページ」に反映されます。

検索時に有効です。

アクセス時､自動的に再生させることができます。

動画の公開・非公開を選択できます。

公開する際の期間を設定できます。

アップロードした動画の変換完了時にメール設定
で登録したメールアドレスに通知が可能です。

ご希望の Facebook のウォールにコメントと共に
投稿ができます。

簡単操作で Twitter に投稿ができます。

動画の１画面を切り出してサムネイル画像の指定
ができます。

動画を暗号化して変換、配信ができます。

個別に設定することで詳細な動画変換､配信が可
能となります。

Facebook へのログイン情報が必要です。

Twitter へのログイン情報が必要です。

容量に余裕がある場合は「元動画と同じ」
設定でＯＫです。

強度なセキュリティ配信が可能ですが､処理
速度が低下するので通常は「しない」で
アップロードしてください。
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※ 下記条件に合致する動画ファイルのみアップロード可能となります。

　 ファイル形式：WMV,AVI,MPG,MOV,M4V,3GP,3G2,FLV,MP4 のいずれか

　 ファイルサイズ：1GB まで

　 ビットレート：4096kbps まで

※ アップロードに失敗する可能性があるため動画ファイル名に半角カッコ ("()") を使用しないでください。

動画のアップロード中はアップロード状況が表示されます。

「メール設定」 や引き続き他の 「動画アップロード」 の操作も可能です。

アップロードが完了すると完了画面が表示され､メール設定が行われ

ているとアップロード後の動画変換完了時に通知が行われます。

※変換完了までお時間がかかる事があります。
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アップロード後、 配信の為に変換された

動画は 「新着動画」 および 「動画一覧」

でサムネイル表示されます。

サムネイルをクリックすると 「動画情報

編集ページ」 に切り替わります。

サムネイルをクリックすると変換後の動画が再生されます。

右下の 「公開ページを確認する」 をクリックすると第三者

に公開するページで実際に配信動画を確認できます。

動画情報編集ページで､「公開」 を非公開設定にしていると

第三者は動画を閲覧できません。 また､「公開期間」 を設

定している場合も期間外は閲覧できません。

このページのＵＲＬは､「公開ページ URL」 の項目に表示さ

れます。
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「貼り付けコード」と「サムネイルURL」 
「貼り付けコード」 と 「サムネイル URL」 を利用して､公開ページ
以外のお客様のホームページなどで動画配信が可能です。

ご自分の Twitter､Facebook に､メッセージと共に動画を投稿できます。

Twitter･Facebook への投稿 
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アイコンリンクとは､画像を用意してクリックしたときのＵＲＬリンク
先を指定することにより､閲覧者をリンク先に誘導することが可能
になる機能です。
任意の場所やサイズで､任意の再生時間に複数表示させることが
可能です。

アイコンリンク 

動画に字幕を挿入できます。
字幕は開始期間を区切って複数の指定が可能です。

字幕の挿入 
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サムネイル下のリンクをクリックすると､動画ごとのアニメーション GIF
編集画面へ移動します。

作成されたアニメーション GIF は編集画面下部に一覧表示されます。
（最大 100 枚まで作成可能）

サムネイル下の 「詳細」 リンクから詳細ページへ移動し､画面サイズ､
ファイルサイズ､GIF ファイルを第三者へ公開する際の URL などの情報
が確認できます。

※高いフレームレート (1 秒間に表示する画像の枚数 ) で変換を行う
　 場合､変換する画面サイズが大きいとファイル容量が大きくなります
　 のでご注意ください。

動画の指定の秒数より最大15秒アニメーションGIF に変換が可能 
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サムネイル下のリンクをクリックすると､動画ごとの端末別アクセス
情報を確認することができます。

アクセスした端末別､日別にアクセス情報を表示します。

グラフへのマウスオーバーで詳細なアクセス件数を表示

グラフ下の日付リンクをクリックすると該当日の時間別アクセス件数を表示

過去 6 ヶ月間のアクセス情報

グラフ表示 

●日付別アクセス解析 (動画 )
　アップロードした動画のアクセス情報を
　表示します。

●日付別アクセス解析 (GIF)
　変換機能で作成したアニメーション GIF
　のアクセス情報を表示します。
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メインメニューの 「アクセス解析」 ページよりすべてのアップロード
動画および変換機能で作成されたアニメーション GIF のアクセス
情報一覧を CSV でダウンロードすることができます。

ダウンロード 


