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ご紹介資料ご紹介資料 ＶＶerer ２０１２．０９２０１２．０９

On_Air/Allionは２０１２年９月現在、

本番稼働中本番稼働中本番稼働中本番稼働中：：：：４７４７４７４７局局局局

移行準備中移行準備中移行準備中移行準備中：：：： １１１１局局局局

導入決定済導入決定済導入決定済導入決定済：：：： ３３３３局局局局
おかげさまで、On_Air/Allionは皆様のご
意見をいただいて順調に育っております。
ありがとうございます。

ｺﾐﾆｭﾃｨｺﾐﾆｭﾃｨｺﾐﾆｭﾃｨｺﾐﾆｭﾃｨFMFMFMFM局向局向局向局向けけけけ統合統合統合統合システムシステムシステムシステム

〒〒〒〒721721721721----0952 0952 0952 0952 広島県福山市曙町広島県福山市曙町広島県福山市曙町広島県福山市曙町5555----9999----36363636

TEL (084TEL (084TEL (084TEL (084））））954954954954----5522  FAX (0845522  FAX (0845522  FAX (0845522  FAX (084））））954954954954----4777477747774777
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このページはブランクです。
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On_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/Allion開発開発開発開発コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト開発開発開発開発コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト

１９９２年スタート以来１９年の歴史を積み重ねてきた、コミュニティＦＭ局。
大手ＡＰＭメーカーが撤退する中、今のコミュニティＦＭ局の事業運営
に本当に必要な機能は何か？それを、コミュニティＦＭ局の経営者の声
と現場の声の両方を聞いて開発しました。
コミュニティＦＭ局の声を反映させた統合システムを開発しました。

機能・使いやすさ・低価格を追求したOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/Allionは下記の３機能の
統合ｼｽﾃﾑです。ｼｽﾃﾑの統合によりさらなるシナジー効果を発揮します。

On_Air/EDPSは営業・放送ｼｽﾃﾑです。
番組編成、契約業務、ＣＭｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ、運行ﾃﾞｰﾀ作成、素材管理、
放送確認書、請求書発行、売上分析、売掛管理等の基幹ｼｽﾃﾑです。

事業運営に必要な事務処理を上流から下流まで網羅します。

On_Air/APSは自動運行ｼｽﾃﾑです。
EDPSで作成された運行データに拠って正確にオーディオソースを
切替え、音楽素材を自動送出することにより自動運行を行います。

もちろん緊急放送にも対応しています。

On_Air/SWSはスタジオワークステーションです。
番組内のＢＧＭ、サウンドステッカ、楽曲を音源サーバより送出する

ことによりﾜﾝﾏﾝDJの運行の簡略化と事前準備の効率化を図ります。

On_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/Allionの保守体制について
On_Air/Allionは通信回線を利用し、弊社より遠隔操作により保守
メンテナンスします。
On_Air/APSはNECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞによる24時間365日の保守体制です。

On_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/Allion

On_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/AllionOn_Air/Allionは進化し続けます。

ユーザー様の声に耳を傾け、理解し、吸

収し、進化します。

“こんな便利な機能があれば”、ここがもっ
と使いやすくなれば“、

そんなお客様の声を株式会社ミウラは大

切にします。

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティＦＭＦＭＦＭＦＭ局局局局のののの現在直面現在直面現在直面現在直面しているしているしているしている放送機器放送機器放送機器放送機器のののの問題問題問題問題をををを解決解決解決解決することすることすることすること。。。。

On_Air/EDPS

営業・放送システム

自動運行ｼｽﾃﾑ ｽﾀｼﾞｵﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ

On_Air/APS On_Air/SWS
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機能概要図
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全体機器構成概要図

ISDN回線もしくは
InternetVPN回線
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On_Air/APSについて 放送運行に必要な項目をわかりやすく表示します
・現在時刻：電波時計の正確な時刻を表示します

・残時間：下記の時間表示の説明の通り、わかりやすく表示します

・ＣＨ表示：選択されているＣＨをアイコンを使ってわかりやすく表示します

・イベント情報：放送中のイベントを含め１２イベントを表示します

主な機能
・上位のOn_Air/EDPSの運行データを元に自動で素材を送出します

・ＣＭ素材、ＰＲ素材はもちろん番組や楽曲を自動送出できます

・スタジオのテイクボタンでＣＭ素材をアンタイムテイク送出できます

・緊急割込ボタンを使うと複雑な操作なし簡単にミスなく緊急放送を開始できます

・サテライトスタジオでのテイクボタン利用も可能です（オプション対応）

・On_Air/EDPSとの連携でアンタイムのＣＭ素材は放送事故が起こらないよう設定に

On_Air/APSが時間が来たら自動で強制テイクできます

・指定された秒数（1～10秒）でフェードイン・フェードアウトが可能です

FI/FOのカーブ特性は各局の仕様に合わせて設定できます

・外部機器（緊急割込装置、ＭＤ、ＣＤ、オンエアータリー等）の制御は入力３２点、出力
３２点の制御が可能です

・ＴascamMD-CD1を制御してＭＤ、ＣＤからの自動送出もできます

・音声の入力は標準８ch、拡張ボードで１２ch、Ｍａｘ１６ｃｈです（それ以上の拡張は個
別に対応させて頂きます）

運行画面（マスタ室用）

運行画面（スタジオ、同録用）

On_Air/EDIT

当日分の運行データの修正はこ
のOn_Air/EDITにて行います。

APSの運行データを直接この
EDITで修正した場合でも、放送確
認書には正確に情報が反映され
る仕組みになっています
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時間表示について
残時間３分までは青色のFull表示

残時間３分～１分までは緑色の
Count Down表示

残時間１分～１０秒までは黄色の
Count Down表示

残時間１０秒～０秒までは赤色の
Count Down表示

時間超過の場合は０秒～１分まで
マゼンタ色のCount Up表示

時間超過の場合１分以上はマゼン
タ色のFull表示

画面イメージ

緊急放送：

緊急放送時に現在選択されているＣＨをＢＧ

Ｍレベルに落とし、マスタ室のマイクを上げま
す 解除するまではマイク以外はＢＧＭのレベ
ルまでしか上がりません その他、多様な組
み合わせが可能です

Hold：現在選択されているＣＨを保持します
Take：アンタイムイベントの送出を開始します
Ｓkip：Nextイベントをスキップします

Reset：フェーダの位置をリセットします

コマンドボタンについて

通常時はロックされていてボタン

は押せません

マスタラック構成例
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通常のアンタイム制御です。
takeボタンが押されない限り、

設定された時刻がきてもNextイ
ベントは開始はされません。
また、次の確定イベントの開始

時刻になった場合はその間のイ
ベントはスキップされます。

NextイベントがＴの時は開始
時刻まえにtakeボタンが押されれ
ばＵと同じ動作になります。
Ｔのイベントは開始時刻になれ

ば自動的に開始されます。

UnTimeUnTimeUnTimeUnTime ＵＵＵＵ

UnTimeUnTimeUnTimeUnTime ＴＴＴＴ

UnTimeUnTimeUnTimeUnTime ＳＳＳＳ NextイベントがＳの時は、最後

の（通常スタジオ）イベントの調整

後の時間が０になる時刻になっ
た時点で自動的に開始されます。
それ以外はＴと同様です

UnTimeUnTimeUnTimeUnTime ＲＲＲＲ
NextイベントがＲの時は、最後

の（通常スタジオ）イベントの調整

後の時間が設置値（初期値１分）
になる時刻になった時点で自動的

に開始されます。それ以外はＴと
同様です。

放送事故防止について
On_Air/EDPSと連動し、通常のアンタイムテイク機能に加えて３つの制御区分を設けることによ

り、ＣＭを確実に送出し放送事故を未然に防ぎます。

On_Air/EDPSと連動し、入稿遅れの素材に警告を出し、その素材が間に合わなかった場合には
緊急送出用の素材を再生し放送事故を防ぎます。

アンタイムテイク機能
素材及び運行データ存在チェック警告機能

ファイルファイルファイルファイルがががが無無無無いいいい場合場合場合場合
使用するファイルが無い場合は画面のファイル名

（CM_ID)が黄色になって表示されます。
ファイルが無いイベントが１時間（出荷設定 設定

ファイルにて変更可能）以内になると、上部に警告が表
示されます。
ファイルが無いまま、開始時刻になった場合は代替

ファイルFL00009999．MP3（設定ファイルにて変更可
能）が再生され、無音事故を防止します。

翌日翌日翌日翌日のののの運行運行運行運行データデータデータデータのないのないのないのない場合場合場合場合
当日の１７時を過ぎでも翌日の運行データが作成さ

れていない場合にも上部に警告が表示されます。
完完完完パケパケパケパケ番組番組番組番組のののの素材長素材長素材長素材長がががが足足足足りなかったりなかったりなかったりなかった場合場合場合場合
実素材長が放送時間より短かった場合には代替ファ

イルを時間いっぱい連続再生します。
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①リソース代替
プルダウンでCHを選択して（左が元 右が先）チェックボックスをONにすると、その「元」CHが
Next（待機）になった時点で「先」に置き換えられます。
Ａスタジオの機器不良でＢスタジオから送出に急遽変更する場合等に使用します。
clear ボタンは選択を初期化（無選択）化します。
now ボタンにて既にNext になったリソース、送出中のリソースも切り替えます。
（TAKEボタン、タリーも伴って変わります）

①CTRL TEST
プルダウンでCHを選択して スタート／ストップボタンを押すとそのデバイスに
制御信号が送られます。（動作テスト用です）

①緊急CH
プルダウンでCHを選択して緊急ボタン（上部）を押すと選択したＣＨが緊急送出されます。
スタジオのトラブル中にＣＳを送出するなどに使用します。
チェックボックスをONにすると元のソースを消音 ONでない場合は弱音にします。

機材故障時の対応について
スタジオ機材の故障時のスタジオチェンジやＣＳ放送

時の受信異常時の代替送出が簡単になりました。

現在イベントも含めて以降のイベントを運行データを

書き換えることなく簡単にリソース代替できます。

もちろん、TakeSWの制御、タリー表示も瞬時に

切り替わります。
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On_Air/SWSについて
On_Air/EDPSと素材情報を、On_Air/AＰＳと音源素材を共有し、プレイリストより、再生します。

プレイリストは一度作成すれば後は、日々修正すれば、効率的に音源が送出出来ます。

日々の収録はＳound it！等を利用して波形編集し、簡単にパケ化できます。

ＳＭＰプレイヤ

ワンマンＤＪ時に簡単に音源送出するためのプレイヤです。
ＢＧＭ、楽曲の再生が簡単にできます。
番組のキューシートの順番に沿って素材を選択しプレイリストを作
成すれば素材が順番に再生されるため、ワンマン時もしゃべりに
集中することができます
素材は標準でリピート再生されるため、しゃべりが長引いてもＢＧ
Ｍの終わりを気にすることはありません。しゃべりに集中できます
再生の順番が入れ替わったときは素材をホールドします
右側は、効果音等のポンだし機能です。音声が重なって再生され
ます。キーボードのテンキーに対応しました。ノートパソコン用テン
キーパッドを利用すれば卓周りもすっきりします。
オプションで音源ボードを増設することにより３ｃｈ別々にスタジオ
ミキサーに音を立ち上げることが可能です。さらに機能拡張し、
フェーダスタート、フェーダストップも可能です。

スタジオ利用例

オプションのタッチパネル液晶ディスプレイとフェーダスタート制御ユ

ニット、拡張オーディオボード８chのフルオプション構成です。

ＳＷＳから本線用フェーダーにＳＴ３ch、検聴用スピーカにＳＴ１chが出
力されています。

素材再生の開始はＣＨ ON状態でフェーダスタート、ＣＨ OFF状態で
フェーダをあげてONでスタート、もしくはタッチパネルでプレイボタンを
押します。

素材再生の終了はフェーダを下げるかＣＨ OFF、もしくはタッチパネ

ルのストップボタンを押します。
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On_Air/SWSについて

Ｓ３Ｐプレイヤ プレイリスト作成

既設のＭＤ・ＣＤプレイヤの替わりに音源送
出するためのプレイヤです。
操作パネルを一元化することにより、簡単操
作で、ＢＧＭ、楽曲の送出が可能です。
プレイリストから素材を選択し、ボタン一つで
再生を開始します。
リピートボタンを押せば、ＢＧＭの終わりを気
にすることはありません。同一素材を繰り返
し再生します。
オプションで音源ボードを増設することによ
り３ｃｈ別々にスタジオミキサーに音を立ち上
げることが可能です。さらに機能拡張し、
フェーダスタート、フェーダストップも可能で
す。

日々の運行データを検聴するためのプ
レイヤです。

基本的に素材を間違えて再生すること
はありませんが、ＣＭの確認の為に早

聞きプレイヤをつくりました。頭だけ聞い
ていけば約１０分で１日分のＣＭ素材の
確認が出来ます。

カンパケ番組を作成するときにこのプレ
イヤでＣＭを再生すれば、ＣＭ入りのカ
ンパケ番組を簡単に作成できます。もち
ろん、カンパケ番組で流れたＣＭも放送
確認書に反映させることが出来ます。

ＳＭＰ、Ｓ３Ｐのプレイリストとパッドリストを作成します

EDPSで登録されたAPSの素材を共有して、プレイヤ
用のプレイリストと、パッドリストを作成します。

１つのリストに、パッドリストを６ページ、自動再生用の
プレイリストはＳＭＰ用に１ページ作成できます。

各プレイヤのチャンネル毎に異なったリストを読み込
むことができますので、最大、１８のパッドリストを読み
込むことができます。

各パッドに登録できる素材の制限は特にありません

ＳＳＰプレイヤ
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On_Air/SWSについて

最新のスタジオ利用例

既存のアナログ卓と同等の使い勝手を安価なデジタル卓で実現しま
した。老朽化したアナログ卓をＳＷＳとともに更新しデジタル化すること
によって、業務の効率化を図ります。
そろそろ、編集に時間のかかるＭＤを修理するのではなく、パソコン
と波形編集ソフトを利用したシステムを駆使し、業務の効率化を図りま
せんか？

ＡＰＳと同じYAMAHA ０１Ｖ９６をスタジオのミキサとして利用します。
デジタルミキサ特有の階層化され使いにくい設定項目をＭＩＤＩコント
ローラをおくことにより、アナログミキサーと同様につまみを回すだけ

で設定の変更が可能です。

カフの制御はオプションです。ワンマンＤＪ用マイ
クはフェーダと連携しており、フェーダーをあげる
とモニタスピーカがミュートします。
ゲスト用マイクのカフＳＷを押すと、ＳＷＳがマイ
クをOFF状態にして、タリーランプをＯＮにし、モ
ニタースピーカをミュートします。また、卓のマイ
クON-OFFスイッチでゲスト用マイクのカフＳＷを
リモコン操作できます。

フェーダスタート制御ユニット、拡張
オーディオボード８chはオプションで
す。
ＳＷＳから本線用フェーダーにＳＴ３
ch、検聴用スピーカにＳＴ１chが出
力されています。
素材再生の開始はＣＨ ON状態で
フェーダスタート、ＣＨ OFF状態で
フェーダをあげてONでスタート、もし
くはタッチパネルでプレイボタンを押
します。アナログ卓と同等の使い勝

手を実現しています。
素材再生の終了はフェーダを下げ
るかＣＨ OFF、もしくはタッチパネ

ルのストップボタンを押します。

ポンだし機能はキーボードのテン
キーに対応しました。ノートパソコ
ン用テンキーパッドを利用すれば
卓周りもすっきりします。
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１．特徴
• 少人数での運用に耐えられるよう、わかりやすいオペレーションを

実現しています。

• 番組編成から契約業務、運行データ作成を行い放送確認書、請
求書発行までを一元的に管理できます。

• On_Air/APS（自動運行システム）と連動し、実際に放送された実績

データにて放送確認書を作成するため、放送漏れも確実にチェッ
クできます。

• 売上データ管理に関しては、各種分析帳票を用意しております。も
ちろん、データベースを参照しユーザーサイドでの帳票作成も可能
です。

• 放送事業以外の販売品目に関しても売上請求管理システムにて
対応致します。

• 市販財務パッケージ等との連動が可能です。（オプション設定）

ＥＤＰＳＥＤＰＳに関してに関して

番組編成

特別番組編成

番組枠展開

再番組枠展開

契約入力

時間取り

CM素材割付

自動時間取割付

自動穴埋め

穴埋結果修正

運行データ作成

APSデータ取込

放送確認書作成

請求書作成

煩雑な番組編成が簡単に行えます 以前の番組

をひな形として流用できます

特番の編成が行えます 通常番組との差し替えも

簡単です

１クールの以上の展開も可能です

番組の編成が変わっても時間取り情報を引き継

いだまま再枠展開が可能です

CMの契約入力です 不定期・不定額の請求に対

応 主契約に紐付く従契約の同時登録が可能

期間/曜日/時間/CMﾁｬﾝｽ順位等の組合により

一括自動時間取します 同業種ﾁｪｯｸ機能も有り

期間/曜日/時間/CMﾁｬﾝｽ順位等の組合により

一括自動割付します 線引き表も出力できます

最新のCMデータを残したまま空き部分に先週の

CMデータを放送順位を継承し割り付けます

以前の週の穴埋め状態を参照もしくはCM素材の

優先順位を元に自動で穴埋めします

１日単位の自動作成された運行ﾃﾞｰﾀの矛盾ﾁｪｯ

ｸを行い最終的に確認・調整します

運行ﾃﾞｰﾀを作成しﾈｯﾄﾜｰｸ経由にて自動で

On_Air/APSにﾃﾞｰﾀを渡します

On_Air/APSの実績ﾃﾞｰﾀと指示ﾃﾞｰﾀの整合性をﾁ

ｪｯｸし差分があればｴﾗｰﾘｽﾄを出力します

On_Air/APSの放送実績ﾃﾞｰﾀを元に放送確認書

を作成します

契約入力を元に請求書を作成します
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２．番組編成

• ベースとなる番組フォーマットの編成を行います

• 番組表を作成します

• 特別番組の差し替えも簡単に行えます さらに機能拡張しました

• 番組の編成が変わっても情報を引き継いだまま再枠展開が可能です

フォーマットが変わりCM枠がなくなった場合、時間取りされていれば、

振替画面が表示されます。（削除リストも印刷できます）

• 番組編成中に時間取り情報の登録も行えます。（先取登録）

時報・サウンドステッカーなどを予め番組編成とともに登録しておくと、
枠展開と同時に素材が割りつけされています。

• 番組とCM素材とのナレーションのチェックもできるようになりました

月間番組表

特番枠展開
再枠展開

番組編成
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３．契約業務１

• 契約の基本情報、時間取り情報、確認書印刷情報、請求情報等の
登録・変更・削除を行います

• 請求に関しては不定期、不定額での請求に対応しております

• 現在有効な契約だけを表示することができます。（過去の契約も検索でき
ます）

• 残り本数の少ない契約や契約期間の切れる契約も抽出できます。

契約入力検索

カレンダー時間取り割付

メインメニューの表示したい週をダブルク
リックすると、時間取り画面が開きます。

• 各局様から要望の出ていた、既存の顧客ありきの契約入
力のスタイルに機能追加としてカレンダーありきの契約入
力の機能を付加しました

• この入力方法によって、日々の運用におけるデータメンテ
ナンスが簡単になりました。

契約入力

• 契約一覧表/

• 契約台帳も印刷できます
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• 契約単位に時間取りを行います
• 期間指定、曜日指定、日指定、時間指定、ＣＭチャンス順指定等の組合せ

によって時間取りの業務を簡単にしかも正確に行います
– 個別時間取り→ＣＭチャンス毎に個別に入力する機能

– 一括時間取（縦展開）→バーゲンやイベントの告知等の短期間に何度も告
知する場合に利用すると便利な機能

– 一括時間取（横展開）→時報広告等の長期にわたって同一の時間帯での
時間取りに利用すると便利な機能

• 曜日毎に毎週同じであれば先週分をそのままコピーできます
• 同一CMチャンスでの同業種チェックを行います（選択式）
• 同一CMチャンスでのナレーションのチェックもできるようになりました

• 可能な限りの自動化を行いオペレータの負担を減らします。

• 契約数の各週、各曜日の縦横集計をつけました。これでその月に何本の枠
取りをしているかが簡単に把握できるようになりました

４．契約業務２

一括時間取（縦展開）

一括時間取（横展開）

時間取スポット（曜日表示）

時間取り
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５．契約業務３

• 時間取りされた枠にＣＭ素材を割り付けます

• 期間指定、曜日指定、時間指定、ＣＭチャンス指定等
の組合せによって簡単に割り付けできます

– 個別ＣＭ素材割付→ＣＭチャンスに個別にＣＭ素材を割
り付ける機能

– 一括ＣＭ素材割付→期間、曜日、時間を指定してその
範囲にあるＣＭチャンスに自動で素材を割り付ける機能

• 時間取り表（タイムテーブル様式）、時間取り表（一覧
様式）での出力ができます

– ＳＢは横線で正立文字

– ＰＴは斜線で斜体文字で表現します

• 可能な限りの自動化を行いオペレータの負担を減らします。

一括ＣＭ素材割付

個別ＣＭ素材割付

時間取り表 時間取り表（詳細版）

CM素材割付
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６．運行ﾃﾞｰﾀ作成 • ＰＲ素材や自動穴埋め対象のＣＭデータ（優先順位
の設定可能）を使って運行データを作成します

• 自動穴埋めされたデータを最終チェックします

• 矛盾チェックを行うことにより枠矛盾、時間取り矛盾、
秒数矛盾をなくし放送事故を防ぎます

７．素材管理

• ＣＭ素材の情報を登録・修正・削除を行います

• 自動穴埋めの為の素材を指定できます

• 素材ファイルの差替えを行います

• 最新のCMデータを残し
たまま空き部分に先週の
CMデータを放送順位を
継承し割り付けます

自動時間取割付

自動穴埋め

• 以前の週の穴埋め状態
を参照もしくはCM素材の
優先順位を元に自動で穴
埋めします

穴埋め結果修正

CM素材登録
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８．放送確認書

• 放送が完了したCMはＡＰＳのログデータに残ります
EDPSの放送予定と照合し、確認書として印刷され
ます 当日差し替えられたCMも予定外のCMとして
処理され、確認書に印刷することができます。

• オーディオファイルから放送しない生放送CMの確
認書も発行することができます

• サービス契約分の放送確認書も出力できますので
クライアントへのアピールが可能です

スポット放送確認書 コーナー放送確認書 タイム放送確認書
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９．請求書

• 請求書を発行します

– 代理店向けの請求書、請求明細書

– 直契約の請求書、請求明細書を発行します

• 可能な限りの自動化を行いオペレータの負担を減ら
します。

– 毎月同額の請求は自動で明細を作成します。

– 窓空き封筒対応 請求書用ラベル印刷も行えます。

請求書（代理店請求） 請求書明細書（代理店請求） 請求書（直請求）
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１０．売上分析1

• 費目別売上集計
費目４種とそれ以外の月別集計を構成比、前年同月比で表します

• 広告主別売上集計
広告主別売上を月別に集計し、上位２０社をグラフにて表します

• 業種別売上構成比
業種別売上高構成比推移を１２ヶ月で、また、指定期間での業種別売上

構成比をグラフで表します

• 契約金額集計表
縦軸を契約日、横軸を売上金額としたクロス集計表

今後、どれくらいの受注残があるかを表します
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１１．売上分析２

• 契約状況一覧表
指定期間のCM枠の契約率を一覧表示します。（CM枠・時間帯）

• 売上一覧表
売上明細を売上分類ごとに印刷します。

• 売上分類集計表/売上科目集計表
売上明細の金額を売上分類単位又は科目単位に集計印刷します。

• 売上一覧表（広告主）
内部管理用の請求明細表です。
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１３．売掛請求管理

売掛の管理を行います。
納品書の印刷・入金管理・得意先元帳の管理ができます。

• 入金消込機能もありますので、コンピュータで入金残の管理も行なうこと
ができます。

オプションで市販の財務管理パッケージへのデータ連係も可能です。

１２.契約申込書

• 契約申込書入力

見積もり物件を入力しておき、申込書を印刷します。

正式受注された場合は、そのデータを元に契約入力
を行います。



24

１4.裏録機能（オプション機能）

• 録音素材差替

録音された素材を後の番組で放送する場合、

録送計画をたてていれば、放送日運行データ作成前に

まとめて差替えします。

• 完パケ自動調整

ｽﾀｼﾞｵでアンタイム放送している番組を録音した場合、

録音した長さに合わせて、再放送番組のフォーマットを

簡単に調整できます。

ｽﾀｼﾞｵだけを録音しますので、再放送番組は別のCMを

流すことも可能です。

• 番組編成 録音箇所

通常の番組編成入力で同時に録音指示もできます。

又、裏で放送されている番組の録音もできます。

定期的な録音計画ができます。

• 録音計画入力

運行データを作成する直前でも録音計画は追加できます。
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On_Air/AllionWithoutEDPSについて

運行データをOn_Air/EDITにて作成し、On_Air/APSにて自動運行します。
ＥＤＰＳに関しましては、将来的に、顧客数が増えて、業務の効率化を図りたくなった場合、また、弊社がシステムを拡張し、
各局様が作成された番組を弊社のシステムで配信できるようになった場合等、ＥＤＰＳの追加導入をご検討頂く時には、その
まま資産を継承し、移行することが可能です。今後、ご要望があれば、インターネット回線を利用して、弊社ＡＳＰサービスに
てＥＤＰＳをレンタル利用できるようにいたします。

かねてよりご要望のありました“ＥＤＰＳなし”のシステムをリリースします。
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注意事項注意事項注意事項注意事項

【その他】
①On_Air/EDPSはスタンドアロン版が標準です。複数台同時利用可能な、ＬＡＮ対応版もオプションにて対応いた
します。

②本システムでは１ｃｈが標準です。デジタル化に向けてのマルチチャンネル化はオプションでの対応となります。
（２ｃｈ～８ｃｈまで）

【On_Air/Allionの保守体制】
①ソフトウエア保守契約（月額￥２０，０００のサポート契約必須）

従来の電話によるサポートではなくOn_Air/AllionはインターネットVPNやISDN等の通信回線を利用し、パ
ソコンを直接、遠隔操作することにより保守メンテナンスしますので、障害対応の時間が非常に短時間
ですみます。

②ハードウエア故障に関しては
On_Air/APSのＰＣ部分はNECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞによる24時間365日のコール２時間以内のオンサイト保守です。
ミキサー部分は代替機を用意します。

On_Air/EDPSのＰＣ部分はNECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞによる月曜日から土曜日の8:30～21:00のコール２時間以内の
オンサイト保守です。

【On_Air/Allionのバージョンアップ】
このシステムは市販のパソコン機器を利用して動作しています。
このシステムで利用するパソコンの法定耐用年数は４年です。保守に関しましても５年間の保守は含んでおりま
すが、期間の延長はできません。

６年目以降に関しましてはシステムで利用するパソコンの部分的な更新のみで安価に継続利用して頂けます。
（（（（※※※※更新時更新時更新時更新時のののの金額等金額等金額等金額等につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては営業担当営業担当営業担当営業担当にににに別途別途別途別途おおおお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。）。）。）。）
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導入実績(201２年９月現在)

お問い合わせ先：
〒721-0952 広島県福山市曙町5-9-36
株式会社ミウラ

ＩＴソリューションカンパニー
井上 広

hiroshi.inoue@kkmiura.jp
tel:084-954-5522  fax:084-954-4777

会社概要

本社所在地 〒730-0054

広島県広島市中区南千田東町３番９号

創業 昭和28年11月1日
(法人設立 昭和３２年１２月２４日)

資本金 9,000万円
社員数 420名(２００４年４月１日現在)
年商 68億円(２００３年１０月)

事業所 広島 福山 岡山 東京 名古屋 福岡
URL http://www.kkmiura.co.jp

On_Air/Allionは現在２０１２年９月現在、

本番稼働中本番稼働中本番稼働中本番稼働中：：：：４７４７４７４７局局局局

移行準備中移行準備中移行準備中移行準備中：：：： １１１１局局局局

導入決定済導入決定済導入決定済導入決定済：：：： ３３３３局局局局
おかげさまで、On_Air/Allionは皆様のご意見
をいただいて順調に育っております。
ありがとうございます。

手助けくん(売上請求管理システム) 
株式会社エフエムふくやま 様 (1998/06) →On_Air/Allionﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ

On_Air (スタンドアロン版)
株式会社宮崎サンシャインエフエム様(1999/02)→On_Air/Allionﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ
高知シティエフエムラジオ放送株式会社様(2000/04)
株式会社中国ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ様(2000/05)→ On_AirⅡへﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ (2004/03）
株式会社エフエムとなみ様(2001/04) →On_Air/Allionﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ
株式会社シティエフエムぎふ様(2002/07)
やまがたシティエフエム様(2002/10)

On_Air (ＬＡＮ対応版)
中国 上海 東方電台様(1999/11) マルチチャンネル版（４ｃｈ）
飯田エフエム放送株式会社様(2001/10）→ On_AirⅡへﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ (2004/03）

On_AirⅡ（新バージョン）
株式会社エフエムもりぐち様(2003/09)
五日市コミュニティ放送株式会社様(2004/04)

On_Air/Allion（統合システム）
１．株式会社エフエムふくやま様(２００５/０７)
２．株式会社エフエムくらしき様(２００５/０７)
３．株式会社エフエム西東京様(２００５/０８)
４．函館山ロープウエイ株式会社様（２００５／１０）
５．エフエムゆめウエーブ株式会社様（２００６／０２）
６．葛飾エフエム放送株式会社様（２００６／０５）
７．南紀白浜コミュニティ放送株式会社様（２００６／０７）
８．エルシーブイ株式会社様（２００６／１０）
９．株式会社エフエムびさん様（２００６／１０）
10.福岡コミュニティ放送株式会社様（２００６／１２）
11.富山シティーエフエム株式会社様（２００６／１２）
12.ＦＭ小田原株式会社様（２００７／０１）
13.すまいるエフエム株式会社様（２００７／０１）WithoutEDPS版
14.株式会社宮崎サンシャインエフエム様（2007/04）８ｃｈｽｲｯﾁｬ仕様
15.奥州エフエム放送株式会社様（２００７／０４） ８ｃｈｽｲｯﾁｬ仕様
16.株式会社エフエム三木様（２００７／０７）
17.知多メディアスネットワーク株式会社様（２００７／０７）
18.株式会社エフエムあまがさき様（２００７／０８）
19.藤沢エフエム放送株式会社様（２００７／０９） WithoutEDPS版
20.株式会社エフエムとなみ様(２００７／１１)
21.福知山FM放送株式会社 様（２００７／１２） WithoutEDPS版
22.株式会社 エフエム岡崎様(２００８／０１) WithoutEDPS版
23.エフエム高松コミュニティ放送株式会社様(２００８／０３)
24.浜松エフエム放送株式会社様 (２００８／０３)
25.エフエムとよた株式会社様（２００８／０５）８ｃｈｽｲｯﾁｬ仕様
26.室蘭まちづくり放送株式会社様（２００８／０７）On_Air/mini仕様
27.株式会社ＦＭ島田様（２００８／０９）
28.株式会社エフエム小国様（２００８／１０）
29.株式会社鈴鹿メディアパーク様（２００９／０１）
30.株式会社エフエム戸塚様（２００９／０４）

31.株式会社シティエフエム静岡様（２００９／０８）
32.FM TANABE株式会社様（２００９／０９）On_Air/mini仕様
33.株式会社姫路シティFM21様（２００９／９）
34.株式会社エフエムあやべ様（２００９／１０）WithoutEDPS版
35.ファイトマイタウンひたち協同組合様（２０１０／０１）Ｍini仕様
36.株式会社 DARAZコミュニティ放送様（２０１０／０３）
37.株式会社京都リビングエフエム様（２０１０／０４）
38.株式会社エフエムみしま・かんなみ様（２０１０／０９）
39.エフエム宇治放送株式会社様（２０１０／０９） WithoutEDPS版
40.海老名エフエム放送株式会社様（２０１１／０１） WithoutEDPS版
41.NPOラヂオきしわだ様（２０１１／０３） Mini版
42.株式会社やおコミュニティ放送様（２０１１／０９）
43.株式会社エフエムたじみ様（２０１２／０２）
44.宇和島ケーブルテレビ株式会社様（２０１２／０２）
45.FMラインウエーブ株式会社様（２０１２／０３） WithoutEDPS版
46.あづみ野FM 放送株式会社様（２０１２／０８） WithoutEDPS版
47.長岡移動電話システム株式会社様（２０１２／０９）

【On_Air/Allion（県域バージョン）】
１．株式会社 ＣＲＯＳＳＦＭ様（２００９／０４）
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