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テレビ会議・ウェブ会議・電話会議システム市場専門トレンドワッチ    Vol. 20 No.13 2018年 7月 15 日    

 

 製品・サービス動向-国内            

■ファーウェイ：多岐にわたるビデオ会議製

品ポートフォリオ、充実した異メーカ機種

との相互接続、迅速な日本ユーザへの保守

サポートを提供 
（取材：7月 3日） 

「ファーウェイ（HUAWEI）は一例として国内の大

手携帯事業者へ交換機を提供している実績が示すよう

に、ビデオ会議システム製品も、品質がよく、故障率

が低い。当社、往来技術は日本国内での１次代理店

(VAP: Value Added Partner)として HUAWEI のビデオ

会議製品を扱っている。」（往来技術） 

 往来技術株式会社（http://www.allrighttech.co.jp/）

は、この定期レポートの長年の読者であればご存知か

と思うが、2001 年に設立されたオーライソフトウェ

ア株式会社を母体とした IT 機器の販売・構築・運用・

保守などを手掛けているシステムインテグレータ。

2014 年 10 月より HUAWEI 製品の取り扱いを開始、

2016 年 4月に現社名に変更し、現時点では「HUAWEI

ビデオ会議システム」関連製品の国内唯一の 4つ星認

定販売パートナーに指定されている。ビデオ会議シス

テムの販売を担当するメンバーは、ISDNビデオ会議の

時代からメーカや販売会社などで開発や販売、ユーザ

導入の実績を積み重ねてきた人材が携わっている。 

 
HUAWEI ビデオ会議のこれまでと実績 

 HUAWEI 社（http://e.huawei.com/jp/）のビデオ会

議システムへの参入は 1993 年までさかのぼる。CNA

レポート・ジャパンの橋本は、2002 年に香港の某展示

会で HUAWEI のビデオ会議製品の展示を始めて取材

したことがある。中国メーカは初めて取材することも 

 

 

 

あり相当興奮した記憶があるが端末から MCU まで豊

富なラインナップに圧倒されたのを覚えている。 

HUAWEI がビデオ会議に参入して以来、フルトラン

スコーディング MCU 開発のほか、ハイビジョン時代

には 1080p60 ビデオ会議システム、その後、パノラ

マテレプレゼンス、1080p60 トランスコーディングな

ど各種数々の“業界初”製品で市場を驚かせてきた。 

現在の実績としては、2016 年末までに端末合計 30

万台以上を 100 か国以上に販売している。世界市場で

のシェアはシスコ、ポリコムに続く第 3 位（16.6%、

IDC 調べ）を獲得している。３つの開発センターに

1,200 人以上の開発者を擁し、700 以上の特許を有す

るという。 

 
多岐にわたるビデオ会議製品ポートフォリオ 

HUAWEI のビデオ会議ポートフォリオは、モバイル

からテレプレゼンスなどのエンドポイントから、音響

などのインテグレーションに対応した端末、インフラ

装置、専用カメラ・マイクまで多岐にわたる豊富なラ

インナップを提供している。 

 

 
HUAWEI ビデオ会議システムポートフォリオ 

（ファーウェイ・ジャパン） 

 

http://www.allrighttech.co.jp/
http://e.huawei.com/jp/
http://cnar.jp/
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大企業から中小企業における、デスクトップからハ

ドルルーム、中大規模会議室、講堂までさまざまな用

途を想定している。一方、インフラ装置は安定稼働で

実績があるとともに自動再接続など冗長化に優れてい

るようだ。 

この 3、４年の間でも、ポータブルなビデオ会議端

末「TE10」、ハドルルーム向け「TE20」、オールイン

ワン型の「DP300」、4K対応「TX50」といった端末

製品から、USB 接続で簡単にコンテンツ共有が行える

「AirPresence Key」、そして 4Kカメラ「VPC800」、

トラッキングカメラ「VPT300」といった専用カメラま

で揃えてきた。多地点接続装置製品においても、ソフ

トウェア型MCU「CloudMCU」のほか、ハードウェア

MCU「VP9600 シリーズ」向け 4K対応ボードがリリー

スされる予定。 

「ビデオ会議業界において、ソフトウェアやクラウ

ド化への移行は顕著なトレンドだが、ユーザのニーズ

は全てソフトウェアやクラウド向けの製品で賄えると

は考えていない。HUAWEI としてはオンプレとクラウ

ドの両方をラインナップし、ニーズに応じて適材適所

で導入いただける製品を提供していく考えだ。」

（ファーウェイ・ジャパン法人ビジネス事業本部） 

 
他メーカビデオ会議端末との相互接続サポート 

ビデオ会議を導入する際に端末間の相互接続は起こ

りうるひとつの問題だ。製品提供においてHUAWEI と

しては他の主要ビデオ会議メーカ製品との端末間接続

の検証・改善を意欲的に行っている。たとえば国内の

某ビデオ会議メーカとの相互接続は全て検証済だとい

う。 

「異なったメーカ端末間の検証を徹底的に行い、問

題点を洗い出し、常に改善を行っている。ユーザは不

安なく HUAWEI のビデオ会議を新規もしくは既存ビ

デオ会議環境へ追加端末として導入できるし、今後も

検証端末の範囲を広げていく考えだ。」（往来技術）

既に、その端末メーカとも案件ベースで協力してユー

ザへ提案するなど行っているという。 

 
迅速な日本ユーザへの保守サポート 

また、外国メーカ製品というと保守サポートの面で

不安を示すユーザも散見されるが、往来技術の担当者

によると「迅速な対応が提供できるため問題ない。ユー

ザは安心して導入していただけると確信している。」

と述べる。 

HUAWEI は、製品開発やファームウェアの更新ス

ピードが速いだけでなく、保守対応も迅速という。

ファーウェイ・ジャパン法人ビジネス事業本部には深

センで TE シリーズを開発していた技術者も勤務して

おり、往来技術とHUAWEI 本社の開発部門との連携も

スムーズという。 

たとえば、ユーザからの不具合申告で、H.239 のフ

リーズを 2、3 日で問題解決したり、あるいは異なる

メーカとの端末間の互換性に関わる 10 項目の問題を

1カ月で解消したそうだ。 

 
この数年で発売した商品 

今回の取材では、HUAWEI がこの数年で発表したい

くつかの製品をピックアップしてそれらの特徴を説明

していただき、最後にショールームがある中国深セン

とフルハイビジョンでのビデオ会議接続によるデモを

拝見した。 

 
ポータブルな一体型ビデオ会議エンドポイント「TE10」 

 

 
TE10(ファーウェイ・ジャパン) 
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まずは、カメラ・コーデック・マイク・スピーカー・

Bluetooth・Wifi・ブラケットの 6つの機能を一体化し

た、ビデオ会議エンドポイント「TE10」。HUAWEI の

クラウドプラットフォームへの接続のほか、BlueJeans、

Zoom、Videxio、StarLeaf などのクラウドサービス（簡

単接続設定あり）にも対応している。 

映像品質は 720p30fps に対応しており、3倍のデジ

タル・ズーム対応の広角レンズを搭載し、集音角度が

180°、集音範囲が 6 メートルとなっている。プレゼ

ンテーションは PC からはワイヤレス接続で資料を共

有したり、スマートフォン/タブレットにおいては QR

コードで TE10 に接続し共有できるようになっている。 

「本社や支社など大規模拠点の会議室にはハイエン

ドの専用端末を設置し、小さな営業拠点にはポータブ

ル可能なこの TE10 を適材適所で配するといった導入

方法が多い。」（往来技術） 

 

 
TE10 などを組み合わせた中小企業向け導入例 

（ファーウェイ・ジャパン） 

 

USB 接続対応簡易な資料共有機能を提供する

「AirPresence Key」 

インテリジェントワイヤレスシェアアシスタント

「AirPresence Key」は、TE シリーズ（TE10/20/30）

のビデオ会議端末用の資料共有機能を提供する製品。

PC の USB ポートにプラグ＆プレイで接続し、TE シ

リーズの端末に対してペアリングすることで、ビデオ

会議を行っている際に、AirPresence Key のボタン（丸

いところ）を押下するだけで PC の資料を相手と共有

（暗号化）することが可能になる。 

 

 
     AirPresence Key(ファーウェイ・ジャパン) 

 
専用カメラ・マイク製品 

HUAWEI としては新たに専用カメラ・マイク製品領

域にも参入している。専用カメラのため必ずしも

HUAWEI のコーデックと組み合わせる必要はなく、他

社製のコーデックと組み合わせての使用も可能となっ

ている。 

 
専用カメラ：フルHD/４K、トラッキング対応２カメラ

搭載 

カメラにおいては、フルHD対応の「VPC600」の他、

4K 対応の「VPC800」、トラッキングビデオカメラ

「VPT300」などを販売している。 

 

VPT300 のトラッキング技術 

（ファーウェイ・ジャパン） 

 

これらの中で、VPT300 は、2 台の VPC600 を搭載

し話者追跡機能を具備したビデオカメラで、音声追跡
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と画像検知技術を組み合わせて、手動による操作なし

で、精度の高い発言者の自動追跡および画像調整が可

能になっている。 

仕組みを簡単に説明すると、VPT300 は、会議が始

まると、デフォルトで、カメラが置かれた会議室の参

加者を内蔵のセンサーを使い空間的に検知し、全ての

参加者が画面に収まるように画面の自動調整を行うよ

うになっている。 

そして、その中の参加者が発言すると自動で話者を

探し出しフォーカスする。話が終わるとまた全体を画

面に収めるというポジションにカメラが戻る。ただし、

一人の話者が発言している最中に、もう一人の話者の

発言が割り込んでくるとそのかぶり合った２人をク

ローズアップして画面上に左右に並べて表示する機能

というのもある。これは「対話モード」と言われてお

り、自動で移行するようになっている。 

「参加者の顔を認識する画像解析と三角測量による

音源位置特定によって精度の高い話者のトラッキング

が可能になっている。画像と音源の２つによって、他

社同様製品にない、さらに的確な追跡できる機能を提

供しているのはHUAWEI のみだ。」（ファーウェイ・

ジャパン法人ビジネス事業本部） 

このカメラを使うことで、カメラ操作の手間を省い

たり、カメラが急速に左右に振れたりすることによる

画面酔いを防ぎ、ユーザは会議に集中してより自然な

コミュニケーションが行えるようになっている。 

 
専用マイク：ワイヤスモデルも提供 

一方、マイクについては、有線とWiFi 無線に対応し

た VPM220 シリーズを提供している。直径わずか

15cm とコンパクトながら、48kHz のサンプリング・

レート・エコキャンセレーション・自動利得制御・ア

コーステック騒音制御といった音声処理技術を搭載し、

範囲 6m以内で 360 度の集音性能に対応している。マ

イクのカスケードにも対応しておりさらに広い範囲を

カバーできる。 

「無線に対応したマイクはビデオ会議市場を見渡し

てもあまり例がない。しかし広い室内でも非常にクリ

アな安定したオーディオ体験が可能だ。その上、会議

室内のケーブル配線をすっきりさせたいなどのニーズ

にも合致する製品だ。」（ファーウェイ・ジャパン法

人ビジネス事業本部） 

 
深センとのテレビ会議接続デモ 

取材の後半では、ショールームがある中国深センと

フルハイビジョンでのビデオ会議接続デモを行ってい

ただいた。 

 

 
遠隔授業デモを紹介するHUAWEI 深セン スタッフ 

 

映像も音声もとてもクリアで 2,800km 以上離れた

東京と深センという感じはなく、デモでよくあるすぐ

隣の部屋あたりとつなげているかのような感覚に陥っ

た。加えて、資料共有の切り替えもスムーズかつすば

やく違和感がなかった。 

また、遠隔授業デモでは、講師役の方が板書するた

め教壇の上を移動したり、あるいは教室内を歩き回っ

たりする際に自動でカメラがシームレスに追跡すると

ころが紹介された。 

HUAWEI では、ユーザに対して最適なエクスペリエ

ンスを実現する高品質なビデオ会議製品を開発するに

あたって、まず社内で使ってさまざまなフィードバッ

クをもとにブラッシュアップして市場に送り出すとい

う。一例として、QRコードが表示されている画面をス
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マートフォンで撮ると予約しているビデオ会議の会議

室に即座に入れる仕組みも現在社内で実験的におこ

なっているという。 

 
４Kへ進化するビデオ会議 

 

 
 TX50 と VPC800 を組み合わせた４Kビデオ会議 

（ファーウェイ・ジャパン） 

 

取材の最後には、今後のビデオ会議の方向性につい

て少し語っていただいた。4K放送の開始もそろそろ始

まるし、ディスプレイのコストがさがり一般化してき

ていることもある。そういった中、HUAWEI は、某キャ

リアとの次世代モバイル規格５Gの接続実験（2017 年）

において、HUAWEI の 4K30fps 対応ビデオ会議「TX50」

使い 4K での映像伝送に成功している。ビデオ会議の

今後は 4K の方向に本格的に進んでいくだろうと見て

いる。HUAWEIはその準備を着々に進めているという。 

 

■メディアプラス：Pexip が Google Cloud と

連携し、Hangouts Meet と H.323/SIP ビデ

オ会議との相互接続を実現 
（6月 26 日） 

 株 式 会 社 メ デ ィ ア プ ラ ス

（http://www.mediaplus.co.jp/）（東京都千代田区）は、

同社が国内代理店業務を行う Pexip 社（ノルウェー）

のミーティングプラットフォーム「Pexip Infinity」の

新バージョン Ver19 のデモを開始したと発表。 

 Pexip Infinity は、仮想サーバにインストールし、無

限の拡張性を持つビデオ会議（多地点接続）プラット

フォーム。テレビ会議システムのメーカを問わず接続

できる相互接続性に大きな特長がある。「Skype for 

Business」との相互接続はもちろん、追加費用なしで誰

でも Web ブラウザからビデオ会議に参加できる

WebRTC 接続機能、豊富な API による外部制御とのイ

ンテグレーションなどが行えるようになっている。 

 今回発表された Ver19 から、Pexip 社は新たなサー

ビスとして、Google Cloudと連携し、「Google Hangouts 

Meet」に対してH.323/SIP ビデオ会議システムからの

ビデオ・オーディオ・資料共有の相互接続性を実現し

た。 

 これにより、Pexip との同サービスを契約した企業

のHangouts Meet に対して、社外のスタッフや取引先

の企業が使用しているH.323/SIPビデオ会議システム

から接続することが可能になる。 

  

■ポリコムジャパン：小規模から大規模会議

室に対応した次世代の Skype Room 

System「Polycom MSR シリーズ」を発表 
（7月 10 日） 

 ポ リ コ ム ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（http://www.polycom.co.jp/）（東京都新宿区）は、マ

イクロソフト連携用ソリューション「Polycom MSR シ

リーズ」を発表した。 

 
Polycom MSR 使用イメージ（ポリコムジャパン） 

 Polycom MSR シリーズは、次世代の Skype Room 

System。使い慣れた「Skype for Business」のエクスペ

http://www.mediaplus.co.jp/
http://www.polycom.co.jp/
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リエンスと、業界トップレベルのポリコム音声周辺機

器およびビデオ周辺機器とを組み合わせて会議エクス

ペリエンスを向上させる点に特長がある。 

 提供する製品は、さまざまな規模の会議室で最適な

エクスペリエンスを実現するため、複数の構成で提供

される形になっている。 

 「Polycom MSR100」と「Polycom MSR200」は小

部屋もしくは少規模な会議室に最適なモデル。

「Polycom MSR300」は中規模から大規模の会議室に

適しており、ポリコムで主力の音声会議システム

「Polycom Trio 8800」および 12倍光学ズームを備え

た高性能なパンチルトズームUSBカメラが含まれてい

る。 

 「Polycom MSR 400」は中規模な会議室に適してお

り、360 度のパノラマ映像を実現するカメラ「Polycom 

CX5100」や発言者の自動追跡機能などを提供してい

る。さらに「Polycom MSR 500」は、複数の拠点の会

議室に一貫したエクスペリエンスを導入するための

パッケージソリューションとなっている。 

 これらの Polycom MSR シリーズの中核（どのモデ

ルでも含まれる）となるのが、「Surface Pro」を搭載

した「Polycom MSR ドック」。各規模の会議室中央に

配置し、Skype for Business ユーザが使い慣れたユー

ザインターフェイスで、遠隔とのコミュニケーション

をさまざまな面で簡単にコントロールすることができ

る。 

 ポリコムはこれまでおよそ 15 年間、マイクロソフ

トの高性能なコラボレーションプラットフォームを利

用しているユーザに HD 品質の音声および映像を提供

してきた。昨秋、米国ポリコム社は、さらに広い範囲

の顧客にこれらのエクスペリエンスを提供するために、

マイクロソフトとポリコムとの提携関係をさらに拡大

することを発表している。 

 ポリコムソリューションでは、「Skype for Business」

や「Office365」そして「Microsoft Teams」と統合する

ことで、“高性能なコミュニケーションハブ”を実現し

たい考え。今後も新たなソリューションを市場に展開

していくという。 

 なお、今回発表の製品は、ポリコム認定販売代理店

を通じて、7月 30日より正式に販売開始する。 

 

 ビジネス動向-国内            

■ブイキューブ：ビジネスチャット「direct」

を提供する L is B と働き方改革への取組み

で協業 
（7月 2日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都目黒区）は、株式会社 L is B（https://l-is-b.com/ja/）

（東京都千代田区）と、L is B が提供するビジネス

チャット「direct(ダイレクト)」およびブイキューブの

Web 会議システムの連携を通じて、フィールドワー

カーの働き方改革を支援する業務支援ソリューション

の提供を開始する。 

 direct はフィールドワーカーの業務負担軽減を主な

目的に開発された、大手流通、小売り、ゼネコンなど

現場がある企業を中心に1,000社以上に導入されてい

るビジネスチャット。コミュニケーションを行う

チャット以外にもチャットボットを活用した作業報告

書や営業日報を外出先から簡単に作成できる機能など

を提供している。 

 

 
V-CUBE 連携ボットが会議開催/予約の自動案内をする 

（ブイキューブ） 

https://jp.vcube.com/
https://l-is-b.com/ja/
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direct からWeb会議を始める手順（ブイキューブ） 

 

今回のサービス連携により、ビジネスチャット

directの画面からブイキューブのWeb会議システムを

開始できるようになった。これにより、現場で働く人

が社外から簡単に社内外のメンバーと手軽に打ち合わ

せを始められるだけでなく、チャットボットで作成し

た報告書などを見ながら本部と現場を即座につないで

目視確認を行うなど、リアルタイムでの音声・映像の

情報共有が行えるとしている。 

 この連携を通じて、フィールドワークの業務効率化

支援をさらに強化する。また販売面でも連携しながら、

両社のソリューションを利用している顧客への提案活

動を実施していくとしている。 

 

■シスコシステムズ：ソニーミュージックエ

ンタテインメントと ICT を活用した効率的

なイベント運営やファンサービスの実現に

向けて共同で推進 
（7月 5日） 

 シ ス コ シ ス テ ム ズ 合 同 会 社

（https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html）（東京都

港区）は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテイ

ンメント（https://www.sme.co.jp/）（東京都千代田区）

と ICT を活用した効率的なイベント運営やファンサー

ビスの実現に向けて、共同で検討、推進していくこと

で合意した。 

 この取り組みの一環として、2018 年 7 月から開始

する乃木坂 46 のイベントにおいて、「Cisco Webex 

DX」、「Cisco WebEx Room」、「Cisco Webex Board」

といったビデオコラボレーションシステムや、クラウ

ド型ネットワークシステム「Cisco Meraki」などを採用

する。 

 「乃木坂 46真夏の全国ツアー2018」の東京公演で

は、Cisco Webex DX などを用いた運営本部およびス

タッフルーム間ビデオ会議常時接続と、Cisco Meraki

を用いたスタッフ向けWiFi サービスの提供を行う。ま

た大阪、名古屋、仙台での各公演ではスタッフ向け

WiFi サービスの提供を行う。 

 

  
東京公演（シスコシステムズ） 

   
個別握手会での使用イメージ（シスコシステムズ） 

 

 また個別握手会においては、来場ファンが Cisco 

WebEx Boardのホワイトボード機能を使ってメンバー

向けに手書きのメッセージを書いたり、ファンとメン

バーがメッセージの交換をするといった新しいファン

サービスを提供する。 

 これまでの日本のライブイベントにおけるネット

ワーク環境は、会場に依存し、汎用ツールなどを使っ

ての会場での接続性はパフォーマンスにばらつきがあ

り品質の担保や管理が十分にできていなかった。また

イベントスタッフには IT 技術者がおらずネットワー

https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.sme.co.jp/
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ク環境を整備する体制や仕組みが確立されていなかっ

た。 

 

■シネックスインフォテック：ポリコムと販

売代理店契約、「Polycom MSR シリーズ」

を含むポリコム全商品の取り扱い開始 
（7月 10 日） 

 シ ネ ッ ク ス イ ン フ ォ テ ッ ク 株 式 会 社

（https://www.synnexinfotec.co.jp/）（東京都江東区）

は、販売代理店契約の締結により、「Polycom MSR シ

リーズ」を含むポリコム全商品の取り扱いを 7 月 30

日より開始する。 

 ポリコムはマイクロソフトの戦略パートナーとして、

「Microsoft Skype for Business」対応の音声会議、ビ

デオ会議、ならびに相互運用ソリューションを提供す

る業界リーダであり続けている。 

今回シネックスインフォテックが取り扱う、Skype 

Room SystemであるMSRシリーズは、360度カメラ、

12 倍光学ズームを搭載した PTZ カメラを有したモデ

ルをラインナップし、さらに卓越した音声品質と合わ

せて業界トップレベルのビデオ会議を実現するとして

いる。なお、「Microsoft Teams」にはマイクロソフト

のソフトウェア更新で対応する。 

シネックスインフォテックでは、「Microsoft Skype 

for Business」を活用した働き方改革の提案を推進して

おり、ポリコム製品群と MSR シリーズが製品ポート

フォリオに加わることで、多くのポリコム製品ユーザ

にも活用いただけると同社では期待している。 

  

 導入利用動向-国内            

■VTV ジャパン：株式会社プライムアシスタ

ンスがクラウド型テレビ会議サービス導入、

社内外ともにスムーズな接続を実現 
（7月 2日） 

VTV ジャパン株式会社（https://www.vtv.co.jp/）（東

京都千代田区）は、SOMPOホールディングスの戦略事

業会社としてアシスタント事業を主軸に展開する、株

式会社プライムアシスタンス（http://www.prime-

as.com/）（東京都中野区）へシスコ社のテレビ会議ソ

リューションを販売し、導入事例を公開した。 

以前のシステムではグループ会社など社外とのテレ

ビ会議が出来なかったが、「Cisco WebEx」を軸にテレ

ビ会議を構築することで社外ともスムーズに接続でき

るようになったとともに、以前よりも資料共有がしや

すくなり、会議が効率よく行えるようになったという。 

工事期間は短かったが、テレビ会議の構築から音響

設備まで一括してVTV ジャパンが担当し、運用開始ま

でスムーズに進めることができた。 

 

事例詳細： 

https://www.vtv.co.jp/casestudy/list/prime-as.html 

 

  PR                       

（広告掲載順） 

■ヤマハ株式会社 

USB スピーカーフォン FLX UC 500 
https://sound- solution.yamaha.com/products/ uc/ 
flx_uc_500/index 

 
  セミナー・展示会情報           
 

＜国内＞  

 

■ブイキューブセミナー情報（7月～8月） 

失敗しない「Web会議」、「テレビ会議」の選び方徹底解

説セミナー、災害現場の今を共有出来ていますか？災害発

生の混乱時、意思決定のスピードと質を向上など 

会場（東京・大阪・名古屋・Webセミナー） 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 

 

 

https://www.synnexinfotec.co.jp/
https://www.vtv.co.jp/
http://www.prime-as.com/
https://www.vtv.co.jp/casestudy/list/prime-as.html
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/flx_uc_500/index
https://jp.vcube.com/event/all
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■「テレワーク導入・拡大のススメ」セミナー 

日時：7月 5日・15日・19日午後 

会場：ワークスタイリング八重洲（東京都千代田区） 

主催：パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 

詳細・申込：https://www.persol-

pt.co.jp/eventseminar/list/telework02/ 

※チャットワーク、NEC ネッツエスアイ、ブイキューブ、

ITS 各社の講演（講演日は詳細・申込のリンク先をご確認く

ださい）。 

 

■働き方改革（ワークスタイル変革）実践事例セミナー 

～コミュニケーション・コラボレーション変革からはじめ

る働き方改革～ 

日時：7月 20日（金）14:00～16:00 （受付：13:30） 

会場：リコージャパン 晴海トリトン事業所 

主催：リコージャパン株式会社 

詳細・申込：

http://www.ricoh.co.jp/event/seminar/18K202.html 

 

■働き方改革（ワークスタイル変革）実践事例セミナー  

～コミュニケーション・コラボレーション変革からはじめ

る働き方改革～ 

日時：7月 24日（火）午前と午後の部あり。内容は同じ。  

会場：リコージャパンViCreA 東京 ショールーム  

（東京都中央区）  

主催：リコージャパン株式会社  
詳細・申込：http://www.ricoh.co.jp/event/seminar/18K186.html 

 

■手軽にはじめられる遠隔コミュニケーションシステムの

ご紹介～RICOH UCS で、いつでも・どこでも、だれでも・

だれとでも繋がります！～ 

日時：8月 2日(木) 13:15～16:30（受付：13:00 より） *1

時間のセミナーを 2回開催。同内容。 

会場：リコージャパン 晴海トリトン事業所 

主催：リコージャパン株式会社 

詳細・申込：

http://www.ricoh.co.jp/event/seminar/18K207.html 

 

 

 

国内その他：http://cnar.jp/cna/event-j.html 
海外その他：http://cnar.jp/cna/event-r.html 

※イベント情報は随時情報が入り次第掲載しております。

CNAR.jp サイトの情報もご参照ください。 

 

  業界の動き              

遠隔会議・UC 業界は日々さまざまな動きがあります。

この定期レポートの発行は月２回（プレスリリースと

取材に基づく記事）ですが、CNAレポート・ジャパン

では、業界の動きに関連した国内外の情報を日々皆さ

んと共有しています。よろしければご参照ください。 

 

■フェイスブック（遠隔会議＆UCトレンドワッチ） 

https://www.facebook.com/unifiedcom 

■Twitter（CNAレポート・ジャパン） 

 https://twitter.com/cnarjapan 

■メーリングリスト（dtc-forum） 

http://cnar.jp/cna/dtcforum-ml.html 

 

 定期レポートバックナンバー         

■PDFファイル版（１号毎PDFファイル） 

＞2003年～2018年最新号（１号毎PDFファイル） 

http://cnar.jp/cna/cnareportarchive.htm 
 

■電子ブック版（複数号まとめているのもあります） 

>2003 年-2013 年： 

http://www.catalog-square.co.jp/cna_report/ 
>2014 年-2017 年：  

http://www.catalog-square.co.jp/cna_ebook/ 
 

電子ブック制作：カタログスクウェア株式会社 

         http://www.catalog-square.co.jp 
 

 

CNAレポート・ジャパン 2018年7月15日号おわり 

ホームページ: http://cnar.jp  お問い合わせ：cnar@cnar.jp 
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