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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. 22 No.3 2020年 2月 15 日    

 

 製品・サービス動向-国内            

■富士ゼロックス：ビジネスパーソンのテレ

ワークを支援する個室型ワークスペース

「CoCoDesk」を提供開始 
（2月 6日） 

 

CoCoDesk（富士ゼロックス） 

 富 士 ゼ ロ ッ ク ス 株 式 会 社

（https://www.fujixerox.co.jp/）（東京都港区）は、テ

レワークを活用した働き方改革を支援する個室型ワー

クスペース「CoCoDesk(ココデスク)」を 2 月 20 日か

ら提供し、シェアオフィスサービス事業を本格開始す

る。 

 CoCoDesk は、駅構内やオフィスビルのロビーなど

ビジネスパーソンの導線上に設置する個人専用のワー

クスペース。机、椅子、電源および USB コンセント、

大型モニター、エアコンのほか、無線 LAN接続に対応

し、テレワークに必要な環境を提供する。 

利用にあたってはまず会員登録を行う必要がある。

料金は、法人契約の顧客向けの料金体系に加え、個人

の顧客向け料金体系でそれぞれ提供する。15分単位で

サービスを利用できるため、営業活動時の隙間時間な

どの有効活用を支援する。法人向けは、月額基本料

1,500 円（税別/5 ユーザー）＋250 円（税別/15 分/従

量課金）。一方、個人向けは 250 円（税別/15 分）。 

 同社が東京地下鉄株式会社（東京メトロ）と協業し 

 

 

て行った実証実験の結果に基づき、ブース内で利用可

能なスペースの広さやエアコンによる温度調節などオ

フィス空間に必要な快適性を特徴としている。 

 東京メトロ駅構内 4 駅・7 カ所のサービス開始を皮

切りに、京浜急行電鉄株式会社など大手私鉄のほか、

オフィスビル、展示場・会議場などを管理・運営する

会社とのパートナーシップ締結を順次拡大、シェアオ

フィスサービス事業の本格化を進める。 

 今後、富士ゼロックスは、駅構内や一般オフィスビ

ル、展示場・会議室など公共スペースへの CocoDesk の

設置数の拡大はもとより、モバイルツールを活用した

予約システムの利便性の向上などテレワークを支援す

るサービスを拡充し、ビジネスパーソンの生産性の向

上と多様な働き方を支援する社会インフラの構築を目

指すとしている。 

 

■NTT ドコモ：シスコとドコモ、クラウド型

電話システムにおける協業を開始 
（2月 3日） 

株 式 会 社 NTT ド コ モ

（https://www.nttdocomo.co.jp/）（東京都千代田区）

と 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、企業の働き方改革の推進支援を目的にクラ

ウド型電話システムにおける協業を開始した。 

 本協業により、中堅・中小企業向けに最適化された

クラウドベースの電話システムである「Cisco Webex 

Calling」とドコモのクラウド型電話ソリューションの

連携が可能となる。 

これにより、従来の電話システムと Cisco Webex 

https://www.fujixerox.co.jp/
https://www.nttdocomo.co.jp/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
http://cnar.jp/
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Calling の音声通話サービスの接続ができるようにな

る。専用のアプリをインストールするだけで、在宅勤

務やリモートワーク先でも、会社の固定電話番号（0AB

～J 番号）を用いた発着信ができるようになる。 

 
サービスイメージ（NTT ドコモ） 

加えて、利用中の電話設備を継続利用しながら、平

行して Cisco Webex Calling を導入して検証すること

も可能であるため、利用中の電話設備から順次リプレ

イスしていくことで、リスクを最小限に抑えた電話シ

ステムの段階的なクラウド化が実現できる。 

 ドコモは働き方改革ソリューションに注力しており、

今後もドコモとシスコは、Cisco Webex Calling やドコ

モの提供するクラウド型電話ソリューション、自社の

「働き方改革」で培ってきた実践ノウハウを利用して、

さまざまな業種・業態における「働きやすさ」を顧客

に提案し、さらなる企業の働き方改革に貢献していく

としている。 

 

 ビジネス動向-国内            

■ネオキャリア：総額 45 億円の資金調達を

実施、Web会議システム「Calling」などテ

クノロジー事業に力を入れる 
（2月 3日） 

 株 式 会 社 ネ オ キ ャ リ ア （ https://www.neo-

career.co.jp/）（東京都新宿区）は、第三者割当増資と

借入等により、総額 45 億円の資金調達を実施したと

発表。 

 ネオキャリアは、「HR Tech」、「人材」、「ヘル

スケア」、「グローバル」の 4つの事業セグメントで

社会課題に対峙するサービスを提供している。人事向

け SaaS 型プラットフォームサービス「jinjer」、Web

会議システム「Calling」、すきま時間を活用したアル

バイトマッチングアプリ「wakumo」といったHR Tech

サービスなどテクノロジー事業に注力している。 

Calling（https://www.calling.fun/）は、URL ひとつ

で簡単に使えるWeb 会議システム。社内会議はもちろ

ん、営業・採用と社内外の全ての対面コミュニケーショ

ンで活用できる。ブラウザーベースでも使え専用ツー

ルのインストールが不要であるため手軽に導入できる

としている。 

 優先株式の引受先は、以下の通り。SBI インベストメ

ント株式会社、みずほキャピタル株式会社、三菱 UFJ

キャピタル株式会社、Golden Asia Fund Ventures Ltd.、

株式会社マイナビ、株式会社リンクアンドモチベー

ション。 

 

■ブイキューブ：スマートワークブース「テ

レキューブ」オフィス設置用サブスクリプ

ションモデルに、グループ用を追加 
（2月 13 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、スマートワークブース「テレキューブ」

オフィス設置用サブスクリプションモデルに、グルー

プ用を追加し、2月 13 日より提供開始する。 

 テレキューブは、セキュリティが保たれた静かな環

境で、資料作成やメールなどの業務に集中したり、周

囲の雑音を気にせずに電話や Web 会議に参加したり

できる、テレワークのためのスマートワークブース。 

 オフィス内の会議室不足を解決する手段として、ま

た、外出先や移動中の隙間時間を仕事に有効活用する

https://www.neo-career.co.jp/
https://www.calling.fun/
https://jp.vcube.com/
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ための空間として、JR 東日本および私鉄各社の駅、一

都三県を中心としたオフィスビルエントランスに公共

空間モデルの設置・導入が拡大している。 

 

「テレキューブ」グループ 2型イメージ（ブイキューブ） 

 だが一方で、初期コストや稼働率への懸念から導入

に踏み切れないという声もあり、昨年 10 月より手軽

に導入できるオフィス設置用サブスクリプションモデ

ルを提供しており、この度、先行して提供しているラ

インアップに加え、チームディスパッションなどに利

用しやすいグループ用を追加することになった。 

 また、同時に、複数名で利用可能なモデルは広さが

ほぼ同じであることから、利用シーンに応じて最適な

モデルを選択できるように、一人用をソロ、二人用を

グループ１型（幅広タイプ）、四人用をグループ 2型

（奥深タイプ）とライナップ名称を変更した。 

 
利用プラン（ブイキューブ） 

 テレキューブは、「ビジネスパーソンが周囲に気兼

ねなく働けるセキュアなコミュニケーションスペース」

をコンセプトに開発され、2017 年 8 月より提供を開

始している。ブイキューブは、テレキューブの設置拡

大を通して、働き方改革に有効な手段として注目が集

まる「いつでも・どこでも」働けるテレワークの普及

と、働く人たちの生産性を向上させる多様なワークス

タイルの在り方に貢献していくとしている。 

 

  PR                        

 

■ヤマハ株式会社 
 

ユニファイド 

コミュニケーション 

スピーカーフォン YVC-200 
  

 
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-
200/index 

 

 

  セミナー・展示会情報           
 

＜国内＞  
 

■ブイキューブセミナー情報（2月） 

「オフィスの「会議室足りない問題」に。スマートワーク

ブース「テレキューブ」体験会」、「＜スマートグラス体

験セミナー＞ハンズフリーで現場作業を遠隔支援！」、

「いまさら聞けないWeb会議とテレビ会議の違い 選び方

徹底解説セミナー」 など 

会場：（東京・大阪・横浜） 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 

 

■Experience Avaya Tokyo 

日時：2月 21 日（金）14:00～（受付：13:30） 

会場：ザ ストリングス表参道 

主催：日本アバイア株式会社 

詳細・申込：https://news.avaya.com/jpn-experience-avaya-

tokyo-index 

 

 

 

 

https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-200/index
https://jp.vcube.com/event/all
https://news.avaya.com/jpn-experience-avaya-tokyo-index
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■Poly Deep-Dive Day 

Poly + Microsoft Teams でもっとコラボレーション！ 

ソリューション セミナー 

Poly 最新ビデオ・音声会議システム連携のご紹介 

日時：2月 26 日（水）15：00～17：00 （受付:14:40） 

会場：ポリコムジャパン（東京都新宿区） 

主催：ポリコムジャパン株式会社（Poly) 

メディア協力：ビジネス＋IT 

詳細・申込：https://www.sbbit.jp/eventinfo/55040 

 

■「Office 365 連携 コミュニケーション改革セミナー」 

コミュニケーション活性化・会議効率化できる進化した働

き方をご紹介 

日時：2月 18 日(火)13:00～17:00（受付:12:45 より） 

会場：リコージャパン 浜離宮事業所(東京都中央区） 

主催：リコージャパン株式会社   

詳細・申込：https://www.rcc.ricoh-

japan.co.jp/event/seminar/19S308.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：2月 25 日(火)14:00～16:00（受付：13:45 より） 

会場：リコージャパン晴海トリトン事業所(東京都中央区） 

主催：リコージャパン株式会社 

詳細・申込：https://www.rcc.ricoh-

japan.co.jp/event/seminar/19S313.html 

 

■「Office 365 連携 コミュニケーション改革セミナー」 

コミュニケーション活性化・会議効率化できる進化した働

き方をご紹介 

日時：3月 10 日(月)13:00～17:00（受付:12:45 より） 

会場：リコージャパン 浜離宮事業所(東京都中央区） 

主催：リコージャパン株式会社   

詳細・申込：https://www.rcc.ricoh-

japan.co.jp/event/seminar/19S315.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。 

 

  検証レビュー執筆           

■プレミアムWebカメラ検証レポート 

 
この度、アバー・イン

フォメーション株式会社

様が提供するプレミアム

Web カメラの製品検証レポートを執筆させていただ

きました。レポートは、国内正規代理店である株式会

社 ASK 様のウェブページでご紹介いただいておりま

す。各製品の「製品資料ダウンロード」からご覧いた

だけるようになっています。 

⇒ https://www.ask-corp.jp/products/avermedia-information/ 

 

  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

取材に基づく記事のみ）ですが、CNAレポート・ジャ

パンでは、それ以外の業界の動きに関連した国内外の

https://www.sbbit.jp/eventinfo/55040
https://www.rcc.ricoh-japan.co.jp/event/seminar/19S308.html
https://www.rcc.ricoh-japan.co.jp/event/seminar/19S313.html
https://www.rcc.ricoh-japan.co.jp/event/seminar/19S315.html
http://cnar.jp/cna/event-j.html
http://cnar.jp/cna/event-r.html
https://www.ask-corp.jp/products/avermedia-information/
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情報を日々皆さんと共有しています。皆様の情報収集

のひとつとしてご活用いただければ有難いです。 

 

■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               

定期レポートのバックナンバー（1999 年～最新号）は

下記で閲覧できます。 

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