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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.13 2020 年 7 月 15 日                                   

 

 製品・サービス動向-国内            

■Poly：Microsoft Teams 対応最新会議室ソ

リューションを発表 
（PRTIMES：7 月 1 日） 

 Poly（https://www.poly.com/jp/ja）（東京都新宿区）

は、「Microsoft Teams Rooms 対応会議室向けソリュー

ション「Poly G10-T」「Poly G40-T」「Poly G80-T」

の 3 モデルを発表した。Poly はプラントロニクスとポ

リコムの統合企業。 

 
Poly G40-T（Poly） 

 今回発表されたソリューションは、さまざまなデバ

イ ス 構 成 を 組 む こ と が で き る も の の 、 一 貫 し た

Microsoft Teams のユーザエクスペリエンスを提供し、

小規模から大規模までのあらゆるサイズの会議室に最

適な会議空間を提供するところに特長がある。自動

グールプフレーミングや話者追跡技術などを搭載し、

クラス最高の音声と映像による自然な会議環境を提供

するとしている。シンプルな導入と拡張に対応し迅速

な ROI の達成できるとしている。 

 3 モデルのうちの G10-T はこれから導入を検討する

ためのベースキットになる。「Poly GC8」「Lenovo 

ThinkSmart Edition Tiny」「VESA 規格壁用取付けキッ

ト」「10m 高速 USB 光ケーブル」から構成される。 

 

 

 

 

G40-T は、「Poly GC8」「Lenovo ThinkSmart Edition 

Tiny」「VESA 規格壁用取付けキット」「10m 高速 USB

光ケーブル」のベースキットに加えて「Poly Studio」

が提供される。 

G80-T は、「Poly GC8」「Lenovo ThinkSmart Edition 

Tiny」「VESA 規格壁用取付けキット」「10m 高速 USB

光ケーブル」のベースキットに加え「Poly EagleEye 

Director II」「Poly Trio C60」が提供される。 

 Poly はポリコム時代から含め 15 年以上にわたりマ

イクロソフトと共同で開発してきた。今回発表された

3 モデルは、Microsoft Teams Rooms 向けの最新テク

ノロジーとなる。日本では今後数ヶ月以内に出荷を開

始する予定。 

 

■ロジクール：レノボと協業し、「ロジクー

ル Tap ル ー ム ソ リ ュ ー シ ョ ン  Lenovo 

ThinkSmart Edition Tiny バンドル」提供開

始、法人向け会議室ソリューションを強化 
（7 月 1 日） 

 株式会社ロジクール（https://www.logicool.co.jp/ja-

jp）（東京都港区）は、レノボ・ジャパン合同会社

（https://www.lenovo.com/jp/ja/）（東京都千代田区）

の協力を得て「ロジクール Tap ルームソリューション 

Lenovo ThinkSmart Edition Tiny バンドル」の提供を

開始する。 

 本製品は、現在販売中のカメラ・スピーカー・マイ

ク・タッチパネル、ミニ PC をセットにした「Tap ルー

ムソリューション」Microsoft Teams Rooms 用と Zoom 

https://www.poly.com/jp/ja
https://www.logicool.co.jp/ja-jp
https://www.lenovo.com/jp/ja/
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Rooms 用について、レノボ製のミニ PC を用いたバン

ドルとなる。 

 

ロジクール Tap ルームソリューション Lenovo ThinkSmart 

Edition Tiny バンドル（ロジクール） 

1～5 名程の小会議室向けで 384,000 円（税抜き、

以下同）、10 名程の中会議室向けで 569,000 円、15

名前後～最大 50 名弱が参加する大会議室向けで

646,000 円、Web/ビデオ会議システムを導入できる。 

「MeetUp」「Rally」をすでに導入済みのユーザ向けと

しての「ベースパッケージ」も 292,000 円で用意して

いる。 

 
製品構成（ロジクール） 

レノボバンドルにより導入企業における運用やセ

キュリティ管理が容易になるほか、3 年間保証とミニ 

PC の サ ポ ー ト が 充 実 す る 。 主 な タ ー ゲ ッ ト は

Microsoft Teams や Zoom を利用する大手企業。もち

ろん、オンライン授業や自治体での Web/ビデオ会議、

オンライン診療などでも活用できる高品質とコストパ

フォーマンスも兼ね備えているという。 

 ロジクールにとって Web/ビデオ会議は、Logitech お 

よびロジクールの持続的成長を牽引するカテゴリーの 

1 つで、毎年成長を続けている。その勢いをさらに加 

速すべく、2019 年夏に発売した会議室向け「Tap ルー 

ムソリューション」。ワンタッチで会議を開始できる 

ようにしたほか、設置する部屋の広さによって製品の 

組み合わせが決まるという機器選択のわかりやすさも 

あり、加速度的に導入件数を伸ばしている。 

 な お 、 シ ネ ッ ク ス ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（https://www.synnex.co.jp/）（東京都江東区）からも

本製品発売の発表が同日行われている。 

 

■ニューロネット：WebRTC ベースのリモー

ト面談システム「mendan.net」提供開始 
（7 月 1 日） 

 ニ ュ ー ロ ネ ッ ト 株 式 会 社

（https://www.neuronet.co.jp/）（東京都町田市）は、

ポストコロナ時代の新しい面会や商談方法を提供する

リモート面談システム「mendan.net」の提供を開始。 

 Mendan.net は、WebRTC ベースで開発されており、

利用者はプログラムのダウンロードは不要で、イン

ターネットブラウザだけで使用できるようになってい

る。iPhone、Android、PC のブラウザから利用が可能

となっている。 

従来のビデオチャットと異なる特徴としては、メー

ル招待などは必要なく、顧客がサイト上に表示される

ランダム番号を電話で担当者に告げるだけで接続でき

るという点。 

接続されると顧客の端末上の画面が自動的に担当者

とのフェイス to フェイスの面談画面に切り替わり、ビ

デオチャット、文字チャット、画面共有などがワンタッ

チで行えるようになっている。音声については電話で

あるため、面談の最初から最後までシームレスに安定

した会話が続けられるという。 

他社の類似サービスに比べ、機能を絞り込んで費用

を約半分に抑えているため、例えば会社の全営業マン

が使用したいという要望にも費用的に導入しやすく

なっている。 

想定している面談の業務は、リモートセールス/イン

https://www.synnex.co.jp/
https://www.neuronet.co.jp/
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サイドセールス、人事 Web 面接、見えるコールセン

ター、遠隔診療・遠隔医療、自治体・官公庁のリモー

ト窓口、士業・コンサルタントのリモート面談など、

人と人とが面会を必要とする場面に幅広く活用できる

としている。 

ニューロネットは 2002 年設立。Web 会議サービス

や映像型コンタクトセンターなどビデオチャット系ソ

リューションを通じてポストコロナ時代の働き方を促

進する各種製品・サービスの開発・提供を行っている。

完全在宅勤務を就業規則で定め、自社開発の ICT を活

用することで、100%の社員が完全テレワーク（週 5 日

のテレワーク）を実現している、オフィス不要の会社。

ビデオ遠隔面談で地方採用を行い、商談においてもリ

モート面談を効果的に使用することで同社は事業を伸

ばしている。各種受賞歴があり、2019 年には「総務省

テレワーク先駆者 100 選」に選出されている。 

 

■LINE：グループ通話（ビデオ/音声）の参加

上限人数を 500 名へ拡大、時間制限なし、

無料で利用可能 
（7 月 3 日） 

 LINE 株式会社（https://linecorp.com/ja/）（東京都新

宿区）は、同社が運営するコミュニケーションアプリ

「LINE」において、7 月 3 日、グループ通話（ビデオ

通話・音声通話）の参加上限人数を 200 名から 500 名

へ拡大したと発表。 

 LINE のグループ通話はオンライン会議システムや

オンラインコミュニケーションに馴染みがない人でも、

誰でも無料で簡単に利用できるところが特徴。普段か

ら使っている LINE のグループトークや複数人トーク

のメンバーと音声通話やビデオ通話を楽しめる。今回

の発表は、このグループ通話の参加上限人数をグルー

プトークの参加上限人数と同様の 500 名へと変更した

ことになる。 

 500 人が参加してグループ通話をしても、参加者み

んなを確認しながら会話を楽しめるという。グループ

で音声通話をする場合は画面を上下にスクロールして

参加者全員のアイコンを確認することができる。また、

ビデオ通話をする場合は横にスワイプして参加者の顔

や様子を確認することができる。 

 また、グループ通話で「みんなで見る」機能を利用

すれば、画面をシェアしたり、Youtube を見たり、大

勢で同じコンテンツを見ながら会話したりすることが

できる。加えて、スマートフォンでグループビデオ通

話中に各種フィルターやエフェクトなどを使用して雰

囲気を変えて会話に参加することも可能となっている。 

 そのほか、今回、グループトークや複数人トークで 

参加しているメンバーとライブ映像の中継ができる

チャットライブの最大人数も 500 名へと拡大した。 

 2020 年 3 月以降、LINE のグループコミュニケー

ションやビデオコミュニケーションの利用が増加して

いることを受け、オンラインでのグループコミュニ

ケーションの円滑化に貢献できるよう、グループ通話

のアップデートを行っている。 

 

■日本エンタープライズ：月額費用で利用で

きる Web 会議システム「NEEDS」の販売開

始、チャットと画面共有も一画面に集約、

組み込みにも対応 
（7 月 14 日） 

 日 本 エ ン タ ー プ ラ イ ズ 株 式 会 社

（https://www.nihon-e.co.jp/）（東京都渋谷区）は、

チャットも画面も一画面に集約し、シンプルかつ簡単

な操作性を実現、月額費用で利用できる Web 会議シス

テム「NEEDS（ニーズ）」を開発。7 月 10 日より販売

を開始した。 

 コロナの感染拡大を背景に、さまざまな Web 会議シ

ステムが利用されている中、同社では「既存システム

は高機能ゆえに使うのが難しい」という声を多く聞く

という。 

https://linecorp.com/ja/
https://www.nihon-e.co.jp/
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 そこで、この悩みに答えたシンプルかつ簡単な操作

性をコンセプトに、各機能を一画面に集約した Web 会

議システムを開発。別画面に切り替えずにチャットや

画面共有が行えるほか、参加者同士の同時資料共有や

参加者自身による画面拡大が行えるなど、誰でもわか

りやすく使いやすい Web 会議システムに仕上がって

いるという。Web サイトへの組み込みにも対応。 

 
NEEDS（日本エンタープライズ） 

 会議を開く場合、ボタンひとつで会議室を設定し、

参加者は管理者から送られた URL をクリックして会

議へ参加する形。会議参加時には 80 種類の色が割り

振られ、チャットの名前表示の色は顔画像枠の色と連

動しており、チャットの発言者を一目で識別できるよ

うになっている。 

 また、画面共有においては、一画面内での共有を実

現している。これにより、参加者全員が同時に画面共

有できるようになり、相互の確認がよりスムーズにで

きるようになったほか、画面の拡大を参加者自身が主

導で行えるようにしたことで、見落としの防止や資料

の再確認もできるようになった。 

 NEEDS は、Web サイトや自社システムへの組み込み

にも対応する。Web サイトや自社システムに会議室を

追加したりすることで、リアルタイム性を活かした販

売活動やオンラインイベントの開催などにも役立てい

ることができるとしている。 

 プランは無料の「ベーシック」、有償の「スタンダー

ド」「アドバンス」の 3 種類。初期費用なしで月額費

用のみで利用できるようになっている。ホストに対し

て課金する形。 

50 人までの利用の場合、連続 40 分までは無料（1

対 1 ミーティングの場合は時間無制限）。スタンダー

ドを選ぶと、月額 700 円（税込）で 50 人まで、アド

バンスの月額 1,000 円（税込み）で 80 人までの会議

が行える。契約期間中は何時間でも利用できるように

なっている。8 月末までは無料キャンペーンも実施し

ている。テレワークに最適という。 

 

料金プラン（日本エンタープライズ） 

 また 9 月には、スマートフォンやタブレットからは、

専用アプリを使い参加可能になる。場所や環境によら

ず手軽に参加できるようになるという。 

 

■キヤノン IT ソリューションズ：遠隔業務支

援サービス「VisualBrain」を提供開始 
（6 月 26 日） 

 キ ヤ ノ ン IT ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社

（https://www.canon-its.co.jp/）（東京都港区）は、遠

隔業務支援サービス「VisualBrain（ビジュアルブレイ

ン）」を 7 月 1 日より提供開始する。 

 

 
VisualBrain 概要図（キヤノン IT ソリューションズ） 

 

 VisualBrain は遠隔地で発生している事象をリアル

タイムにオフィスと共有し、オフィス側からも状況に

応じた適切な対応を行うことができる、双方向型の映

https://www.canon-its.co.jp/
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像コミュニケーションサービス。たとえば、現場担当

者と遠隔地にいる監督・オフィスが映像と音声を共有

することで、現場に赴くことなく効率的に遠隔業務の

支援ができる。 

 VisualBrain は、キヤノン IT ソリューション自社独

自の映像転送処理技術と NTT コミュニケーションズ

の WebRTC プラットフォーム「SkyWay」を活用した

ところに特徴がある。 

 iPhone から送られた映像と音声を PC 上のブラウザ

でリアルタイムに受け取り、PC からもリアルタイムに

音声を iPhone に送れる、双方向のコミュニケーション

が行える。キヤノン製モバイルカメラ「MM100-WS」

との連携もできる。 

 回線状況に応じた通信モード（ビデオモード/イメー

ジモード）により高精細な写真や動画撮影ができると

ともに、双方向でやり取りする中で撮影した写真およ

び動画を現場とオフィスで共有参照することで円滑な

コミュニケーションが可能となり、複数現場の同時視

界共有を実現している。加えて、保存された写真・動

画データの二次活用のため、他システム連携に必要と

なる WebAPI を備えているのも特徴。 

 キヤノン IT ソリューションズは、これまで製造業や

金融業などさまざまな業界に映像・画像通信処理技術

の提供・導入支援を行い、ユーザの利便性を高める支

援をしてきた。今後、VisualBrain を活用した現場作業

支援やリモートワーク支援などのソリューションを提

供することで、2022 年までに売上高 3 億円を目指す。

加えて、キヤノンの映像ソリューション提供をはじめ、

映像解析機能やデバイス連携強化を行っていくことで、

顧客とともに新しいビジネス価値を創出する DX ソ

リューションパートナーをめざすとしている。 

 

 

 

 

■ディー・ディー・エス：Zoom とクラウド

認証サービス マガタマサービスが連携、ビ

デオ会議のセキュリティを向上 
(6 月 30 日) 

 株 式 会 社 デ ィ ー ・ デ ィ ー ・ エ ス

（https://www.dds.co.jp/ja/）（愛知県名古屋市）は、

Zoom Video Communications 社が提供するビデオコ

ミュニケーションプラットフォーム「Zoom」と次世代

オンライン認証規格 FIDO（Fast Identity Online）に対

応したクラウド本人認証「マガタマサービス」を連携

し、Zoom の利用をシンプルな認証で安全に使えるよ

う両社でサポートしていくことを発表。 

 

 
連携イメージ（ディー・ディー・エス） 

 

 マガタマサービスは、業務で利用する複数のウェブ

サービスへのログイン情報をひとつにまとめてパス

ワードレスを実現するクラウドサービス。パスワード

の使い回しをしないため漏えいリスクを最小限にし、

認証には FIDO に準拠した生体認証やワンタイムパス

ワード認証を利用することで、サービスを利用する上

での安全性を強化できる点に特長がある。 

 Zoom との連携により、利用者がスマートフォンや

タブレット上で指紋認証や顔認証を行うだけで、安全

に Zoom にログインできるようになっている。 

 ディー・ディー・エスによると、昨今のテレワーク

の広がりで新たなセキュリティリスクが生じていると

指摘する。サービスログインには ID/パスワード認証

が使われることが一般的だが、利便性や安全性の面で

https://www.dds.co.jp/ja/


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                               6/10                        Vol.22 No.13 July 15, 2020 
 

 

課題があるという。Zoom のログイン認証にディー・

ディー・エスの認証サービスを追加することで、ユー

ザは安心してサービスを利用できるとしている。 

 

 製品・サービス動向-海外         

■マイクロソフト：「Microsoft Teams」向け、

会議の疲労を軽減する「Together モード」

や「ダイナミックビュー」など多数の新機

能を発表 
（米国 Microsoft 365/Teams ブログ：7 月 8 日） 

 マ イ ク ロ ソ フ ト 社

（https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft

-teams-blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog）（米国・ワシ

ントン州）は、Together モードなど「Microsoft Teams」

の数多くの新機能を発表。 

 マイクロソフトはバーチャルインタラクションをよ

り自然で魅力的なものにし、最終的にはより人間的な

ものにすることを目指している。チームとのつながり

を深め、会議の疲労を軽減するのに役立つ機能や、作

業の合理化と時間の節約に役立つ機能など多数の新機

能が今回発表された。 

 同社は会議をより魅力的で効果的なものとするため

ユーザから多くのことを学んでいるという。同社が発

表している「ワーク トレンド インデックス レポート」

によると、脳波など脳科学の知見も交えながら、「リ

モートに移行して以来、つながりが少なくなり、対面

のコラボレーションよりもビデオ会議の疲労感の方が

強い。」という結果がでているとしている。 

 

Together モード 

 マイクロソフトは、今回の発表の目玉として、

Together モードを発表。Together（英語：共に、一緒

に）モードは、AI 技術を使用して参加者を同じバーチャ

ル背景に配置し、参加者が全員同じ部屋に座っている

かのように感じることができる、Teams の新しい会議

エクスペリエンスを提供するオプション機能。 

 

Together モード（Microsoft） 

従来の参加者が個別のウインドウに表示されるグ

リッドビューとは対照的にひとつの共有空間に一堂に

会しているかのような表示の仕方をしている。一度に

最大 49 人をサポートしている。 

 このビューは、同じ部屋に座っているかのように感

じさせ、背景の気晴らしを減らし、非言語的な手がか

りを簡単に拾い上げ、前後の会話をより自然に感じさ

せる利点があるとしており、先述のワーク トレンド 

インデックス レポートでは脳の活動状態を測定した

結果、Together モードを使用した場合は脳がより少な

い労力で済むことがわかったという。 

 Together モードは、複数の人が話すミーティングに

適しているとしており、最初のバージョンでは、予約

機能がなく、資料を共有しての発表イベントなどが主

の場合の会議では、Together モードは最良の選択では

ないとしている。そのため、会議を退席すると別の席

に戻ってくる可能性があるという。同社によると、会

議中はそのままとどまってほしいとしている。 

 そのほか、使いこなすポイントとして、大きなモニ

ターで使用するのが最適である、タブレットを垂直に

配置するなど Web カメラを中央の位置に置くなどを

挙げている。 
※Together mode in Microsoft Teams 

https://www.youtube.com/watch?v=MGsNmYKgeTA 

 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog
https://www.youtube.com/watch?v=MGsNmYKgeTA
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ダイナミックビュー 

 会議の疲労を軽減するという点で、Together モード

に加え、「ダイナミックビュー」も発表した。ダイナ

ミックビューは、従来の Teams ミーティングビューに

拡張したもので、AI を使用して共有コンテンツや会議

のほかの参加者の表示方法を動的に最適化する機能。

ビューをパーソナライズすることができるのが特徴。

加えて Teams ミーティングでは小さなグループに分

割も可能という。 

  

ビデオフィルター 

 会議に参加する前にフィルターを使用して微妙に照

明レベルを調整し、カメラの焦点を和らげて外観をカ

スタマイズできるようになっている。写真やソーシャ

ルアプリで使用されるビデオフィルターが一般的に

なってきたため、この機能を Microsoft Teams に組み

込んだ。 

 

Reflecting メッセージング拡張機能 

 このメッセージング拡張機能で、チームのマネー

ジャーやリーダー、メンバーは、お互いの感情や気持

ちの状態を簡単に質問・投票形式で確認できるように

なる。今後数週間で利用できるようになるという。 

 

ライブリアクション 

 視聴者の笑顔や頭のうなずき、感情などの反応をプ

レゼンターが測定しやすくする機能。PowerPoint ライ

ブプレゼンテーションと共有される機能で、すべての

視聴者に表示される絵文字を使用して即座にプレゼン

ターにフィードバックを提供できる仕組み。大規模な

会議の参加者が会議の流れを中断せずに感情を共有す

るのは困難。このライブリアクションで視聴者エン

ゲージメントをさらに可能にするという。 

 

 

ライブキャプションと自動議事録における話者自動認

識 

Teams ではすでにライブキャプションを提供している

が、まもなくこのキャプションに誰が話しているかが

わかる機能（speaker attribution）を追加する。加えて、

今年後半には公開される議事録に発言内容と発言者を

追跡する方法も提供するとしている。議事録ファイル

は自動的に保存される。 

 

会議 1000 人までサポート 

 Microsoft Teams では、最大 1,000 人の参加者をサ

ポート。プレゼンテーションやディスカッションを市

長するためにより多くの人々を集めたい場合は視聴の

みのモードで最大 20,000 人まで対応する。 

 

 以上のほか、ToDo リストアプリ、ワンタップで

チャットのメッセージ確認ができる機能、Teams での

Cortana 音声支援など多くの機能が今回追加された。

さらに、Cortana 搭載のオールインワンの「Microsoft 

Teams Display」も発表されている。PC とシームレス

に統合され、Teams のチャット、会議、通話、カレン

ダー、ファイルに簡単にアクセスできる。タッチレス

ミーティングエクスペリエンスを提供する。Yealink 社

がこのカテゴリーでも最初のデバイスのひとつを提供

する。今年後半から米国で利用可能になる。 

 マイクロソフトによると、以上発表された機能など

はすべて今年後半にリリースされる予定という。 
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 導入利用動向-国内            

■ブイキューブ：JR 東日本が 2020 年 7 月に

川口駅に拠点拡大する駅ナカシェアオフィ

ス「STATION WORK」に「テレキューブ」

を提供 
（6 月 30 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京 都 港 区 ） は 、 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

（https://www.jreast.co.jp/）（以下、JR 東日本）が、

2020 年 7 月に拠点拡大する駅ナカシェアオフィス事

業 STATION WORK に設置される「STATION BOOTH」

の筐体として、同社の個室型スマートワークブース「テ

レキューブ」が従来同様に採用されたことを発表した。

川口駅に新設された。 

 JR 東日本は、2019 年 8 月 1 日より「働く人の“1 秒”

を大切に」をコンセプトとして STATION WORK 事業

を開始。STATION BOOTH は、ブイキューブが提供す

るテレキューブをもとに JR 東日本と共同で開発して

いるサービス。 

 

川口駅に新設された STATION WORK（ブイキューブ） 

 テレキューブはさまざまな場所に容易に設置できる

個室型スマートワークブースで、内部にはテーブル、

イス、電源コンセントなどが設置されており、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、電話や Web 会議などでのコミュニケーショ

ンが可能となっている。今回の拠点拡大により、

STATION BOOTH、STATION DESK ならびに提携拠点

も含めて STATION WORK は全 18 拠点に広がること

になった。 

 新型コロナによって、テレキューブには新たなニー

ズが生まれている。「テレワークをする場所がない問

題」解消に加え、ソーシャルディスタンスを確保しな

がら働く環境を実現する場所としての導入が始まって

いる。加えて、自宅でテレワーク中のコミュニケーショ

ン場所を確保することが難しいビジネスパーソンが

Web 会議や業務に集中するための場所として、住宅エ

リア近くに設置されているテレキューブを利用する

ケースも生まれている。住宅エリア付近のテレキュー

ブの利用時間が増加、また設置ニーズも高まり、新設

も進んでいるという。 

 JR 東日本は今後、首都圏エリアだけでなく新幹線停

車駅などへも設置場所を拡大し、2020 年度中に 30 カ

所の展開を目指すとしている。 

 

 サービス等無償提供発表企業            

コロナウイルスの影響からテレワークや在宅勤務を

行う企業などが増えています。そういった企業などを

支援する目的で遠隔会議・ユニファイドコミュニケー

ション提供会社がサービスなど無償提供を行う動きが

とくに２、３月に入ってから活発になっています。 

ここでは、CNA レポート・ジャパンが 3 月 15 日現

在（その後 3 月 31 日も追加しています）把握した、

無償提供もしくは機能拡張などのプレスリリースを

行った提供会社の名前と URL（ホームページもしくは

当該ページ）を掲載します。各社期間限定となってい

ます。詳細は各社ホームページまたは直接お問い合わ

せください。皆様のご参考になればと思います。（順

不同） 

 
■経産省（学びを止めない未来の教室、Zoom 教育関係）： 

https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/zoom/ 

https://jp.vcube.com/
https://www.jreast.co.jp/
https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/zoom/


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                               9/10                        Vol.22 No.13 July 15, 2020 
 

 

■ライフサイズ社（クラウドサービス） 
https://pages.get.lifesize.com/remote-work-with-lifesize/ 

■インタビューメーカー（Web 面接） 
https://interview-maker.jp/ 

■ドコモシステムズ（Web 会議 sMeeting） 
https://ddreams.docomo-sys.co.jp/smeeting/ 

■RSUPPORT(Web 会議 RemoteMeeting など) 
  https://www.rsupport.com/ja-jp/ 

■DialPad(クラウド PBX) 
 https://www.dialpad.co.jp/ 

■アバー・インフォメーション（デモ機など無償貸出し） 
 https://jp.aver.com/ 

■ブイキューブ（V-CUBE ミーティング、営業、教育、医療

機関など）https://jp.vcube.com/ 

■ベルフェイス（営業特化 Web 会議） 
https://bell-face.com/ 

■プリンストン（クラウド会議サービス BlueJeans） 
https://www.princeton.co.jp/news/2020/03/202003101100.html 

■AloT クラウド（Web 会議） 
https://www.aiotcloud.co.jp/ 

■ポリグロットリンク（遠隔通訳サービス、学校向け） 
 https://polyglot-link.co.jp/ 

■ギンガシステム（LoopGate for PC/Tablet） 
https://ginga-sys.jp/ 

■シスコシステムズ（Web 会議 Webex） 
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/collaboration/webex

90days.html 

■ネオキャリア（Web 会議 Calling） 
https://www.calling.fun/ 

■ meet in（Web 会議ミートイン、教育向け） 
https://meet-in.jp/ 

■マルジュ（Web 面接 SOKUMEN） 
https://www.maru.jp/sokumen/ 

■トラストバンク（自治体専用チャット LoGo） 
https://www.trustbank.co.jp/ 

■ビジョン（ビジネス向け SNS ツール JANDI） 

https://vws-biz.com/jandi/ 

■StarLeaf/メディアプラス 

 https://www.starleaf.jp/ 

■日本アバイア（Avaya Spaces、教育機関・非営利） 

 （在宅コンタクトセンター） 

https://www.avaya.com/jp/ 

■シャープマーケティング（TeleOffice） 

https://www.ideep.com/ 

■DMM 英会話（Bellbird ビデオ通話サービス） 

https://eikaiwa.dmm.com/app/meeting 

■Vonage（Vonage Free Conferencing） 

 https://freeconferencing.vonage.com/ 

■ロゼッタ（遠隔会議上音声翻訳ツール） 

 https://www.jukkou.com/lp/onyaku.html 

■ニューロネット（Web 会議 SaasBoard） 

 https://www.neuronet.co.jp/ 

■岩崎通信機（Web 会議 Waarp） 

 https://www.iwatsu.co.jp/waaarp/ 

＊7 月 15 日現在で無償提供を終了しているところも

あるかもしれません。個別にご確認ください。 

 

  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（7 月～8 月） 

「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」、「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」、「テレワーク環境をスムーズに整える秘訣とは？～

安心してテレワークするための IT ツールガイド～」 など 

会場：（Web セミナー） 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 

https://pages.get.lifesize.com/remote-work-with-lifesize/
https://interview-maker.jp/
https://ddreams.docomo-sys.co.jp/smeeting/
https://www.rsupport.com/ja-jp/
https://www.dialpad.co.jp/
https://jp.aver.com/
https://jp.vcube.com/
https://bell-face.com/
https://www.princeton.co.jp/news/2020/03/202003101100.html
https://www.aiotcloud.co.jp/
https://polyglot-link.co.jp/
https://ginga-sys.jp/
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/collaboration/webex90days.html
https://www.calling.fun/
https://meet-in.jp/
https://www.maru.jp/sokumen/
https://www.trustbank.co.jp/
https://vws-biz.com/jandi/
https://www.starleaf.jp/
https://www.avaya.com/jp/
https://www.ideep.com/
https://eikaiwa.dmm.com/app/meeting
https://freeconferencing.vonage.com/
https://www.jukkou.com/lp/onyaku.html
https://www.neuronet.co.jp/
https://www.iwatsu.co.jp/waaarp/
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/yvc-200/index
https://jp.vcube.com/event/all
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■「さ、変えよう、会議を。」 ～オンライン会議でも「リ

アル」を超えるコミュニケーションを実現するために～ 

日時： 

第 1 回：7 月 16 日（木）14:00～14:45 

第 2 回：7 月 31 日（金）11:00～11:45 

会場：オンライン 

主催：シネックスジャパン株式会社 、日本マイクロソフト

株式会社 

詳細・申込：https://www.synnex.co.jp/event/07160731/ 

 
■明日から全社員フルテレワーク やってみてわかった課

題と解決方法とは～with コロナ時代に求められる新しい働

き方～ 

日時：7 月 16 日（木）17:00～18:00 

会場：オンライン 

主催：シスコシステムズ合同会社/株式会社 Phone Appli 

詳細・申込：

https://phoneappli.net/event/2020/20200716-event.html 

 
■Web 会議、テレビ会議の新たな活用方法 

日時：8 月 4 日（火）14:00～14:45 

会場：オンライン 

主催：株式会社大塚商会  

   共通基盤情報通信ネットワークプロモーション部 

詳細・申込：https://www.otsuka-

shokai.co.jp/event/online/20/08a/?p=A03 

※大塚商会とシスコシステムズによる講演。 

 

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

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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