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  製品・サービス動向-国内              

■テレキューブ：「TELECUBE」の新モデル

「TELECUBE エントリー」発売開始、構造を

簡略化し低価格を実現 
（2 月 15 日） 

 テレキューブ株式会社（https://telecube.co.jp/）（東

京都千代田区）は、スマートワークブース「TELECUBE

（テレキューブ）」の新モデル「TELECUBE エントリー」

を 2 月 15 日より発売を開始する。 

 
TELECUBE エントリー（テレキューブ） 

 TELECUBE エントリーは、2017 年に発売開始し、既

に 2,000 台以上が導入されている TELECUBE の新モ

デル。これまでのモデルと比較して素材、構造の簡略

化を図り、低価格での提供を実現した。 

 周囲を気にすることなく業務により集中できる遮音

性に優れており、内部にテーブルとイス、電源コンセ

ント、天井照明に加えて、Web 会議の際に映る顔の表

情を鮮明にする左右のフロントコーナー部に設置した

LED 照明などが装備されている。さらに壁付液晶モニ

ター（オプション）を使用することでマルチディスプ

レイ環境を実現することも可能となっている。 

 換気ファンを搭載しており、ブース内の空気と外の

空気を循環させて快適な環境を保ち、1 分前後で室内 

 

 

の空気が換気されるようになっている。また、住宅用

自動消火装置を搭載しており、オフィス内で顧客が自

由に設置変更することに対応した可動式ブースとして、

消防法による防火対象物へもスプリンクラー工事なし

で設置が可能となっている。 

 サイズは、1,200(W) x 1,100(D) x 2,304(H)。価格は

オープンプライス。 

 

■サンワサプライ：カメラ一体型の WEB 会議

用スピーカーフォンを発売、3 倍ズームに

対応 
（2 月 2 日） 

  サンワサプライ株式会社（https://www.sanwa.co.jp/）

（岡山市北区）は、リモコンで 3 倍ズーム、パン、チ

ルト操作ができる WEB 会議用スピーカーフォン「400-

CAM087」を発売した。 

 
WEB 会議用スピーカーフォン「400-CAM087」 

（サンワサプライ） 

 本製品は、カメラやマイク、スピーカー搭載の一

体型 WEB 会議用スピーカーフォン。発売から大好評

の「400-MC013」（2018 年 11 月 14 日発表）にリモ

https://telecube.co.jp/
https://www.sanwa.co.jp/
https://telecube.co.jp/
https://www.sanwa.co.jp/
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コンが付属、3 倍ズームも対応し、さらに便利に使え

るようになった。 

カメラは、210 万画素・フル HD の高画質。広い範

囲を映すことができる 105°広角レンズを採用。リモ

コン操作でズームイン／ズームアウト、上下左右、音

量調節などが行える。またピクチャインピクチャ機能

を搭載しており、ズーム時も画面全体の様子を別画面

で確認できるようになっている。 

また、マイクは 360°すべての範囲の音を拾う全指 

向性マイクを搭載。集音範囲は半径 3ｍ。強力なエコー

キャンセル機能とノイズリダクション機能を備えてい

るので、クリアな音声でビデオチャットが可能。 

スピーカーは 2W 出力で相手の音声をくっきりと再

生する。リモコンで音量調整が可能となっている。 

 本製品は、「Microsoft Teams」「Skype」「Zoom」

といった各種 WEB 会議ソフトに対応している。本体

のサイズは、約 W74.5xD72xH276mm。重量約 471g。 

 

■ロジクール：法人向け会議室ソリューショ

ンの強化、「ロジクール Tap ルームソリュー

ション」HP 製 PC とのバンドルを発売 
（2 月 3 日） 

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

jp）（東京都港区）は、発売中の Web/ビデオ会議用タッ

チパネルやカメラ・スピーカー・マイクに HP 製の PC

をセットにした、「ロジクール Tap ルームソリューショ

ン（Microsoft Teams Rooms 用） HP Elite Sice G2 バ

ンドル」と「ロジクール Tap ルームソリューション

（Zoom Rooms 用）HP EliteDesk 800 G6 DM コラボ

レーションモデルバンドル」を提供開始する。新規導

入はもちろん、既存の会議室設備への統合も簡単とい

う。 

 発売中のロジクール Tap ルームソリューションは、

カメラ・スピーカー・マイクにタッチパネルとミニ PC

をセットにすることで、システム導入の手間や操作・

運用を簡素化している。Web/ビデオ会議ソフトウェア

毎に最適化することによってワンタッチで会議を開始

できるほか、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が導入

の決め手になっているという。 

 

ロジクール Tap ルームソリューション HP 製 PC バンドル

Microsoft Teams Rooms 用、Zoom Rooms 用（ロジクール） 

 
ロジクール Tap ルームソリューション HP 製 PC バンドル 

製品構成（ロジクール） 

 トップクラスの PC 市場シェアを誇る HP バンドル

は PC の保証期間が 3 年間とサポートが充実しており、

ロジクール製品も購入時の 2 年保証を 1 年延長するオ

プション購入により 3 年間無償保証を提供する。同時

に PC に関して運用面やセキュリティ管理などさらな

る選択肢を導入企業に提供するとしている。 

 ベースパッケージ（「MeetUp」「Rally」をすでに導

入済みユーザ向け）は、HP 製 PC、Tap タッチスクリー

ンコントローラ、Tap パソコンマウント。Microsoft 

Teams Rooms 用の参考価格は、1～5 名程の小会議室

向けで 371,000 円（税抜）、10 名程度の中会議室向

けで 556,000 円（税抜）、15 名前後～最大 50 名弱が

https://www.logicool.co.jp/ja-jp
https://www.logicool.co.jp/ja-jp
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参加する大会議室向けで 633,000 円（税抜）となって

いる。 

 主なターゲットは、Microsoft Teams や Zoom を使

用する大手企業。ただし、本ソリューションは、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

マンスを兼ね備えていると説明する。 

 ロジクールは今後も、会議室ソリューションを提供

することで、企業のデジタルコミュニケーションテク

ノロジー導入と、リモートワーク、オフィス勤務を掛

け合わせたハイブリットな働き方実現のためのオフィ

ス環境整備を支援していくとしている。 

※関連記事：定期レポート 2019 年 7 月 31 日号 

 

■TeamViewer ジャパン：Web 画面共有の新

し い ソ リ ュ ー シ ョ ン 「 TeamViewer Co-

Browsing」の販売開始 
（PRTIMES：2 月 3 日） 

 TeamViewer ジ ャ パ ン 株 式 会 社

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

は、Web 画面共有の機能を擁した「TeamViewer Co-

Browsing」の販売を日本において本格開始する。 

 Team Viewer Co-Browsing は、リモートでの顧客と

の対話や遠隔サポートを想定しており、ウェブサイト

を訪問した顧客と Web 画面を共有することが可能と

なっている。アプリケーションのダウンロードが不要

でチャットやブラウザの画面共有が行える。画面共有

情報を録画し、再生することができ、個人情報などの

マスキングも行えるようになっている。 

また、画面共有は、GDPR（EU 一般データ保護規則）

に準拠したエンドツーエンドの暗号化に対応しており、

安全にブラウジング画面を共有することが可能となっ

ている。 

 チームビューアーはリモート接続プラットフォーム

のグローバルリーダー。リモート接続ソリューション

である TeamViewer は、PC、モバイル端末、工場の機

械、ロボットなどのデバイスと人、そして場所や時間

を問わず世界のユーザとの接続を可能にし、セキュリ

ティの高いリモートアクセス、サポート、コントロー

ル、コラボレーション機能がいかなるオンライン上の

エンドポイントで利用可能となっている。個人向けに

は無償で提供しており、現在の登録者は 55 万人超。法

人は中小企業から大企業まで多様な業種で利用されて

いる。会社設立以来 TeamViewer がダウンロードされ

ているデバイスは現在 25 億台に達している。 

 会社設立は 2005 年。本社はドイツのゲッピンゲン。

従業員は全世界で約 1,200 名。2019 年度の売上は約

3 億 2,500 万ユーロ。TeamViewer AG 社は、フランク

フルト証券取引所に上場しており、MADAX 株式指数

構成銘柄となっている。日本法人は 2018 年に設立さ

れている。 

 

  ビジネス動向-国内              

■ブイキューブ：JR 東日本「STATION WORK」

の東日本エリア全域展開で「テレキューブ」

の採用拡大 
（2 月 9 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（以下、JR 東

日本）が提供するシェアオフィス事業「STATION 

WORK」の「STATION BOOTH」に個室型スマートワー

クブース「テレキューブ」が引き続き採用されたと発

表。 

 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。STATION BOOTH は、秋田・盛岡・新潟と

いった東北信越エリアから、飯田橋や恵比寿の都心ま

で 17 カ所が追加開業し、新たにフィットネスジム

「JEXER 新宿」やコンビニエンスストア「NewDays（JR

https://www.teamviewer.com/ja/
https://jp.vcube.com/
https://www.teamviewer.com/ja/
https://jp.vcube.com/
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仙台イーストゲートビル店）」へ設置される。 

 

STATION WORK 展開（ブイキューブ） 

 今後、STATION WORK は、2021 年度に 100 カ所

ネットワークとなり、2023 年度までに 1,000 カ所展

開を目指している。 

 テレキューブは、「テレワークをする場所がない」

という課題を解決するソリューションとして、設置拡

大が進み、2020 年 12 月末時点の設置台数は 2,000 台

を超えている。ビジネスパーソンの利用が多い駅やオ

フィスビルからより生活近接エリアへのニーズが高

まっている。 

 ブイキューブは、STATION BOOTH の設置拡大など

テレキューブの提供を通して、JR 東日本とともに、日

本の新しい働き方を創出していくとしている。 

 

■テレキューブサービス：個室型ワークブー

ス「テレキューブ」の運営システムを活用

した客室のテレワーク利用サービス「テレ

キューブ連携ホテル」の実証実験を開始 
（2 月 10 日） 

 テ レ キ ュ ー ブ サ ー ビ ス 株 式 会 社

（https://telecube.jp/）（東京都千代田区）は、ホテル

客室のテレワークスペースとしてのニーズ把握のため、

個室型ワークブース「テレキューブ」の会員が予約シ

ステムを利用し、客室を利用できるサービス「テレ

キューブ連携ホテル」の実証実験を 2 月 15 日より 4

月 30 日まで実施する。 

 テレキューブサービスは、2019 年 8 月の創業以来

個室型ワークブース「テレキューブを展開している。

スマートフォンで会員登録から予約・利用まで手軽に

利用できるシステムを構築し、サービスの認知が高ま

るにつれ、利用者数、利用時間とも年々拡大している。  

一方で、テレワークの拡大に伴い、さまざまなサー

ビス同様にテレワークを行う方のニーズの多様化が進

むことも考えられ、同社では、多様なスペースでサー

ビスを提供することで、より快適なテレワーク環境を

提供できる可能性を検討してきた。 

 そこで、株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリ

ゾーツが運営するホテル客室にてテレワークニーズを

検証するため、テレキューブと同様にホテルの居室を

予約、利用できるサービス「テレキューブ連携ホテル」

の実証実験を行うこととした。対象ホテルは、ザ ロイ

ヤルパークホテル アイコニック 東京汐留、ザ ロイヤ

ルパーク キャンパス 大阪北浜の 2 拠点となる。 

 検証期間中、テレキューブの予約システムから対象

ホテルの各 3 部屋計 6 部屋を予約、利用できることで、

ホテル客室の新しい活用ニーズや長時間落ち着いた利

用ニーズの検証を行う。利用は 4 時間単位。ザ ロイヤ

ルパークホテル アイコニック 東京汐留は、5,000 円

/4 時間、ザ ロイヤルパーク キャンパス 大阪北浜の

方は 2,000 円/4 時間となっている。 
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■ダイトロン株式会社 
 

https://www.daitron.co.jp/products/aver_promotion.html 
 

■アバー・インフォメーション株式会社 
 

 
https://jp.aver.com/solution/learning-and-

consulting/remote-consulting 
 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

■ブイキューブセミナー（2 月～3 月） 

「実践！Zoom ウェビナー～ウェビナー開催のコツや運用

の 5 つのポイントを伝授～」「徹底解説！失敗しないウェ

ビナーツールの選び方」など多数 

会場：オンラインセミナー 

詳細・申込： https://jp.vcube.com/event/all 

 

 

 

 

■POLY VIRTUAL EXPERIENCE DAY 2021 

在宅、オフィス勤務混在のコラボレーション問題を解決～ 

POLY が実現する「成功するハイブリッド ワーク」 

日時：2 月 16 日（火）14:00～15:00 

会場：オンラインセミナー 

主催：Poly 

詳 細 ・ 申 込 ： https://connect.poly.com/APAC-JPN-EV-PS-

PrivateVirtualEvent 

 

 

■POLY VIRTUAL EXPERIENCE DAY 2021 在宅、オフィス勤務

混在のコラボレーション問題を解決 ～ POLY が実現する

「成功するハイブリッド ワーク」 

日時：2 月 16 日（火）14:00～ 

会場：オンライン 

主催：Poly 

詳細・申込： 

https://connect.poly.com/APAC-JPN-EV-PS-

PrivateVirtualEvent-1023084_LP-0-1-Live--JA.html 

 

 
■新しい TEAMS / ZOOM 会議体験 RALLY BAR 登場 

日時：2 月 17 日（水）14:30～15:15 

会場：オンライン 

主催：ロジクール 

詳 細 ・ 申 込 ： https://info.logitech.com/02172021kds-

regional-webinar-ja-jp.html 

 

 
■「Zoom ミーティング×音声処理技術で、カンタン字幕表

示＜実践編＞」開催のお知らせ 

日時：2 月 19 日（金）14:00～15:30 

会場：オンライン 

主催：ヤマハ株式会社/ZVC Japan 株式会社/株式会社アドバ

ンスト・メディア 

詳細・申込：https://sound-

solution.yamaha.com/lp/webinar_202102 

 

 

 

https://www.daitron.co.jp/products/aver_promotion.html
https://jp.aver.com/solution/learning-and-consulting/remote-consulting
https://jp.aver.com/solution/learning-and-consulting/remote-consulting
https://jp.vcube.com/event/all
https://connect.poly.com/APAC-JPN-EV-PS-PrivateVirtualEvent
https://connect.poly.com/APAC-JPN-EV-PS-PrivateVirtualEvent
https://connect.poly.com/APAC-JPN-EV-PS-PrivateVirtualEvent-1023084_LP-0-1-Live--JA.html
https://connect.poly.com/APAC-JPN-EV-PS-PrivateVirtualEvent-1023084_LP-0-1-Live--JA.html
https://info.logitech.com/02172021kds-regional-webinar-ja-jp.html
https://info.logitech.com/02172021kds-regional-webinar-ja-jp.html
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_202102
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_202102
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■Webex Meetings 関連ウェビナー（2021 年 2 月～3 月） 

日時：日時ご確認ください。 

会場：オンライン/オンディマンド 

主催：シスコシステムズ合同会社 

詳細・申込： 

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/training-events/events-

webinars/collaboration-webinars.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 
 

 

CNAレポート・ジャパン 2021年2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 

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/training-events/events-webinars/collaboration-webinars.html
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/training-events/events-webinars/collaboration-webinars.html
http://cnar.jp/cna/event-j.html
http://cnar.jp/cna/event-r.html
https://www.facebook.com/unifiedcom
https://twitter.com/cnarjapan
http://cnar.jp/cna/dtcforum-ml.html
http://www.cnar.jp/cna/cnareportarchive.htm
http://cnar.jp/
mailto:cnar@cnar.jp

