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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. 23 No.6 2021 年 3 月 31 日                                   

 

  製品・サービス動向-国内              

■Bloom Act：BtoC 業態向けオンライン接客

ソリューション Rooms を発表 
（3 月 19 日） 

 株式会社 Bloom Act（https://www.bloomact.co.jp/）

（茨城県つくば市）は、海外産 Web 会議ツールとは異

なり、日本の接客シーンに特化した機能・おもてなし

要素を豊富に搭載している国産のオンライン接客専用

システム「Rooms」（https://rooms-online.jp/）を発表。

初期費用 10 万円＋月額料金で利用できる。同社は、

BtoB 向 け 「 オ ン ラ イ ン 商 談 シ ス テ ム  B-Room 」

( https://broom-online.jp/ )も提供している。 

 

 
オンライン接客専用システム Rooms（Bloom Act） 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、オンライン会

議ツールが広がったものの、国内の BtoC 業態向け専用

のオンライン接客ツールの開発を望む声が、非常に多

く寄せられたという。そこで、BtoB 向けサービス展開

の中で培ってきたテレビ会議のノウハウ（ブラウザの

みで映像と音声のやりとりを実現する技術）を活かし、

かつ BtoC 企業特有の商談シーンに合わせた独自機能

を追加した新サービスを提供開始する。 

 Room は、4 拠点同時接続、名刺お渡し、デスクトッ

プ共有、プレゼンモード、トークスクリプト、ステル 

 

 

 

スメモ、音声自動議事録、チャット、ファイル送信、

自動リマインドメール、Outlook・Google カレンダー

連携、背景ぼかし、商談履歴、ホームページとのカレ

ンダー連携、顧客からの予約受付、アンケート、ルー

ムキー接続、自社ロゴ使用など豊富な機能を提供して

いる。 

 

 

Rooms の価格（Bloom Act） 

セキュリティ面でも、銀行取引やクレジット決済に

も使用される TLS 暗号化通信のみを使用、通信の中継・

データの保管を行うサーバも全て国内設置、第三者機

関による定期的なセキュリティ・リスクチェック、

WAF（Web Application Firewall）による通信の監視・

保護も 24 時間実施するなど、セキュリティ最優先の

運用を行っているという。なお、情報セキュリティの

国際規格 ISO27001(ISMS 認証)も取得しており、シス

テムだけでなく、運営会社としても適切な情報管理を

行っている。 

今後、映像と音声をもとに、表情・話し方・内容を

数値として可視化・分析できる機能のほか、電子契約、

Salesforce 連携なども順次リリース予定という。 

https://www.bloomact.co.jp/
https://rooms-online.jp/
https://broom-online.jp/
https://www.bloomact.co.jp/
https://rooms-online.jp/


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                              2/7                       Vol.23 No.6 March 31, 2021 
 

 

■レノボ・ジャパン：コラボレーションの質

を高める、会議室専用カメラ「ThinkSmart 

Cam 」 、 会 議 室 専 用 ス ピ ー カ ー マ イ ク

「ThinkSmart Bar」を発表 
（3 月 23 日） 

 レ ノ ボ ・ ジ ャ パ ン 合 同 会 社

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

は、3 月 23 日、会議室専用カメラ「ThinkSmart Cam」、

会議室専用スピーカーマイク「ThinkSmart Bar」を発

表した。 

 
ThinkSmart Cam（レノボ・ジャパン） 

 新型コロナウイルスの影響により、オンライン会議

の重要性が高まっている。より円滑なやりとりを行う

ため、カメラやスピーカーに対する高機能化ニーズが

拡大しているという。それに対してレノボではコラボ

レーションの質を高める製品として、PC と USB ケー

ブルでつなぐだけで使える会議室専用のカメラとス

ピーカーマイクを今回発表した。 

 ThinkSmart Cam は、HDR 機能を搭載した広角高解

像度カメラ。VPU（Vision Processing Unit）を内蔵し、

AI 機能を搭載。人の顔や姿、動きを認識し、自動で参

加者をフレーミングする。また、発声により話者トラッ 

キングを行うため、話者がホワイトボードの近くで 2

秒以上話すと、話者とホワイトボードをフレーミング

する。ホワイトボードの文字も認識でき、リモート参

加者もホワイトボード上の文字を用意に確認できるよ

うになっている。 

  また、管理機能も備え、「ThinkSmart Manager」や

「ThinkSmart Cam Control」アプリから機能設定も行

える。その他、壁やモニターに設置できる各種マウン

ト用パーツを同梱。3 年保証付き。 

 

ThinkSmart Bar（レノボ・ジャパン） 

 スピーカーマイクである ThinkSmart Bar は、DSP

（Digital Signal Processor）を搭載。エコーキャンセル、

ノイズ抑制機能を備えたスピーカーマイク。4 つの

ビームフォーミングマイクを内蔵した 8ｍまで集音可

能な ThinkSmart Bar と、4 つのビームフォーミングマ

イクと 2 個のサテライトマイクを同梱した 10m まで

集音可能な「ThinkSmart Bar XL」の 2 モデルを用意し

た。大会議室でも音声をしっかり拾い、クリアな音質

で会話が行える。なお、ThinkSmart Bar も、各種マウ

ント用パーツを同梱しており、3 年保証付きとなって

いる。 

 販売価格は、ThinkSmart Cam が 65,000 円（税別）、

ThinkSmart が 75,800 円（税別）、ThinkSmart Bar XL

は 85,800 円（税別）となっている。ThinkSmart Hub

を購入しているユーザはプレミアムコールセンターに

て ThinkSmart Cam と ThinkSmart Bar のサポートも

行う。 

 

■NTT 東日本：オフィスの電話の発着信を可

能 に す る 「 ひ か り ク ラ ウ ド 電 話  for 

Microsoft Teams」の提供開始 
（3 月 24 日） 

 東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 （ https://www.ntt-

east.co.jp/）（以下、NTT 東日本）は、テレワークにお

ける取引先などとの円滑なコミュニケーションを実現

https://www.lenovo.com/jp/ja/
https://www.ntt-east.co.jp/
https://www.ntt-east.co.jp/
https://www.lenovo.com/jp/ja/
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するサービス「ひかりクラウド電話 for Microsoft 

Teams」を 4 月 26 日より月額費用で提供する。 

  
NTT 東日本のソリューション（NTT 東日本） 

 昨今のニューノーマルな働き方の浸透にともない、

NTT 東日本は地域の企業ユーザから、テレワークの導

入に向けて「オフィスにかかってくる電話の着信をテ

レワーク先で受けたい」「スマートフォンやパソコン

などのテレワーク端末からオフィスの電話番号で発信

したい」といった相談を受ける機会が増えているとい

う。 

 そこで今回このサービスを提供することで、マイク

ロソフト社の「Microsoft Teams」にてオフィスの電話

番号の発信・着信が可能となり、また日々の業務に利

用される電話やチャット、WEB 会議などの多様なコ

ミュニケーション手段を Microsoft Teams を導入した

パソコンやスマートフォンに統合することが可能と

なった。 

 これまでオフィスに着信していた電話を Microsoft 

Teams で受けることが可能となるため、オフィスへの

着信に対応するために出社する必要がなくなる。また、

オフィスへの着信をどこでも受けられるため、BCP 対

策にも役立つとしている。一方、Microsoft Teams にて

電話をかけると、相手先にオフィスで契約している番

号が通知されるため、従業員の個人的な電話番号の漏

えいを防ぐこともできるという。 

 ひかりクラウド電話 for Microsoft Teams は、パソ

コンやスマートフォンに Microsoft Teams を導入する

だけで利用可能なため、オフィスに電話機が不要とな

る。電話の設定も Microsoft Teams のアプリケーショ

ン上で簡単にできるようになっている。 

 本サービス利用に際しては、マイクロソフト社が

Microsoft Teams 向 け に 提 供 し て い る 「 Phone 

System(電話システム)」または「Microsoft Teams Voice」

と、それらを付与可能な「Office 365 または Microsoft 

365」ライセンスが必要となる。提供エリアは、東京都、

神奈川県、千葉県、埼玉県。初期費用と月額費用そし

て設定代行メニュー（オプション）がある。月額費用

は 1 番号あたり 1,430 円（UC 接続＋ひかり電話オフィ

ス A）。これらのほかインターネット接続、Office365

や Phone System などユーザ用意も含め月額費用がか

かる。 

 

■NTT コムオンライン・マーケティング・ソ

リューション：ビデオ通話サービス「ビデ

オトーク」、リモートスクリーンショット

機能をリリース 
（3 月 23 日） 

 NTT コム オンライン・マーケティング・ソリュー

ション株式会社（https://www.nttcoms.com/）（東京

都品川区）は、提供中の法人向けビデオ通話サービス

「ビデオトーク」にて、リモートから映像を撮影する

「リモートスクリーンショット機能」をリリースした。 

 ビデオトークは、「すべてのスマホを、お客さま対

応窓口に。」をコンセプトに、アプリインストールや

アカウント作成は不要で、企業が顧客の携帯番号に

SMS 送信するだけでビデオ通話が始められるビデオ通

話サービス。 

 ビデオ通話中にスマートフォンのアウトカメラを通

じて顧客の状況をリアルタイムに把握できるため、た

とえば、今までは対面での対応が必要だった「家電や

https://www.nttcoms.com/
https://www.nttcoms.com/
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住居の修理見積もり」や「引越見積もり」「保険会社

による損害調査」など現地確認・現地撮影が必要な業

務への活用が進んでいる。これらのほか、医療機関に

おける診療、リサイクルや中古品の査定、各種カスタ

マーサポート業務など、感染症対策に伴い対面業務が

難しい昨今、対面業務のオンライン化に幅広い分野で

活用できるという。 

 一方で、スマホ撮影を行う際に「高所や車の下など

撮影ボタンを押せない場合がある」「撮影時に手ぶれ

が発生する」など場所によって両手を使うことができ

ないため撮影に困難をきたすケースが発生していた。 

 そこで今回、リモートからスマートフォンを操作し、

映像を撮影、静止画として保存することができる「リ

モートスクリーンショット機能」を開発した。 

 

■マルジュ：Web 面接システム「SOKUMEN」

に「Outlook カレンダー連携機能」を追加

実装 
（PRTIMES：3 月 31 日） 

 株式会社マルジュ（https://www.maru.jp/）（東京都

豊島区）は、人材派遣会のための Web 面接システム

「SOKUMEN」に「Outlook カレンダー連携機能」を追

加実装したと発表。 

 

SOKUMEN（マルジュ） 

 SOKUMEN は、応募者・面接官ともにシンプル・簡

単に利用できる Web 面接ツール。「しっかり Web 面

接を自社に定着させるのに適したツール。」（マルジュ）  

スマートフォンやタブレットでもアプリが不要で、

ログインや登録も不要、URL ワンクリックで即面接開

始が可能となっている。データ通信量も業界最小など

Web 面接を派遣求職者が嫌がる理由を排除。一方価格

の面でも、月額固定 19,800 円（税抜）～、初期費用 0

円、従量課金なし、面接時間や回数無制限、面接官 ID

も登録し放題で利用できるという。 

 
Outlook カレンダーに自動反映（マルジュ） 

 今回、SOKUMEN で設定した面接スケジュールを自

動で任意の Outlook カレンダーに反映する機能を提供

開始する。これまで、SOKUMEN の面接スケジュール

は SOKUMEN 管理画面内のカレンダーや SOKUMEN 連

携済みの ATS のカレンダー、または Google カレンダー

（連携済み）でしか管理ができなかったため、Outlook

カレンダーでスケジュールを管理していた企業では二

元管理となり、手間がかかる状況だった。今回のリリー

スにより、Outlook カレンダーでスケジュール管理を

している企業では SOKUMEN のスケジュールを含め全

てのスケジュールを一元管理することができるように

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maru.jp/
https://www.maru.jp/
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  ビジネス動向-国内              

■ヤマハ：会議用スピーカーフォン「YVC-330」

が「Zoom Personal Workspace」の認証を取

得 
(3 月 19 日) 

 ヤ マ ハ 株 式 会 社 （ https://sound-

solution.yamaha.com/）（静岡県浜松市）は、ユニファ

イドコミュニケーションスピーカーフォン「YVC-330」

において、Zoom Video Communications 社が展開する

ソフトウェアベースの Web/ビデオ会議ソリューショ

ン「Zoom Personal Workspace」の認証を取得したと

発表。 

 

YVC-330 を活用した Zoom ミーティング（ヤマハ） 

 YVC-330 は、パーソナルスペースから 6 名程度の中

規模ミーティングスペースに最適で、オプションの連

結ケーブルで 2 台を連結接続すれば 10 名程度の会議

もカバーすることができるようになっている。また、

SoundCap モードではこのモードを使うと機器から

1m 以上離れた音を減衰して収音し、発話者の声を明

瞭に届けることが可能となっている。加えて、周囲の

雑音の大きさに合わせ自動的にスピーカー音量調整と

マイクミュートを行い、オープンスペースでの会話を

サポートしている。 

 今回、Zoom 社の提供する法人向けの Web/ビデオ会

議ソリューション Zoom Personal Workspace の認証

を得た。Zoom Personal Workspace に対応する YVC-

330 ファームウェアはヤマハ音環境製品サイトから 3

月 19 日より無料ダウンロードが可能となっている。 

 なお、YVC-330 についてはユーザの利用環境で検証

できる貸出サービス（無料）も行っている。 

 

  市場動向-国内             

■シード・プランニング：ビデオ会議/Web 会

議の最新市場動向に関する調査レポート発

売 
（3 月 29 日） 

 株 式 会 社 シ ー ド ・ プ ラ ン ニ ン グ

（https://www.seedplanning.co.jp/）（東京都文京区）

は、新型コロナウイルス感染症対策で注目を浴びるビ

デオ会議/Web 会議の最新市場動向に関する調査を行

い（2020 年 12 月 1 日～2021 年 3 月 15 日）、この

度結果をまとめた。調査対象メーカーは約 80 社に及

ぶ。 

 
市場規模推移（シード・プランニング） 

 2019 年～2025 年の市場規模推移では、関連市場を

含めた市場規模は 2025 年には 5,000 億円を超えると

予想する。 

 ビデオコミュニケーションの調査レポートは今回で

18 回目となる。同社によると、この間に通信環境の整

備が進むとともに、モバイル端末の飛躍的な進化があ

り、ビデオコミュニケーション業界は大きく変化した

という。 

 また、2020 年初頭からの新型コロナウイルス感染

症対策のひとつとして、非接触のテレワーク、ウェビ

https://sound-solution.yamaha.com/
https://sound-solution.yamaha.com/
https://www.seedplanning.co.jp/
https://www.seedplanning.co.jp/
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ナーなども注目されている。とりわけ Web 会議を提供

する Zoom 社はコンシューマーならびにビジネスの両

方で引き合いが多く、大きく伸びたようだ。 

 調査レポート名は、「2021 ビデオ会議/Web 会議

の最新市場とコロナ対策・テレワークの現状～新型コ

ロナ対応におけるビデオコミュニケーションとテレ

ワーク動向と今後～」。レポート内容や購入方法など

の詳細は、

http://store.seedplanning.co.jp/item/10970.html。 

 

 PR                            

 

■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＞  

 

■Slack for Sales 営業部門向けウェビナー 

日時：4 月 8 日（木）13:30～14:45 

会場：オンライン 

主催：Slack Japan 株式会社 

詳細・申込：

https://slackforsales0408.splashthat.com/slackcombanner 

 
■ブイキューブセミナー（4 月～5 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」、【初級編】ウェビナー開催の“い

ろは”をご紹介など多数 

会場：オンラインセミナー 

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

 
■Webex Meetings 関連ウェビナー（4 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

http://store.seedplanning.co.jp/item/10970.html
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://slackforsales0408.splashthat.com/slackcombanner
https://jp.vcube.com/event/all
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
http://store.seedplanning.co.jp/item/10970.html%E3%80%82
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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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