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  製品・サービス動向-国内              

■CVTE：法人向け・4K 対応オールインワン

ミーティングボード「MAXHUB（マックス

ハブ）」の日本国内における導入社数が

3,000 社を突破、国内パートナーと販売強

化 
（オンライン記者発表会：9 月 14 日） 

 CVTE 社（https://www.maxhub.com/en/）（中国・

広州市）は、同社が開発・販売する法人向け・インタ

ラクティブパネル「MAXHUB（マックスハブ）」の日

本国内における導入社数が、2018 年 6 月の販売開始

以来、1 年 8 ヶ月で 3,000 社を突破したと発表。富士

フイルムビジネスイノベーションジャパン、日立製作

所、NTT ドコモ、東京大学などで MAXHUB が利用さ

れているという。 

 
MAXHUB の初期画面－ホワイトボード/プレゼン/Web 会議

を選べるようになっている。（ナイスモバイル） 

 CVTE 社は、2005 年 12 月に設立され本社は中国広

東省広州市にある。中国国内 28 都市にオフィスを構

え、国外では、日本のほかに米国、ドイツ、イギリス、

オーストラリア、インドネシア、サウジアラビア、ア

ラブ首長国連邦などに現地チーム、インドに支社を置

きグローバルで販路を拡大している。従業員の約 6 割 

 

 

が技術系で、研究開発拠点は国内 8 カ所、台湾台北市、 

インド・ニューデリーにある。2020 年末には 5,500 件

以上の特許を取得している。 

 会社としては、テレビ用マザーボードの設計に始ま

り、現在は、テレビ基幹部品・ディスプレイ、法人向

けサービス、次世代教育用ツール、医療用ハードウェ

ア、人工知能、起業支援と 6 つの事業を展開している。

テレビ用のマザーボードは、世界シェア 31%以上を占

める 5 億 1000 万ピースを出荷（2020 年 12 月末）し

たという。 

 それらの事業の中には、テレビ用メインボードなど

テレビの基幹部品やディスプレイ開発で培った技術を

活かした、インタラクティブパネル、医療機器及び関

連するインテリジェント・ハードウェアの設計・開発・

販売も含まれ、インタラクティブ・フラットパネル（IFP）

のシェアはトップクラスで 2020 年上半期アジア太平

洋地区市場のシェアは 43%（Futuresource 社）を達成

している。 

 そのインタラクティブパネルには、法人向けの

MAXHUB と次世代教育用の「seewo」の 2 つのブラン

ドがあり、日本では MAXHUB を提供している。 

 MAXHUB は、4K 対応インタラクティブパネルに、

電子ホワイトボード機能、プレゼンテーション機能、

Web 会議ソリューションを統合しているオールイン

ワンミーティングボード。 

タッチパネルの感度、色の再現性、シームレススピー

カーに特長があるユーザエクスペリエンスを重視し、

納品後直ちに稼働できるターンキーソリューションと

して提供されている。 

ハードウェアの面では、パネル上部には、1200 万画

素のカメラのほか、6 個の集音マイクを内蔵し、正規

販売代理店の一社であるナイスモバイルによると、8ｍ

https://www.maxhub.com/en/
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先の声を拾える能力を持つという。また、下部には、

10W スピーカー（2 台）と重低音用スピーカーを搭載。 

 
MAXHUB のホワイトボードの使い方を説明する 

ナイスモバイル取締役 営業統括本部 井上 格 氏 

（ナイスモバイル） 

一方、本体には WindowsOS を搭載しているため、

さまざまな機器やソリューションと互換性がある。そ

のため、Web 会議においては、Zoom、Microsoft Teams

など使い分けることも可能。QR コードを使うことで操

作などを簡便にする機能もある。 

MAXHUB については、付加価値の設計からエンジニ

アリング、研究開発、製造を CVTE が自社で行ってお

り、また、日本のユーザニーズに対応する開発も専任

で行っており、タッチペンの改善なども一例としてあ

るという。 

 
CVTE 社製品ラインナップ（ナイスモバイル） 

 
販売代理店と取扱製品（ナイスモバイル） 

 日本国内の正規販売代理店は、ナイスモバイル株式

会社（https://nicemobile.jp/）（長野県松本市）と株式

会社 MAYA SYSTEM（https://maxhub.mayass.com/）

（東京都新宿区）で、主な販売パートナーは、富士フ

イルムビジネスイノベーションジャパン株式会社、コ

クヨ株式会社、ダイワボウ情報システム株式会社、株

式会社大塚商会、株式会社高文、株式会社映像センター、

株式会社ケイアイシーの 7 社により国内販売している。 

 国内での販売が増えユーザーから要望が多様化して

いるなかで正規販売代理店と協力し、販売店向け研修

制度などを充実させており、販売のさらなる強化を

行っている。 

 

■ Poly ： AI と 機 械学 習 を 活 用 し た 「Poly 

DirectorAI」などを採用した、ビデオ会議ソ

リューション「Poly Studio X70」、「Poly 

Studio E70」の発売 
（PRTIMES：9 月 16 日） 

 Poly（https://www.poly.com/jp/ja）（旧 Prantronics

とポリコム）は、中規模から大規模会議室に適した、

ビデオ会議ソリューション「Poly Studio X70」、「Poly 

Studio E70」の発売を発表した。 

 Poly Studio シリーズのビデオ会議ソリューションは、

参加者がいる場所を問わず、会議の質を高め、参加者

の声も姿もクリアに伝える。 

 Poly Studio X70 と Poly Studio E70 は、Poly のノイ

https://nicemobile.jp/
https://maxhub.mayass.com/
https://www.poly.com/jp/ja
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ズ低減技術の「Acoustic Fence」と「NoiseBlockAI」や

AI と機械学習を活用した「Poly DirectorAI」が採用さ

れているところに特長がある。 

 また、Poly Studio E70 インテリジェントカメラは、

Zoom 認定を取得しており、Poly Studio X70 ビデオ

バーも 2021 年 12 月に Zoom 認定を取得する予定。

いずれも Zoom のビデオ会議室用プラン「Zoom Rooms」

の画面レイアウト機能「Zoom Rooms Smart Gallery 

View」に対応している。 

 なお、Zoom Rooms Smart Gallery View には、ギャ

ラリービューを表示するための AI が採用されており、

会議室にいる参加者メンバーを適切にフレーミングし、

最大 3 つのビデオストリームを個別に返信する仕組み

を持つ。これにより、リモートの参加者は、会議室に

いる参加者をそれぞれ実際に対面しているかのように

感じられ、スムーズなコミュニケーションが実現する

としている。 

  

■Zoom 日本法人：あらゆる規模のビジネス

に 対 応 し た ク ラ ウ ド 型 電 話 サ ー ビ ス

「Zoom Phone」の日本における一般提供

を開始 
（PRTIMES: 9 月 22 日） 

 ZVC Japan 株式会社（https://zoom.us/）（Zoom 社

の日本法人）は、10 月より、クラウド型電話サービス

「Zoom Phone」の日本における一般提供の開始につい

て発表した。 

Zoom Phone は、あらゆる規模のビジネスに対応し

た数百種の機能豊富なクラウド型電話サービス。現在、

世界 47 カ国・地域で、フル・クラウド型電話サービス

として利用が可能で、2019 年のサービス開始以来、世

界中で 200 万シートの販売を突破。 

公衆電話回線を通じた受信・発信電話が行え、シー

ムレスに統合された電話通信は既存の構内交換機

（PBX）ソリューションから置き換えることも可能と

なっている。つまり、ユーザーが元々使用していた電

話番号を使い続け、既存の PBX と連携が可能なプレミ

スピア接続の形態を提供することも可能となっている。

また、ワンクリックで Zoom 会議に切り替える機能も

特徴のひとつ。さらには、ユーザーが部分的・全ての

通話録音をすることが可能で、容易に会話を保存・検

索することができるという。 

ZVC Japan によると、今年 6 月よりいくつかの顧客

に Zoom Phone を提供してきたが、非常によい反応

だったという。一部のパートナーを通じて 10 月に提

供を開始し、2022 年初めに幅広く展開をしていく予

定となっている。 

 

■RSUPPORT：Web 会議利用者の集中力向上

のための機能や Android 端末で利用可能な

新機能を追加 
（PRTIMES：9 月 21 日） 

  RSUPPORT( ア ー ル サ ポ ー ト ) 株 式 会 社

（https://www.rsupport.com/ja-jp/）（東京都港区）は、

同 社 が 提 供 す る Web 会 議 ソ リ ュ ー シ ョ ン

「RemoteMeeting」において、9 月 13 日のアップデー

トにより、Web 会議利用者の集中力向上のための機能

や Android 端末で利用可能な新機能を追加した。 

 Web 会議を利用する頻度が増える中、Web 会議疲れ

やコミュニケーションの生産性の見直しがされてきて

いるという。今回のアップデートで、長時間の Web 会

議で動きが制限される中、不便な姿勢の維持による疲

れを改善するため、仮想背景の利用時、AI が参加者の

位置を感知し画面の中央に表示する「フェイスフォー

カス機能」を追加した。 

 この機能は、RSUPPORT 独自の技術であり、トラッ

キングカメラの位置やデバイスの制限などもなく

RemoteMeeting 内の AI ベースの「バーチャル背景」

機能を介して利用することができるという。 

 また、Android モバイル端末からの参加がさらに便

https://zoom.us/
https://www.rsupport.com/ja-jp/
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利になる機能も追加された。Android 端末から Web 会

議に参加する場合、以前は会議中の画面共有や田のア

プリを利用することは出来なかったが、今回のアップ

デートにより、モバイルからの画面共有、ピクチャー

インピクチャーを利用した小窓表示で会議をしながら

他のアプリを操作できるように改善した。その他にも、

仮想背景の「動く背景機能」のラインナップを追加し

た。 

 RemoteMeeting では、仮想の会議室空間で社内の会

議状況がひと目で確認できる「ラウンジ」機能や、オ

リジナルの仮想会議室空間が作れるカスタム機能など

を提供しており、グループへの所属意識を高めること

で出社自粛による見えない不安や孤独を軽減する工夫

もしているという。 

 今後も Web 会議の生産性向上や効率を高める機能

を強化し、AI をはじめとする最新技術を利用しつつ質

の高い Web コミュニケーションを実現するとしてい

る。 

※フェイスフォーカス機能 

https://youtu.be/oUVnylnqef8 

 

■Poly：次世代ワイヤレス ヘッドセット

「Voyager Focus 2」を提供開始、既存の

「Voyager Focus」の機能を強化し、2 製品

を用意 
（PRTIMES：9 月 29 日） 

Poly（https://www.poly.com/jp/ja）（旧 Prantronics

とポリコム）は、ワイヤレスヘッドセット「Voyager 

Focus 2」を、9 月 29 日より本格的に提供開始する。

Microsoft Teams 認定を取得済み。 

Voyager Focus 2 は、ノイズ低減技術の「Acoustic 

Fence」を搭載したノイズキャンセリングマイク、ユー

ザーに聞こえている音と周囲の騒音の両方をモニター

する「ハイブリッド アクティブ ノイズキャンセル

（ANC）」も搭載している。通話相手に周囲の音では

なくユーザーの声を鮮明に届ける。 

現在販売されている、最も人気のあるワイヤレス

ヘッドセット「Voyager Focus」の機能をさらに強化し

ており、バッテリーの持続時間が伸びた他、USB ケー

ブルで接続して有線デバイスとして使用することも可

能になった。1 回の充電で最大 19 時間の連続通話が

可能。 

Voyager Focus 2 は、機能の異なる「Voyager Focus 

2 UC ヘッドセット」と「Voyager Focus 2 Office ヘッ

ドセット」の 2 製品を用意。 

 Voyager Focus 2 UC ヘッドセットには、あらゆる

ユーザーの接続ニーズを満たす 2 つのオプションが備

えられている。 

Voyager Focus 2 UC ヘッドセットは Poly の新しい

ドングル「BT700 USB」を使用して、パソコンに接続

できる。これにより、従来製品よりも音声接続が安定

し、可聴範囲も拡大するため、通話したままデバイス

から離れることが可能。また、卓上スタンドを利用す

ると、常時デバイスを充電しておけるほか、ヘッドセッ

トをデスク上で保管することもできる。 

一方、Voyager Focus 2 Office ヘッドセットは、デス

クトップ電話機、携帯電話、PC に接続することが可能

なため、業務時間中、複数のデバイスに接続する必要

があるユーザーが利用しやすい製品となっている。 

 本体については 2 年間の保証と Poly の標準サポー

トが含まれる。さらには、Poly の新しいクラウドサー

ビス「Poly Lens」に対応しており、デバイスの設定・

管理をリモート環境で行うことが可能となっている。 

その他、有料のサブスクリプションサービス「Poly+」

を契約すると、世界中どこからでも 24 時間 365 日利

用できる個人用会議デバイスの技術サポートと 3 年目

の保証を提供する。 

 

 

 

https://youtu.be/oUVnylnqef8
https://www.poly.com/jp/ja
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  ビジネス動向-国内           

■シネックスジャパン：日本初の Yealink ディ

ストリビュータとして提携 
（9 月 16 日） 

 シ ネ ッ ク ス ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（https://www.synnex.co.jp/）（東京都江東区）は、

Yealink Network Technology 社（https://yealink.jp/）

（中国福建省）が提供するビデオ会議システム等の UC

ソリューションおよび SIP 電話を 9 月 16 日より提供

開始する。 

 
Yealink 製品（シネックスジャパン） 

 Microsoft Teams を主軸としたハイブリットワーク

実現に向け各種支援を行ってきたシネックスジャパン

は、ヒアリング疲労を感じさせないビデオ会議システ

ムを含めた UC ソリューション、在宅での Microsoft 

Teams 会議への参加・“電話番”等が可能な SIP フォン

等の提供を目的とし、UC ソリューション/SIP フォン

両分野における日本初の Yealink ディストリビュータ

として今回提携に至った。 

 今回取扱いを開始する製品は、カメラ・マイク・ス

ピーカーを一体化した「Yealink ミーティングコラボ

レーション Bar A20&A30」と、豊富で多彩な選択肢を

提供するミドルレベルシリーズの SIP フォン「T4U シ

リーズ」。 

 今回取り扱い開始により、法人ユーザーは同社チャ

ネ ル パ ー ト ナ ー を 通 じ 国 内 の あ ら ゆ る 場 所 で

Microsoft Teams 対応製品を含めた全製品入手が可能

になる。 

■ベルフェイス：国内外の投資家から約 30 億

円のシリーズ D 資金調達を実施、直近では

大手金融企業に向けた新機能の開発やセ

キュリティの強化に投資 
（9 月 21 日） 

 ベルフェイス株式会社（https://corp.bell-face.com/）

（東京都渋谷区）は、国内外の投資家から約 30 億円の

シリーズ D 資金調達を実施したと発表。 

 今回の資金調達は計 4 回目の調達となる。引受先は、

シンガポールのベンチャーキャピタル Axiom Asia 

Private Capital、三井住友トラスト・インベストメント

株式会社、第一生命保険株式会社 他、既存投資家で

あるインキュベイトファンド株式会社、SMBC ベン

チャーキャピタル株式会社。今回の調達により、ベル

フェイスの累計調達金額は 85.5 億円となる。 

 ベルフェイスによると、オンライン営業の授業が高

まる中、直近では金融業界における bellFace 導入の動

きが加速している。特にリテール営業（個人向け営業）

の領域においては、IT 機器に不慣れな方やインター

ネット環境が整っていない方に対しても、簡単かつ安

全して使える bellFace の利便性が高く評価されている

という。 

 出資社の一社である SMBC ベンチャーキャピタルに

よると、ベルフェイスは、“電話の延長で誰でも簡単に

オンライン商談が可能という点において、セールス

パーソンにとっての効率化だけではなく、営業を受け

る顧客にとって最もストレスがなく利便性の高いプロ

ダクトであると評価。同社グループ一丸となって全力

で支援するという。 

 ベルフェイスは、今回調達した資金について、直近

では大手金融企業に向けた新機能の開発やセキュリ

ティの強化に投資する計画。加えて、中長期を見据え

たプロダクト開発にも積極的に投資を行うことでさら

なる営業の DX 推進を目指すとしている。 

 

https://www.synnex.co.jp/
https://yealink.jp/
https://corp.bell-face.com/


CNAReportJapan                           

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CNAReportJapan                              6/7                     Vol.23 No.18 September 30, 2021 
 

 

■Poly：日本法人の代表執行役社長に野村宜

伸氏が就任、直近で Logicool 社法人事業本

部長、日本の Poly の成長と変革を目指す 
（PRTIMES: 9 月 22 日） 

 Poly（https://www.poly.com/jp/ja）（旧 Prantronics

とポリコム）は、日本法人の代表執行役社長に、野村

宜伸（のむら よしのぶ）氏が就任したと発表。 

 
野村 宜伸 氏（Poly） 

 野村氏は、UC 業界で 25 年以上の実績がある。直近

では、Logicool 社で法人事業本部長を務めた。それ以

前は、日本マイクロソフト社で UC 事業のコンサルティ

ングやセールス、また、NTT のグループ企業でクラウ

ドコミュニケーションサービスを提供する Arkadin 社

でバイスプレジデントなどを歴任した。 

 2021 年 9 月より Poly の日本法人において、音声・

映像・クラウドの各ソリューションのビジネスを統括

し、Poly が提供する幅広いソリューションの市場開拓

（GTM）戦略とチャネル戦略を遂行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

■POLY 主催 「HELLO HYBRID」MICROSOFT + POLY 

WEBINAR 

日時：10 月 19 日 (火) 13:00～ 

会場：オンライン 

主催：Poly 

詳細・申込： 

https://connect.poly.com/APAC-EV-CU-Poly-led-Hello-

Hybrid-Microsoft-Poly-Webinar-LP--JA.html 
 

■ブイキューブセミナー（10 月） 

「Zoom 活用による効果的なウェビナー運営～新規開拓を加

速するウェビナーの運用ノウハウ～」「ユニークな授業体

験を提供する！次世代型オンライン授業システムとは」

「Web 講演会に新しい選択肢を！医師の交流が可能な参加

型 Web 講演会とは？」など 

会場：オンラインセミナー／オンディマンド視聴もあり 

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

 

 
■Webex Meetings 関連ウェビナー（10 月） 

「Webex アプリの基本：新機能とロードマップ」「Webex 

Events の概要、新しい機能のご紹介」など（録画も視聴で

きます） 

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：https://cnar.jp/cna/event-j.html 

海外その他：https://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。 
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 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） 

https://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。 

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