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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.21 2021 年 11 月 15 日                                   

 

  製品・サービス動向-国内              

■Mural 社：豊富なフレームやテンプレート

でデジタルワークプレイスツールをクラウ

ドで提供、日本参入に向けローカライズや

人材採用を計画 
（オンライン/メール取材：9 月～11 月） 

 
Mural（ミューラル）での共同作業イメージ 

（Mural 社） 

 地理的に分散したチームメンバーが生産性の高い共

同作業を行うためのデジタルワークプレイスツール

「Mural」（ミューラル）をクラウドベースで提供して

い る Mural 社 （ 社 名 ＝ サ ー ビ ス 名 ）

（https://www.mural.co/）（米国・カリフォルニア州）

は、7 月 20 日、シリーズ C の資金調達を実施した。 

調達額は 5,000 万ドル。昨年 8 月に実施したシリー

ズ B の資金調達 1 億 1,800 万ドルに続くもので、これ

までの 5 回の資金調達で受けた投資額は約 2 億ドルに

達する。 シリーズ B では、Slack Fund や日本の株式

会社 Wil（https://wilab.com/）（東京都港区）などか

ら出資を受けている。 

今回の資金調達では、元マイクロソフト社や HP 社

で COO などを歴任してきた Bill Veghte 氏や、Qualtrics

社の Rayan Smith 氏を顧問に起用することで経営陣を 

 

 

 

強化し、営業活動を世界規模に拡大するとともに、製

品開発の加速並びにユーザコミュニティとの関係強化

を行う。 

 

スタートアップからスケールアップへ、社員数は昨年

から 4 倍、世界 27 カ国へ拠点拡大 

Mural 社は 2011 年設立から 11 年が経つ。アルゼ

ンチン出身の創業者兼 CEO である Mariano Suarez-

Battan 氏が率いる企業としてスタートアップからス

ケールアップのフェーズに移行することになる。 

社員数は、2020 年から 4 倍へ増員し、今や 800 人

強。北米・ヨーロッパ・イギリス・オーストラリアな

ど世界 27 カ国に拠点を拡大した。54.4%が男性で

44.9%が女性、6％ジェンダー・ダイバースという。 

またアジア太平洋地域の責任者として、AutoDesk 社

や Lifesize 社などで実績を上げた Robert Malkin 氏が

アジア太平洋地域担当副社長として 7 月に就任した。

日本人スタッフを率いての国内事業において長年の経

験がある。 

「Mural 社のグローバル展開において日本を含めた

アジア太平洋地区は要となる市場のひとつだ。Mural

社に出資している日本の Wil 社とともに現在本格参入

に向けて準備しているところだ。」（Mural 社） 

 

日本の多国籍企業も多数 Mural を利用 

ガートナー社によると、Mural がビジネス展開する

エンタープライズソーシャルソフトウェア市場は今年

4.5 億ドルの市場規模に達する見込みという。 

Mural 社によると、フォーチュン 100 社の 93%が、

また、多数の日本の多国籍企業などが、同社のツール

https://www.mural.co/
https://wilab.com/
https://www.mural.co/
https://wilab.com/
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を利用しているという。Youtube で検索してみると日

本語で Mural ツールの使い方を紹介したビデオも多数

見つけることができる。 

Mural は、IBM、Intuit、Facebook、Publics Sapient、

USAA、SAP、Thoughtworks、Atlassian など蒼々たる

企業が、リサーチやデザイン開発、アジャイルやデザ

イン思考を活用したワークショップなどで、企業のイ

ノベーションを加速するツールとして活用しており、

1 企業あたりの平均ユーザ数は 1,000 を超えるという。

さらには、2,800 もの NGO や 4,000 強もの学校や大

学も Mural を活用していると同社では説明する。 

 クラウドといったサブスクビジネスで重要な指標の

ひとつとなる ARR（年間経常収益）で見ると、年間 10

万ドルの売上を生み出している Mural ユーザ企業は昨

年の 3 倍の 100 社以上となるとともに、現在 7 社の

ユーザ企業が年間 100 万ドルもの使用料を支払ってい

るという。 

 

250 以上ものテンプレートや利便性を高める豊富な機

能でチームの共同作業の生産性を向上 

 「当社は、Mural（社名＝サービス名）と呼ぶ“デジ

タルワークプレイス”を提供している。一見デジタルホ

ワイトボードに見えるが、単なる書き込みなどができ

る他のデジタルホワイトボードとは一線を画する、“イ

マジネーションワーク”を実現しているのが特長だ。豊

富なフレームワークや 250 を超えるテンプレートなど

でチームメンバーの間で効率的に共同作業することで

新しいアイデア・イメージ・コンセプトを促したり生

み出したりする仕組み（guided）を提供している。」

（Mural 社） 

 Mural は、パソコンやスマートフォン、タブレット

でインターネットに接続しているところからであれば

どこからでも簡単にデジタルワークプレイスに接続す

ることができる。 

Mural にサインインするとまずはチームメートとの

共同作業の目的に応じてフレームやテンプレートなど

を選択する画面「デジタルワークプレイス」が現れる。

取引先や部署毎にデジタルワークプレイスを分けるこ

とが可能で、それぞれの中で、共同作業を新たに始め

る際にフレームやテンプレートを選択するとそれに応

じた「デジタルキャンバス」が画面上に現れるように

なっている。 

デジタルキャンバス上では、付箋や矢印、図形、色、

マーカーなどを使って書き込んだり、作図したり、画

像や動画の貼り付けをしたりすることができるように

なっている。キャンバスはかなり広く使え、今自分が

そのキャンバス上のどのあたりで作業しているかひと

目でわかる「ナビゲーション機能」も用意されている。 

画像については、Mural の機能のひとつとして、豊

富なイメージファイルもアーカイブとして用意されて

おり、その中から、検索機能を使うことで最適なイメー

ジを見つけることができるようになっている。たとえ

ば、パソコン、オフィスあるいは猫、犬などと入力す

るとその関連のイメージ候補が多数一覧表示され、そ

こから選ぶことができるようになっている。 

 まっさらのブランクのキャンバス上にゼロから書

き込むことも可能だが、編集できる表やグラフなどが

あらかじめ用意されているフレームワークやテンプ

レートも活用できるようになっており、キャンバス上

の共同作業をより効率的にかつ生産的にしてくれるよ

うになっている。デジタルキャンバス上の作業後は

PDF ファイルなどに出力し保存することも可能。 

テンプレートは、ビジネスに効く、ブレーンストー

ミングやマインドマップ用から製品開発や SWOT 分析

用など豊富に揃えている。なお、テンプレートについ

ては自社に合わせてカスタマイズしたものも作れるよ

うになっている。 

その他、キャンバスでの共同作業を限られた時間内

で 効 率 よ く 運 営 し た り 、 管 理 し た り す る た め の

「Facilitation Superpowers」のツールも提供されてい
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る。また、参加者間で好みや意向を確認したりする際

に便利な「投票」、共同作業の時間の長さに制限をか

けることができる「タイマー」、さらには、「テキスト

チャット」や「音声チャット」もある。 

チャットはデジタルキャンバス上でチームメンバー

同士がコミュニケーションする際に便利な機能で、テ

キストおよび音声での会話が行えるようになっている。

Mural 社によると今後は翻訳機能なども検討している

という。 

 

Zoom などサードパーティ製アプリとの連携も充実、

SSO や暗号化などセキュリティも万全 

 もちろん、チャットを使いながら Mural 単独でもメ

ンバー間の共同作業が行えるが、Microsoft Teams や

Zoom などサードパーティ製アプリと連携させること

もできる。ビデオ会議を行いながら、Mural 上で作業

するという使い方も可能になっている。 

 
Microsoft Teams と連携可能な Mural（Mural 社） 

サードパーティ製アプリとの連携の動きでは、7 月

には「Mural App for Zoom」、9 月には「Mural App 

for MS Teams」が発表されており、それらの他、Slack、

Webex、Dropbox、JIRA、Google Drive、GitHub、Adobe 

Cloud などとも連携可能なアプリは多く用意されてい

る。 

 Mural 社のクラウドサービスは、企業での利用を

想定しているため、マイクロソフトの Azure 上で展開

されており、SSO（シングルサインオン）や暗号化に対

応しており、ユーザは安心してセキュアな環境の中で

共同作業が行えるとしている。 

ユーザーサポートも充実している。サポートは 24/5

で提供されており、さらには、インターネット上での

サポートコミュニティも提供されている。1 万以上の

「Mural Consultant Network」を擁す。 

 

無料版提供で裾野拡大を狙う、日本市場へ本格参入目

指す 

 Mural 社では、これまで有料プランを提供してきた

が、機能の制限はあるものの期間限定なし無料で使え

るフリープランも 8 月に発表し利用者拡大を狙う。 

 「当社の“デジタルワークプレイス”は他社とは違う。

使いやすいツール群、豊富なテンプレートやフレーム

ワーク、facilitation superpower など仕組みとして生産

性の高い方法へユーザを導く（guide）機能が豊富だ。

チームメンバー間の生産性向上やエンゲージメントを

高めることにつながる。今後は、日本への本格参入に

合わせて、人材採用や Mural のローカライズなどを

行っていきたいと考えている。」（Mural 社） 

 

■ PHONE APPLI ： NEC ネ ッ ツ エ ス ア イ と

「Zoom Phone」共同提案を開始 
（11 月 9 日） 

 Web 電話帳シェア No.1 の株式会社 PHONE APPLI

（https://phoneappli.net/）（東京都港区）は、世界初

の Zoom Phone BYOC リセラーである NEC ネッツエス

アイ株式会社（東京都文京区）と共にクラウド電話シ

ステム「Zoom Phone」の共同提案を開始する。 

 この度の両社の取り組みは、NEC ネッツエスアイが

ライセンスを提供する Zoom Phone と PHONE APPLI

の「PHONE APPLI PEOPLE」を組み合わせることで、

より便利なコミュニケーションサービスとして提供す

るもの。 

PHONE APPLI の利用者は会社支給のスマートフォ

https://phoneappli.net/
https://phoneappli.net/
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ンや BYOD 端末から社員データベースや社外の名刺情

報にアクセスし、Zoom Phone で電話をかけるまでの

動作を一元的に行えるようになり、利便性を大きく向

上させることができるようになる。 

両社は今後、双方のサービスを融合した Zoom 

Phone の拡販に向けた共催セミナーを開催する予定

（https://phoneappli.net/event/）。 

 

■PHONE APPLI：「PHONE APPLI PEOPLE」が

「Microsoft Teams」の「Teams 電話」と連

携開始 
（11 月 11 日） 

 株式会社 PHONE APPLI（https://phoneappli.net/）

（東京都港区）は、「PHONE APPLI PEOPLE」が

「Microsoft Teams」の「Teams 電話」と連携開始した

と発表。 

 従来から連携していた Microsoft Teams のチャッ

ト・ビデオ会議に加え、今回新たに電話との連携を開

始したことにより、社員・お客様へ連絡する際に必要

な全ての手段との連携が可能になった。 

 また、本連携は、スマートフォン・PC ブラウザ

「Microsoft Teams」の主要なクライアントに対応して

いるため、オフィスワーカー、リモートワーカーだけ

ではなく、店舗・流通・建設・製造・病院といった現場

の最前線で活躍しているファーストラインワーカーも、

働く場所を制限されることなく、Teams 電話をより便

利に使うことが可能になる。Teams 上の「アプリスト

ア（AppSource）」から PHONE APPLI PEOPLE を追加

することで利用可能となっている。 

 なお、Web 電話帳クラウドサービス PHONE APPLI 

PEOPLE は、MM 総研「Web 統合電話帳アプリケーショ

ンの市場規模調査」（2021 年 8 月）において、８年連

続国内シェア No.1 となっている。 

 

 
 

  製品・サービス動向-海外          

■マイクロソフト社：仮想空間でのアバター

を 使 っ た コ ラ ボ レ ー シ ョ ン を 実 現 す る

「Mesh for Microsoft Teams」を発表 
（米国：11 月 2 日、日本：11 月 4 日） 

 マイクロソフト社（https://www.microsoft.com/ja-

jp/microsoft-teams/group-chat-software）（米国・ワシ

ントン州）は、メタバースという仮想空間のアバター

を通じてチームメンバーが遠隔地から共同作業が行え

る「Mesh for Microsoft Teams」を発表した。2022 年

の提供開始予定。一般的なスマートフォン、ノート PC、

Mixed Reality ヘッドセットからアクセスできる。 

 
パーソナライズされたアバターで参加も可能 

（マイクロソフト社） 

 メタバースとは、コラボレーションのための永続的

な仮想世界であり、人・場所・モノのデジタルツイン

を通して物理世界と仮想世界がつながる場所という。

この“イマーシブ空間”で、ナレッジワーカーはアバ

ターを作成、活用して自身を表現し、物理的な場所の

制約を受けずに共同作業や反復作業を行うことができ

るとしている。 

マイクロソフト社によると、メタバースによって作

り出されるイマーシブ空間をチームで活用することで、

同じ目標に向かって着実に歩みをすすめている感覚を

共有しやすいと説明する。そのためコラボレーション

を促進する効果があるとしている。一例として、スタッ

ドアップミーティングにこのイマーシブ空間を活用す

るという方法もあるという。 

https://phoneappli.net/event/
https://phoneappli.net/
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software
https://phoneappli.net/event/
https://phoneappli.net/
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 リモート会議はどこからでも場所を選ばずに参加で

きるが、相手のパーソナルな部分が見えず、コミュニ

ケーションが不活発になりがちだ。しかも、ビデオ会

議のオプションはオンかオフのみ。静止画像やイニ

シャル入りのアイコンで長時間表示されるのは、同社

では「とても自然とはいえない。」という。それを解

決するツールとして今回、Mesh for Microsoft Teams

を発表したと説明している。 

 

 
アバター同士でイマーシブ空間に参加 

（マイクロソフト社） 

 
アバター同士でイマーシブ空間に参加（マイクロソフト

社） 

この Mesh for Microsoft Teams の仕組みは、共通の

ホログラフィック・エクスペリエンスを通じて共同作

業に参加できる「Microsoft Mesh」の Mixed Reality（複

合現実）機能と、仮想会議への参加やチャット送信、

共有ドキュメント上でのコラボレーションなどを可能

にする Teams の生産性ツールが融合されたもので実

現している。 

 Mesh for Microsoft Teams の提供開始時期には、会

議や交流イベントなどさまざまな用途に対応する一連

のイマーシブ空間が提供される予定という。それに先

立ち、2022 年前半に予定されているプレビュー版で

は、さまざまなオプションを使って Teams 会議を作成

し、パーソナライズされた固有のアバターで参加でき

るようになる。その他の参加者も、自分を表すアバター

を使うこともできるし、自分自身がビデオに映ったり、

静止画像やイニシャル入りのアイコンを使ったりする

こともできる。イマーシブ空間の操作方法は数分もあ

れば理解でき、すぐに使いこなせるようになるという。 

 同社によると、最初のリリースでは、音声をトリガー

として使用し、しゃべりに合わせて顔のアニメーショ

ンが動くようにする予定という。また、アバターの表

現力を高めるアニメーションは他にも用意され、両手

も動くようにする。 

 その後は、同社の豊富な AI 技術を存分に活用し、カ

メラを使って口の位置を推測したり、頭や顔の動きを

模倣したりといったことが実現できるようになるとし

ている。 

 

  導入・利用動向-国内         

■PHONE APPLI：アイシンが Web 電話帳ク

ラウドサービス「PHONE APPLI  PEOPLE」

を導入、「Microsoft Teams」と連携し、約

66,000 人のコミュニケーションの円滑化

を実現 
（11 月 15 日） 

 株式会社 PHONE APPLI（https://phoneappli.net/）

（東京都港区）は、経営統合した株式会社アイシン

（https://www.aisin.com/jp/）（愛知県刈谷市）が、

「PHONE APPLI PEOPLE」を導入したことを発表した。 

 2021 年４月にアイシン精機とアイシン・エイ・ダブ

リュが経営統合して誕生したアイシンは、経営統合の

シナジーを出すためのコミュニケーション環境を準備

https://phoneappli.net/
https://www.aisin.com/jp/
https://phoneappli.net/
https://www.aisin.com/jp/
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することが大きなテーマとなっていた。そのテーマの

中で、具体的な課題のひとつが連絡先管理だった。 

 統合前、アイシン精機とアイシン・エイ・ダブリュ

は、別々の電話帳を作成・利用していたため、統合後

は、それぞれがお互いの電話帳を閲覧し、連絡したい

相手の所属部署や連絡手段を把握することは困難だっ

た。 

 そこで、今回の経営統合を成功させるために、社員

約 66,000 人のコミュニケーション基盤としての電話

帳を PHONE APPLI PEOPLE に統一し、社内の連絡ツー

ルとしてすでに定着していた「Microsoft Teams」を

PHONE APPLI PEOPLE と連携させ、さらなる業務効率

を図ることになった。 

 PHONE APPLI と Microsoft Teams を連携させたこ

とで検索性が向上し、連絡先が見つけられずに検索を

諦めることもなくなったという。また、PHONE APPLI 

PEOPLE で探した相手に Microsoft Teams を使用し、

直接チャットや電話できるため、業務時間の短縮に

なった。さらには、連絡したい写真を“氏名”や“所属”だ

けでなく、各社員の“担当業務”や“職歴”から探すといっ

た知りたい情報を入力して検索すると、直接担当者へ

アクセスできるため、速やかに社員を見つけてコミュ

ニケーションをとることが可能になった。 

 アイシンでは以前、電話帳の統括担当が 150 を超え

る部署やグループ会社から個々人の連絡先情報を吸い

上げ、大変な工数をかけて電話帳を作成・管理してい

た。そのため、移動が多い時期には更新が追いつかな

かったり、人手を介すことでミスがあったり、連絡先

に抜けや漏れがでることもあった。 

 PHONE APPLI PEOPLE によって、人事異動や担当社

の変更があっても、人事情報と連絡して変更内容を全

社員へすぐに共有できるようになった。また、各部署

に一人ずつ電話帳担当を配置する必要はなくなり、電

話帳を作成・管理するための工数や必要人員は少なく

なった。さらには、ほとんど電話帳専用になっていた

サーバ保守までなくなり、大幅なコスト軽減につな

がったとしている。 

 今後、アイシンでは、PHONE APPLI PEOPLE をグ

ループ全体の約 12 万人へ展開し、コミュニケーショ

ン基盤としてより一層活用していく予定という。 

また、同社は、感謝や称賛を“おくりあい”、組織のパ

フォーマンスを向上させる「PHONE APPLI THANKS」

の導入も検討している。社員同士が気軽に感謝を送り

あう文化を定着させ、コミュニケーション活性化を図

るだけでなく、社員の活躍や専門性を把握・分析して、

社員のスキルを最大限活かした組織作りにも活用して

いく予定という。 

 

■ブイキューブ：メルカリのハイブリット出

席型バーチャル株主総会に採用 
（10 月 29 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京 都 港 区 ） は 、 株 式 会 社 メ ル カ リ

（https://about.mercari.com/）（東京都港区）が、9 月

29 日に実施したハイブリット出席型バーチャル株主

総会に、「バーチャル株主総会配信サービス」と運用

サポートを提供したと発表。 

 株主総会へのオンライン活用については、株主に

とっては時間や距離の制約がなくなり出席しやすくな

る、株式発行企業にとっては事前質問受け付けなど株

主との新たな対話機会を創出できるといったメリット

がある一方で、通信障害への懸念や漠然とした運営へ

の不安の声も聞かれるという。 

 メルカリでは「他社様でのサポート実績も多く、ま

た、経営層や専門家の見解に沿って、同社の目指す株

主総会に合わせてシステムや運用サポートを最適化い

ただきました。安定したシステムで、早期段階から事

務局と伴走する運用サポートがあり、蓄積されたノウ

ハウに基づいて様々な相談に応じていただき感謝して

おります。」と評価されている。 

 ブイキューブでは、出席型ならびに参加型のハイブ

リット型バーチャル株主総会の開催に対応するシステ

https://jp.vcube.com/
https://about.mercari.com/
https://jp.vcube.com/
https://about.mercari.com/
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ムと運用サポートに加え、完全オンライン開催に対応

する「バーチャルオンリー株主総会配信サービス」を

提供している。2021 年 1 月から 9 月にかけて、150

社以上のバーチャル株主総会を開催支援し、バーチャ

ルオンリーやハイブリット出席型形式の開催支援の実

績も 2020 年より増加している。 

 バーチャル株主総会に必要な機能が充足しているだ

けでなく、IT 面での障害が起因となったバーチャル株

主総会自体の中止を回避できるよう、配信機材や配信

システムなどを冗長化した安心で安全のシステムと

なっている。運営事務局の方が安心感を持って取り組

めるよう前日や当日のリハーサルにとどまらず、早期

段階から運用サポートも提供している。 

 

■ベルフェイス：四国アライアンス証券がオ

ンライン営業システム「bellFace」を導入 
 （11 月 15 日） 

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

（東京都渋谷区）の発表によると、四国アライアンス

証券株式会社（http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/）

（愛媛県松山市）が、11 月より、オンライン営業シス

テム「bellFace」を活用したオンライン営業を開始する。 

 四国アライアンス証券は、伊予銀行の証券子会社と

してまもなく創業 10 周年を迎えようとしている。こ

れまでの同社は伊予銀行の営業基盤をベースとした対

面型営業を強みとしており、遠隔地のお客様にも訪問

で提案していた。 

 そういった中、新型コロナウイルス感染拡大で、訪

問したくても訪問できない状況が続き営業方法の見直

しが必要となり、電話を積極的に活用した営業を推進

した。また、営業エリアの拡大に伴い遠隔地のお客様

も増加しており、営業効率の向上も大きな課題だった。

しかし、これまで対面でお客様に訪問し提案していた

担当者からすると、電話だけで提案したり、説明する

ことに不安感や苦手意識を持つのも多かった。 

 どうすればお客様に安心してもらえるか、どうすれ

ば分かりやすく伝えることができるか、そして、より

多くのお客様と面談できるか、そんな思いを巡らして

いた時に bellFace を知り、直ちに導入を決断したとい

う。 

 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

 
■ついに日本上陸！Zoom Phone イントロウェビナー 

日時：11 月 17 日（水） 12:00～13:00 

会場：オンライン 

主催：ZVC Japan 株式会社（Zoom) 

詳細・申込：https://zoom.us/webinar/ 
 

■【Jabra ウェビナー】ハイブリッドワークを快適にする

アイテム 

日時：11 月 17 日（水） 14:00～15:00 

会場：オンライン 

主催：GN オーディオジャパン株式会社 

詳細・申込： 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZUUEebZ6

QUKBTvUfE35ONg?t=1636370095620 
 

■WebexOne Japan 2021 

日時：11 月 18 日（木）10:00～16:00 

会場：オンライン 

主催：シスコシステムズ合同会社 

詳細・申込：

https://registration.socio.events/e/webexoneja 
 

■ヤマハウェビナーこれで実現！ハイブリッド会議＆ハイ

フレックス授業～ADECIA・YVC-1000 活用術～ 

日時：11 月 25 日（木）14:00～15:00 

会場：オンライン 

主催：ヤマハ株式会社 

詳細・申込： 

https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_2021 
 

 

https://corp.bell-face.com/
http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/
https://zoom.us/webinar/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZUUEebZ6QUKBTvUfE35ONg?t=1636370095620
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZUUEebZ6QUKBTvUfE35ONg?t=1636370095620
https://registration.socio.events/e/webexoneja
https://sound-solution.yamaha.com/lp/webinar_2021
https://corp.bell-face.com/
http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/
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■ブイキューブセミナー（11 月～12 月） 

「スマートグラスと Web 会議システムの最適化」「開発者

向けセミナー ビデオ通話・ライブ配信 SDK を学ぼう」利

用率 No.1 オンラインヨガ・フィットネス運営の SOELU 様

が語る！」「こんなに違う!? Web 会議専用機材で快適な

Zoom 会議を実現する」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（11 月～12 月） 

「WebexOne Japan 2021」「Slido という機能を実際に使

い始めてみよう！」「【公的機関お客様むけ Webex 使い方

ウェビナー】Webex One について Vol_1」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。 

 

 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（遠隔会議＆UC トレンドワッチ） 

 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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