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  製品・サービス動向-国内              

■ギンガシステム：等身大で対応ができる、

オンライン相談システム「テレ窓」を発表、

導入がシンプルな専用パッケージとして提

供 
（valuepress:11 月 24 日） 

 ギンガシステム株式会社（https://ginga-sys.jp/）（東

京都渋谷区）は、窓口業務を行う業界向けに、等身大

で対応ができる、テレビ会議を活用したオンライン相

談システム（リモート接客・遠隔接客・無人受付・テ

レビ窓口）「テレ窓」を発表した。 

 
テレ窓の使用イメージ（ギンガシステム） 

 テレ窓は、オンライン相談に必要な機器をセットに

した専用パッケージ。モニターのほか、本体・マイク・

カメラ、ボタンスイッチを設置するだけで導入は非常

にシンプル。対応の方法や要望に合わせて機器構成を

組み替えることも可能となっており、専門のコンサル

タントが要望を聞き、最適な機器構成を提案するかた

ちになっている。 

 普段は専門の担当社がいない視点・出張所や、突発

的にお客様がこられてお待たせしてしまう場合などに、

本社やコールセンターなど他の拠点と接続し、まるで 

 

 

目の前にいくように等身大で対応ができるのが特長。 

オンラインであっても等身大でコミュニケーション

を取ることで、リアルに対面しているかのようにお客

様対応ができ、商品説明を的確に伝えられ、お客様の

様子もしっかりと把握できるようになるという。 

お客様が窓口に来られたら、椅子に座って、ボタン

をひと押しするだけ。難しいことを考える必要がなく、

誰でも簡単にお問い合わせをすることが可能。 

テレ窓は、官公庁、ホテル・旅館業、旅行代理店業、

マンション管理業、レンタカーショップ、金融機関（銀

行・証券）、保険代理店、家電量販店、工務店・リフォー

ム会社、葬儀会社など、会社の受付窓口といった場面

で活用できると同社では説明する。 

ギンガシステムのテレビ会議システムはすでに

2,500 社以上の企業や官公庁に導入されユーザ数も

20 万人を超えているという。 

 

■oVice：バーチャルオフィス「oVice」、Zoom

ビデオ会議と連携、oVice からシームレス

に Zoom 会議へ 
（PRTIMES：11 月 29 日） 

 
バーチャルオフィス oVice、Zoom と連携（oVice） 

 oVice 株式会社（https://ovice.in/ja/）（石川県七尾

市）は、ビデオコミュニケーションプラットフォーム

https://ginga-sys.jp/
https://ovice.in/ja/
https://ginga-sys.jp/
https://ovice.in/ja/
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「 Zoom 」 を 提 供 す る Zoom Communications 社

（https://zoom.us/）（米国・カリフォルニア州）と業

務提携契約を締結したと発表。 

 oVice は、ウェブ上で自分のアバターを自由に動か

し、相手のアバターに近づけることで簡単に話かけら

れる 2 次元のバーチャル空間「oVice」（社名＝サービ

ス名）を提供している。2020 年 8 月のサービス開始

から延べ 1 万件以上のスペースが利用されているとい

う。テレワークにおけるバーチャルオフィス、オンラ

インイベント空間、教育現場でのバーチャルキャンパ

スなど幅広い場面での活用が進んでいる。なかには

バーチャル空間をつなげた「ビル化」し、そこで全社

員が勤務する企業も増えているという。 

 oVice はこれまでもビデオミーティング機能を搭載

していた。しかし、これまでテレワークを行っている

企業のバーチャルオフィスとして活用されてきたが、

その企業の多くがウェブ会議を行う際は Zoom を使用

しており、サービス連携を求める声が多数あった。 

 

oVice の使用イメージ（oVice） 

 これを受けて、同社は、Zoom 社の ISV パートナー

プログラムに参加。今回の提携により、バーチャルオ

フィス oVice 上からツール間の移動をすることなく

シームレスに Zoom ビデオ会議へ移行することが可能

になった。また、oVice 上で Zoom ミーティングを複

数立ち上げることで、誰がどこで誰と話ししているの

かが可視化されて各ミーティングを行き来しやすくな

り、よりインタラクティブな交流ができるようになる

としている。 

 oVice は「バーチャル不動産」企業としてさらに発展

するべく、今後は日本でのさらなる利用獲得や認知度

向上だけでなく、ポストコロナにおいてオフィス出社

とテレワークをミックスさせたハイブリット勤務にお

いても快適に使える技術開発や、サービスの拡張性を

高めるためのサードパーティー連携を進めていく。 

 同社は、2020 年 2 月設立。バーチャルオフィス、

オンラインイベントで使えるバーチャル空間の開発や

提供を行っている。2021 年の週間東洋経済の「すごい

ベンチャー100」に選出された。 

 

■オーディーエス：米ビューソニック社のイ

ンタラクティブフラットパネルディスプレ

イの取り扱い開始 
（PRTIMES:11 月 18 日） 

 オーディーエス株式会社（https://ods.co.jp/）（東京

都千代田区）は、ビューソニックジャパン株式会社

（https://www.viewsonic.com/jp/）と電子黒板に関す

る販売パートナー契約を結び、4K 高精細電子黒板

「ViewSonic ViewBoard インタラクティブフラットパ

ネルディスプレイ（以下、IFP）」の 2 シリーズ、55～

86 インチ（計 6 モデル）を 11 月 18 日より販売開始

する。価格はオープン。 

 
IFP52 シリーズ（オーディーエス） 

 ViewSonic 社は米国で設立された総合ディスプレイ

メーカーで、100 を超える国々で販売されている。米

https://zoom.us/
https://ods.co.jp/
https://www.viewsonic.com/jp/
https://zoom.us/
https://ods.co.jp/
https://www.viewsonic.com/jp/
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国では 2 位のマーケットシェアを誇る。また全世界ブ

ランド故にコストバリューが高く、学校や企業、公共

機関などさまざまなシーンで活用されている。日本で

は PC モニターやプロジェクターのブランドとして認

知されている。 

ViewSonic の IFP は、その使いやすさとさまざまな

デバイスとの相性の良さから教育現場の ICT 化が先行

している米国や台湾で評価され、常に進化し続けてい

る。黒板機能に加え、生徒のタブレットの画像を映し

て討議したり、教材ビデオに含まれる音声もパワフル

で明瞭に再生するため、より楽しく、より集中力の高

い授業をサポートするところに特長がある。 

グループ企業である ODS コミュニケーションサー

ビス株式会社（鳥取県倉吉市）を含めグループ全体で、

文部科学省の「GIGA スクール構想」の推進を支援して

いる。GIGA スクール化とプログラミング教育のサポー

トに取り組んでいる。 

 

ViewSonic ViewBoard 使用イメージ（オーディーエス） 

 
ViewSonic ViewBoard 使用イメージ（オーディーエス） 

ViewSonic IFP シリーズは、「IFP52 シリーズ」（イ

ンチ：65/75/86）と「IFP50 シリーズ」（インチ：

55/65/75）の 2 つがある。 

IFP52 シリーズにはノイズキャンセリングを備えた

8 本のマイクアレイも内蔵しているが、シリーズ共通

としては、ステレオスピーカーやサブウーファーを内

蔵している。 

ディスプレイは 4K に対応し、きれいな動画教材も

細部までクリアに表示できるとともに、眼精疲労の原

因を低減する独自の「アイケア技術」や部屋の明るさ

に応じて輝度が調整できる機能があり、目への優しさ

と同時にエネルギー効率の高さも実現している。 

電子黒板としての描画メニューの表示やよく使用す

る端子など簡単にアクセスできるユーザーフレンド

リーデザインとなっている。4 画面分割表示や画面の

レコーディングやスクリーンショットも可能。 

また、ペンの直径を自動認識するなど独自のタッチ

認識技術を搭載している。タイムラグなく紙にペンで

書くような自然な書き心地を実現している。 

PC やタブレットとのワイヤレス接続も可能となっ

ており、アプリを使用して各タブレット端末からワイ

ヤレスでの画像投射や画面への書き込みが可能となっ

ている。加えて、コードとパスワードだけでも画面共

有もできる。 

AWS ベースで組み込まれた電子黒板ソフトウェア

は、クラウドベースのセキュリティと暗号化により、

データ保護や情報漏えいへの安全性を確保している。 

その他、RS232 によるリモートコントロールとブラ

ウザベースでの管理が可能になっている。管理用アプ

リを使用すれば、IT 管理ユーザは任意の場所から複数

のディスプレイに対して、ブラウザベースでファーム

ウェアの更新やスケジューリング、一斉配信などを行

うことができる。 
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■クラウドテレコム：顔が見える新しいリ

モートワーク「クラウドオフィス」の提供

開始、リモートワークで必要なコミュニ

ケーション機能をひとつの画面で利用可能 
（PRTIMES:11 月 29 日） 

 ク ラ ウ ド テ レ コ ム 株 式 会 社

（https://www.cloudtelecom.co.jp/）（東京都千代田区）

は、リモートワーク/在宅勤務でのコミュニケーション

を最適化するため、オフィスで日常的に行われていた

顔を合わせたコミュニケーションを再現できる「クラ

ウドオフィス」の提供を開始する。 

 クラウドオフィスは、ビジネスチャット・オンライ

ン会議・画面共有・リアルタイム在籍確認・ビデオ通

話といったリモートワークや在宅勤務で必要なコミュ

ニケーション機能をひとつの画面で利用できるパッ

ケージサービス。それぞれ個々の機能を拡充させた単

品サービスでの提供も可能で、契約種別にかかわらず、

スマホアプリを使った通話料無料の内線通話サービス

も利用できるようになっている。 

 Web カメラの映像から在籍状況を判定したりする

ことができるプレゼンス管理にも対応。スタッフのオ

ンタイムの状況（勤務中・会議中・休憩中など）を一

覧で可視化できる。社内に自身の状況を共有すること

で、連絡してよいタイミングがわかりコミュニケー

ションが円滑に進む。 

 クラウドテレコムによると、今後も新サービスを逐

次発表していく予定という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  導入・利用動向-国内         

■テレキューブ：東海旅客鉄道が運営開始す

る「EXPRESS WORK」の会員向けワークス

ペースとして「テレキューブ」を採用、東

海道新幹線の主要駅に設置開始 
（11 月 24 日） 

 テレキューブ株式会社（https://telecube.jp/）（東京

都千代田区）は、東海旅客鉄道株式会社（https://jr-

central.co.jp/）（愛知県名古屋市）が、同社が運営開始

する「EXPRESS WORK」の会員向けワークスペースに

「テレキューブ」を採用したと発表。 

 
EXPRESS WORK-Booth（テレキューブ） 

東海旅客鉄道では、東海道新幹線の乗車前後を通じ

てシームレスに仕事ができるようにする駅や車内のビ

ジネス環境整備を展開している。その中で、テレキュー

ブを元にした個室ブース「EXPRESS WORK-Booth」が

設置されることになった。 

 設置場所は、東京駅、名古屋駅、京都駅、新大阪駅

と名古屋駅直結のオフィスビル（JR セントラルタワー

ズ）で、12 月 1 日より提供開始する。 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）のグ

ループ会社であるテレキューブ株式会社（東京都千代

田区）は、東海旅客鉄道の EXPRESS WORK 事業への

テレキューブの提供を通じて、東海旅客鉄道とともに

新しい働き方に対応していく。また、東北・関東・近

畿・中部地方で駅や空港、オフィスビルエントランス

https://www.cloudtelecom.co.jp/
https://telecube.jp/
https://jr-central.co.jp/
https://jr-central.co.jp/
https://jp.vcube.com/
https://www.cloudtelecom.co.jp/
https://telecube.jp/
https://jp.vcube.com/
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などに設置が広がっているテレキューブのさらなる展

開も進めていくとしている。 

 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

 

■ブイキューブセミナー（12 月） 

「インフラ・保守点検業務の効率化に！スマートグラス 選

び方セミナー」「開発者向けセミナー ビデオ通話・ライブ

配信 SDK を学ぼう」「ニューノーマルなオフィスに！会議

室常設型 Zoom ご紹介セミナー」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（12 月） 

「Webex Meetings | 新機能のご紹介」「Webex 2021 年の

新機能を振り返りましょう！」「Cisco Evetns : Webex One

について Vol_2」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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