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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. 24 No.5 2022 年 3 月 15 日 

  製品・サービス動向-国内

■ヤマハ：遠隔会議システム「ADECIA」にワ

イヤレスマイクフォンがラインナップ追加、

既存モデルの機能強化も実施
（3 月 8 日） 

ヤ マ ハ 株 式 会 社 （ https://sound-

solution.yamaha.com/）（静岡県浜松市）は、2021 年

1 月に発売した遠隔会議用ワンストップサウンドソ

リューション「ADECIA」の新ラインナップとして、ワ

イヤレスマイクロフォンシステム「RM-W シリーズ」

を 4 月に発売し、「ADECIA ワイヤレスソリューショ

ン」として提供開始する。ラインナップ追加と共に既

存モデルの機能強化も行われた。

ADECIA ワイヤレスソリューション（画像中央） 

（ヤマハ）

ヤマハは、2021 年 1 月に「ADECIA リーシングソ

リューション」として、会議室の柔軟なレイアウト変

更や会議参加人数を考慮した効率的な会議運用を実現

するシーリングアレイマイクロフォン「RM-CG」を発

売。また、同年 6 月には、コンパクトかつ、より多人

数の会議参加者に対応可能な有線方式のテーブルトッ

プアレイマイクロフォン「RM-TT」で構成する「ADECIA

テーブルトップソリューション」を発売している。

>ADECIA ワイヤレスソリューション－マイクのバリ

エーション追加

今回発売する RM-W シリーズは、無線局の免許が不

要な 1.9GHz 帯を使用する DECT 方式を採用し、ワイ

ヤレス伝送を暗号化することで情報漏えいなどセキュ

リティ面の安全性を高くした。

また、無指向性および単一性の異なる 2 種類の指向

性を持つバウンダリーマイクロフォンと、長短２種類

のグースネックマイクロフォンの計 4 モデルをライン

アップ。多様な会議形態にあわせた運用が可能となっ

ている。

追加されたワイヤレスマイクロフォンシステム 

（ヤマハ）

ADECIA ワイヤレスソリューションは、最大 16 本の

マイクロフォンを同時使用可能。また、各マイクロフォ

ンのペアリングは、8ch ワイヤレスアクセスポイント

「RM-WAP-8」とマイクロフォン充電ステーション

「RM-WCH-8」にペアリングしたいマイクロフォンを

載せて ACTIVATE ボタンを押すだけの簡単操作で実現

している。

会議室のレイアウトや参加人数が変動する環境では、

ワイヤレスマイクロフォンがケーブル配線のわずらわ

しさから解放してくれる。また、Web UI は現場の電波

環境のモニタリングに対応し、安定的に使用可能なマ

イクの本数を表示できるため、現場環境に合わせて混

https://sound-solution.yamaha.com/
https://sound-solution.yamaha.com/
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信や音切れが発生しにくい設定ができる。 

 

>既存モデルの機能強化 

 一方、既に発売されているシーリングマイクロフォ

ン RM-CG は、複数人の同時発話を追尾する「マルチ

ビームフォーミング機能」における、１台の「RM-CR」

（遠隔会議用プロセッサー）に対する RM-CG の接続台

数を 4 台まで対応した。さらに広い空間で使用したい

という要望に応えた。 

 また、テーブルトップマイクロフォン RM-TT に搭載

した DSP の設定変更が可能となった。加えて、多様な

レイアウトに対応できるように、１台の RM-CR に最大

16 台まで接続が可能になった。なお、Dante/PoE 対応

ラインアレイスピーカー「VXL1-16P」を 2 台使用時

は最大 14 台まで接続可能となっている。 

 

>多様な会議環境に対応するワンストップサウンドソ

リューション 

 ハイブリット型ワークスタイルやハイフレックス型

授業のスタイルが広がる中、遠隔会議システムのニー

ズが高まる一方で、円滑な導入と柔軟な運用のために、

音の入口から出口までを兼ね備えたワンストップサウ

ンドソリューションも求められている。ADECIA は多

様な会議環境に対応するソリューションとして今後も

お客様の要望に応え、より快適な音環境を提供してい

くとしている。 

 
シーリングマイクからワイヤレスマイクまで（ヤマハ） 

 なお、ヤマハは、ADECIA の全ラインナップと 2 月

発売の「YVC-331」など YVC シリーズの全ラインナッ

プを体験できる展示会「ヤマハ UC 新商品発表会」を

TKP ガーデンシティ御茶ノ水３F で４月 20 日（水）

（9:30～15:30）開催する予定。予約無しで来場可能。 

 

■SB C&S：空撮映像などをリアルタイムに共

有 で き る リ モ ー ト 接 続 ソ リ ュ ー シ ョ ン

「TeamViewer」とドローンのセット販売

を開始 
（PRTIMES：3 月 8 日） 

 SB C&S 株式会社（https://cas.softbank.jp/）（東京

都 港 区 ） は 、 TeamViewer ジ ャ パ ン 株 式 会 社

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

が提供するリモート接続ソリューション「TeamViewer」

とドローンのセット販売を 3 月 8 日から開始する。 

 TeamViewer は、複雑な設定が必要なく接続先の ID

とパスワードを入力するだけで、簡単にリモート接続

して遠隔操作ができるソリューション。TeamViewer

をドローンと組み合わせて使用することで、空撮した

データをダウンロードせず、映像をリアルタイムに遠

隔地へ共有することができる。 

 
TeamViewer とドローンを組み合わせた活用イメージ 

（SB C&S） 

 SB C&S は、2017 年より法人向けにドローンの活用

を支援するポータルサイト「DroneBank（ドローンバ

ンク）」（https://dronebank.jp/）をオープンし、ドロー

ンの法人利用促進を支援している。2021 年 12 月に SB  

C&S とチームビューワーが共同で実証実験を行い、ド

https://cas.softbank.jp/
https://www.teamviewer.com/ja/
https://dronebank.jp/
https://cas.softbank.jp/
https://www.teamviewer.com/ja/
https://dronebank.jp/
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ローンが撮影した広角カメラの映像や赤外線カメラに

よる温度測定の映像に加え、遠隔地からの指示音声を

TeamViewer を通じてリアルタイムに相互の情報共有

が可能であることが実証された。 

この実証実験の成功をふまえ、TeamViewer とド

ローンをパッケージにした独自のソリューションを提

供することで、ドローン活用の可能性を広げ、お客様

が抱える課題解決に貢献するとしている。 

提供するセットは、「多地点配信 基本セット」（税

込み 1,412,752 円）と「多拠点配信 災害対応・点検用

途向けセット」（税込み 2,896,487 円）。 

両方のセットに共通して含まれるのは、「MATRICE 

300 RTK」「充電用バッテリーステーション」「送信

機用モバイル通信ドングル」。また、多拠点配信 災害

対応・点検用途向けセットには、「ZENMUSE H20T」

「追加バッテリー（4 個）」も含まれる。 

 今後は、人の立ち入りが困難な災害現場やインフラ

点検現場などを遠隔支援するリモート接続ソリュー

ションの実用化が期待できるという。 

 

■日本ビジネス：「Microsoft Teams」のアド

オ ン サ ー ビ ス 「 定 例 会 議 ア シ ス ト  for 

Microsoft Teams」の提供を開始 
（3 月 10 日） 

 日本ビジネス株式会社（https://www.jbs.co.jp/）（東

京都港区）は、「Microsoft Teams」のアドオンサービ

ス「定例会議アシスト for Microsoft Teams」の提供を

開始した。会議の生産性や成果を最大化することを目

指したサービス。 

 同社では、2019 年から「ファシリテーションサポー

トアプリ metis sofie」を提供してきた。会議の目的や

ゴール・アジェンダ・意思決定事項・タスクなど会議

のあらゆる情報を Teams に集めて管理し、スムーズな

ファシリテーションをサポートする。 

 利用中のお客様から定例会議での利用が多く、定例

会議に関する機能強化を望む声が寄せられたという。

そこで、要望のあった、「議事録の承認機能」をはじ

め、会議前・会議中・会議後をサポートする各種機能

を 新 た に 加 え て 定 例 会 議 ア シ ス ト  for Microsoft 

teams として生まれ変わった。 

 
定例会議アシスト for Microsoft Teams の機能 

（日本ビジネス） 

 本サービスの開発にあたっては、官公庁における委

員会運営や PMO 業務における会議運営プロセスを熟

知する株式会社三菱総合研究所が開発協力し、同社に

て実施している DX の取り組み「シンクタンク DX」の

一環として先行利用した結果を機能強化に反映してい

るという。会議運営に課題を抱える企業に活用いただ

けるサービスという。 

 

  ビジネス動向-国内           

■Pexip Japan：東京本社の移転と大阪オフィ

スの開設を発表、社員数増加および西日本

顧客への迅速な対応へ 
（PRTIMES：3 月 2 日） 

  Pexip Japan 合同会社（https://www.pexip.com/ja）

（東京都港区）は、東京本社を移転し、大阪オフィス

の開設を発表した。事業拡大に伴う社員数の増加およ

び西日本の顧客への迅速な対応を実現する。 

https://www.jbs.co.jp/
https://www.pexip.com/ja
https://www.jbs.co.jp/
https://www.pexip.com/ja
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 東京本社（東京都港区南青山 2 丁目 24-11、代表電

話：03-4595-0139）は３月１日より業務開始、大阪オ

フィス（大阪市北区梅田 2 丁目 2-22 ヒルトンプラザ

ウエストオフィスタワー19 階、代表電話：06-6133-

5735）は 1 月 26 日より業務開始となっている。 

 Pexip Japan 合同会社は、エンタープライズクラスの

ビデオ会議ソリューションを提供する Pexip 社（ノル

ウェー・オスロ）の日本法人。Pexip 社は、大企業およ

び公共機関向けのリーディングプロバイダーとして

75 カ国 300 以上のチャネルパートナーを通じてソ

リューションを提供し、190 カ国以上で使用されてい

る。Pexip 社は 2020 年 5 月にオスロ証券取引所に上

場している。 

 Pexip 社が提供するソリューションは、複雑なビデ

オ会議を簡素化し、場所やテクノロジーに依存するこ

となく対面のコラボレーションを実現する。Pexip の

スケーラブルなプラットフォームは、エンタープライ

ズのセキュリティを備えた高品質のビデオ会議を可能

にし、顧客の IT 要件と既存のインフラストラクチャに

簡単に適合する。 

   

■ヤマハ：遠隔会議システム「ADECIA シーリ

ングソリューション」が「Microsoft Teams」

の認定を取得 
（3 月 10 日） 

ヤ マ ハ 株 式 会 社 （ https://sound-

solution.yamaha.com/）（静岡県浜松市）は、同社が提

供している遠隔会議用ワンストップサウンドソリュー

ション「ADECIA シーリングソリューション」が

「Microsoft Teams」の認定を取得したと発表。 

会議室向けのサウンドソリューションでは、柔軟性

があり、使いやすく、対面の参加者と遠隔先の参加者

の双方に優れた音声を提供することが求められている。

また、Microsoft Teams などのコミュニケーションプ

ラットフォームとのスムーズな連携も重要視されてい

るという。 

ADECIA シーリングソリューションは、オフィスの

中規模会議室向けに、音の入口から出口までを運用・

管理する機器と機能をトータルで提供するための遠隔

会議システム。 

シーリングアレイマイクロフォン「RM-CG」、遠隔

会議用プロセッサー「RM-CR」、Dante/PoE 対応ライ

ンアレイスピーカー「VXL シリーズ P モデル」に加え、

PoE スイッチの 4 製品でシステムを構成している。 

シーリングアレイマイクロフォン RM-CG は、4 本の

オートトラッキングビームフォーミングを採用した独

自の「マルチビームトラッキング」を搭載しており、

複数人の同時発話も逃すことなく追尾し、話者の発言

を遠隔先へ明瞭に届けるとともに、不要なバックグラ

ウンドノイズを軽減するようになっている。 

また、接続された機器を即座に検知し、スピーカー

とマイクの位置や残響およびエコーを考慮して、部屋

の環境に合わせて４つの簡単なステップで音響を最適

化するなど、ヤマハが培ってきた音響技術を活かして

いる。それにより、さまざまな会議スペースで、

Microsoft Teams を通じた快適で高音質な会議環境を

提供することが可能という。 

 

■ベルフェイス：ベルシステム 24 と電話と

映像サポートによる「オンライン窓口セン

ター」の提供に向けて業務提携 
（PRTIMES：3 月 11 日） 

 株 式 会 社 ベ ル シ ス テ ム 24

（https://www.tas.bell24.co.jp/）（東京都中央区）と、

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

（東京都渋谷区）は、電話と映像サポートによる「オ

ンライン窓口センター」サービスを開発提供する基本

合意契約を締結した。 

 オンライン窓口センターにより、従来、店舗窓口や

郵送での手続きなどに分断されていた各種手続きを一

https://sound-solution.yamaha.com/
https://sound-solution.yamaha.com/
https://www.tas.bell24.co.jp/
https://corp.bell-face.com/
https://www.tas.bell24.co.jp/
https://corp.bell-face.com/
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度の電話での問い合わせにて対応できるようになる。

生活者においては手続き負担の軽減、企業においては

顧客満足向上および業務効率化による収益効果の最大

化が図れる。 

 ベルシステム 24 の約 40 年に渡る 3,000 社を超え

るクライアント企業のニーズに合わせたコンタクトセ

ンターの業務設計・運用メソッドと、ベルフェイスの

3,000 社以上の導入実績を持つオンライン営業システ

ムおよびそのメソッドを組み合わせることで、電話機

能の高度化による、対面窓口と同様の支援を可能とす

る本サービスの開発を行う。 

 本サービスでは、ベルフェイスが従来より提供して

いるオンライン営業システム「bellFace」の機能を活用

することで、生活者側はアプリのインストールや URL

発行などの事前準備をすることがなく、電話・パソコ

ン・スマートフォンなどを使って簡単に、オペレーター

に音声で問い合わせをしながら手続き書類の共有等を

行うことができるという。加えて今回、さらに対面に

近い感覚で手続き処理を進めることを可能にする「リ

モートコントロール機能」「スマホ画面サポート機能」

「写真撮影機能」も新たに開発した。 

  一方、ベルシステム 24 では bellFace の導入支援

をはじめとする、本サービス構築のための業務設計か

ら運用、工数のかかる契約や手続きの支援およびプロ

セスの改善を行うとしている。 

 両社は本提携を契機に、両社のクライアント企業に

対する試験導入を展開した上で、本格的なサービス提

供を開始する。特にニーズが顕在化している行政・金

融・通信分野のクライアント企業に向けて先行導入を

進め、2025 年度末までに 3,000 席の導入を目指すと

ともに、従来対面や店舗で行っていた各種手続きの対

応に変わる新たな接客手法として確立していく。 

 

 

 

■テレキューブサービス：横浜ランドマーク

タワーに「テレキューブ Web 会議センター」

オープン、個室作業スペースが拡大 
（3 月 11 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、今月、

横浜ランドマークタワーに展開中の個室型ワークブー

ス「テレキューブ」を増設し、「Web 会議センター」

としての運営を開始する。 

 これまで設置していた２台から６台に増設するとと

もに、Web 会議に適したパソコン用モニター、Web 会

議用ライト、スマホスタンドなどを完備し、テレキュー

ブ Web 会議センターとしてリニューアルオープンし

た。 

 
横浜ランドマークタワーに設置された Web 会議センター  

（テレキューブサービス） 

 テレワーク特別仕様のテレキューブを集合的に展開

する Web 会議センターは、これまで新丸の内ビル、豊

洲フォレシアに開設しており、今回が第 3 の拠点とな

る。これにより、公共空間へのテレキューブの設置拠

点が 123 拠点、総設置台数が 200 台を突破したこと

になる。また、オフィス内設置モデルのテレキューブ

等を含めると 2021 年 12 月末時点で、累計 7,753 台

が設置されているという。 

 今後も同社は、テレキューブをさまざまな生活シー

https://telecube.jp/
https://telecube.jp/
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ンで利用できる場所へ展開し、より良いテレワーク環

境の構築に寄与していきたいとしている。 

 

■ブイキューブ：米国 NFT メタバースのス

タートアップ企業 Anifie 社への出資と日本

国内でのサービス展開を開始 
（2 月 28 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都港区）は、NFT メタバース事業に取り組むスター

トアップ企業 Anfie 社（米国・カリフォルニア州）へ

の出資を通じ、日本国内における NFT メタバースサー

ビス展開を開始する。 

 
Anifie 社のサービスイメージ（ブイキューブ） 

 Anifie 社のサービスでは、デジタル・コンテンツを

保有する事業会社が独自のメタバースを創造すること

ができる。さまざまな NFT コンテンツを、モジュール

式に組み合わせて、メタバースを創造・発展すること

ができるため、この技術の特許について日本を含め出

願している。 

 Anifie 社は、米国カリフォルニア州を拠点に、日本

人シリアルアントレプレナー（連続起業家）の岩崎洋

平氏が、グラミー賞受賞者ジョン・エッチェン氏、米

国内で大人気連続ドラマ「セックス・アンド・ザ・シ

ティ」や「CBS 60 Minutes」の作曲を手がけるパトリッ

ク・ウッドランド氏などハリウッドの重鎮とタッグを

組んで NFT メタバース事業の開発に取り組んでいる。 

 Anifie はシリコンバレーのスタンフォード大学のア

クセラレーター「StartX」にも参加を認められており、

Sandhi II Angels からも NFT メタバース分野での活躍

を期待されて投資を受けてきた。この度、日本国内の

エンタメ＆ファッション領域における IP・コンテンツ

ホルダーに対するサービス提供開始に向けて、ブイ

キューブや国内 VC 等からの資金調達を実施した。 

 ブイキューブはイベント DX 事業を中心に昨年実績

で約 7,800 回のオンラインイベントのプラットフォー

ム提供や運営サポートを行っている。今回の出資を通

じて、多様化する顧客のイベントニーズに対して日本

国内で Anifie 社が提供する NFT メタバースの販売、運

用サポートまで行い、同社の日本国内での事業化をサ

ポートしていくとしている。 

 

  市場動向-国内             

■シード・プランニング：業務用ビデオコミュ

ニケーションの導入・利用実態調査を実施 
（2 月 22 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対策で、注目を浴びるビ

デオ会議/Web 会議の導入状況・利用ユーザー動向に

関する調査を行い、このほどその結果をまとめた。 

ビデオコミュニケーションの調査レポートは 12 回

目となる。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、VC 業界は大きく

変化したと分析している。 

今回の結果でのポイントは以下のとおり。 

 

（１）「認知度」、「会社で導入」、「自分で利用」

といった３項目でトップは Zoom という結果。そして

２位は Microsoft Teams。認知度においては、Microsoft 

https://jp.vcube.com/
https://www.seedplanning.co.jp/
https://jp.vcube.com/
https://www.seedplanning.co.jp/
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Teams が 2019 年から上がってきており最近利用が目

立ってきている。一方、Zoom は 2020 年に急激に上

昇している。Zoom についてはコンシューマーもビジ

ネスも引き合いが多く、会社規模を問わずどの企業で

も導入されていることが今回明らかになった。 

 
 （２）ビデオコミュニケーションシステムの満足度

では、ソニー、Slack、Webex、Zoom、パナソニックな

どが 93%以上となった。満足度の理由で一番多いのは、

「簡単に接続できる」であった。あとは「音が切れな

い」、「会話が聞き取りやすい」などがあった。 

 

 

 （３）どのように利用しているかという点では、「社

内スタッフとのミーティング」「すでに知っている社

外の人との会議」が多かった。 

 
 （４）今後のテレワーク実施意向については、「状

況により継続する」も含めると 87%でテレワーク実施

意向があるとわかった。 

 
 今回の調査期間は、2021 年 9 月 20 日～2022 年 

2 月 10 日。インターネットによる調査で行った。有

効回答数は 600 名。 

市場調査レポート名は、「業務用ビデオコミュニケー

ション・テレワークの導入・利用実態調査 2022」。

A4/222 ページ。書籍版や PDF 版などがある。  

詳 細 ・ 購 入 方 法 は 、

http://store.seedplanning.co.jp/item/11254.html 

 

※記事内グラフ：シード・プランニング。 

 

 

 

 

 

http://store.seedplanning.co.jp/item/11254.html
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  セミナー・展示会情報                 
 

＜国内＞  

■Zoom をより快適に！ビデオデバイスを活用したハイブ

リッド会議の実現～ビデオソリューションの競合製品を比

較～ 

日時：3 月 23 日 (水) 15:00～15:45 

会場：オンライン 

主催：リコージャパン株式会社 

協賛：株式会社プリンストン 

詳細・申込：

https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/16247#/ 

 
■Zoom 活用セミナー（ハイブリッド会議編） 

～Zoom の使い方、新機能、応用などをご紹介～ 

日時：3 月 23 日 (水) 16:00～17:15 

会場：オンライン 

主催：リコージャパン株式会社 

協賛：ZVC Japan 株式会社 

詳細・申込：

https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/16280#/ 
 

■オンラインホワイトボード・ 

コラボレーションツール「Miro」をご紹介 

日時：3 月 29 日（火）13:30～14:30 

会場：オンライン 

主催：株式会社 Too 

協力：ミロ・ジャパン合同会社 

詳細・申込：https://www.too.com/event/2022/miro03/ 

 

■ヤマハ UC 新商品発表会 

日時：4 月 20 日（水）9:30～15:30 

会場：TKP ガーデンシティお茶の水 3F「カンファレンス

ルーム 3A+3B+3C」 

主催：ヤマハ株式会社 

詳細： 

https://jp.yamaha.com/products/contents/proaudio/unified

_communications/adecia/index.html 

※ADECIA ワイヤレスソリューションや YVC シリーズの体

験ができる。 

■ブイキューブセミナー情報（3 月） 

「2022 年 6 月に向けたバーチャル株主総会準備のイロ

ハ」「実演！ライブ配信アプリ開発 これから始める

AgoraSDK」など 

会場：オンライン／オンデマンド 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 

 
■Webex Meetings 関連ウェビナー（3 月） 

「2022 年 3 月（42.3）の機能アップデートについて」

「Webex Meetings VS Webinar 違いと用途について」

「Control Hub の基本」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 

 

＜海外＞  

 
■EnterpriseConnect 2022 

日時：3 月 21 日（月）～3 月 24 日（木） 

会場：アメリカ フロリダ州オーランド Gaylord 

PalmsResort & Convention Center 

オンラインでの参加も可能。 

主催：Informa Tech 

詳細・申込：https://www.enterpriseconnect.com/orlando/ 

 ※UC 関連では世界最大級のカンファレンス＆展示会。 

 

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。 

https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/16247#/
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/16280#/
https://www.too.com/event/2022/miro03/
https://jp.yamaha.com/products/contents/proaudio/unified_communications/adecia/index.html
https://jp.yamaha.com/products/contents/proaudio/unified_communications/adecia/index.html
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
https://www.enterpriseconnect.com/orlando/
https://cnar.jp/cna/event-j.html
https://cnar.jp/cna/event-r.html
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■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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