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  製品・サービス動向-国内              

■リコー：360°カメラ搭載一体型マイクス

ピーカー「RICOH Meeting 360 V1」、臨場

感あふれるリモート会議を実現 
（6 月 23 日） 

 株式会社リコー（https://www.ricoh.co.jp/）（東京都

大田区）は、360°カメラ搭載一体型マイクスピーカー

「RICOH Meeting 360 V1」を 6 月 30 日に発売する。 

 

RICOH Meeting 360 V1（リコー） 

 RICOH Meeting 360 V1 は、半天球の 360°カメラ

で会議室全体・参加者全員の様子を映し出すとともに、

発言者の声を自動認識し瞬時にその話者にクローズ

アップすることができるため、誰が発言しているのか

わかりやすく、会議をスムーズに進行できる。 

 また、約 6ｍの距離まで集音可能な全方位マイク（高

音質オートゲインコントロール搭載）と、高品質なス

ピーカーユニットが搭載されているため、本体から近

い音声も遠い音声もリモートの参加者に対してクリア

に伝えることができるようになっている。 

 本製品を WEB カメラマイクスピーカーとして USB

ケーブルをパソコンにつなげるだけで手軽に利用する

ことが可能になっている（ただし、別途 AC 電源が必 

 

 

 

要。）。加えてミュートや音量調節など他の操作も直 

感的に行えるようになっている。また、無償ソフトウェ

ア「RICOH Meeting 360 Apps for Windows」を使用す

ることで、自拠点映像のレイアウトを変更したり、本

機の各種設定を変更したりすることができる。その他、

「RICOH Interactive Whiteboard」（電子黒板）に接続

することで板書の共有も可能となっている。 

 リコーによると、RICOH Meeting 360 V1 で撮った

映像や音声データを活用した議事録作成支援（議事録

の保管、発言の自動テキスト化）をクラウドサービス

として提供予定という。本製品でキャプチャーした会

議データを、リコーが提供予定のアドオンサービスに

て管理・分析することで、企業の情報資産として蓄積、

会議情報の活用を促進する。 

 RICOH Meeting 360 V1 の価格はオープン。安心 3

年モデル（保証期間が通常 1 年＋2 年延長で 3 年保証）

も用意している。こちらも価格はオープン。 

 

■富士フイルムビジネスイノベーション：ビ

デオコミュニケーション「Zoom」の年額利

用料金サービスに加え、新たに月額利用料

金サービスを提供開始 
（PRWIRE：6 月 28 日） 

 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

（https://www.fujifilm.com/fb/）（東京都港区）は、ビ

デオコミュニケーションプラットフォーム「Zoom」を

これまでの年額利用料金サービスに加え、新たに月額

利用料金サービスで提供開始する。 

 Zoom を月額利用料金サービスとして提供すること

で、年額利用料金サービスと比べ、導入時の初期コス

https://www.ricoh.co.jp/
https://www.fujifilm.com/fb/
https://www.ricoh.co.jp/
https://www.fujifilm.com/fb/
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トを抑え、初期投資が導入の障壁となっていた中堅・

中小企業への提供を加速する。また、本サービスは、1

年毎の自動更新が行えるため、更新の手間がかからな

い。さらに、Zoom 専用のコンタクトセンターを自社に

新設し、お客様へのサポート体制も強化する。 

 富士フイルムビジネスイノベーションが提供する複

合機連携型クラウドサービス「Apeos Cloud Connector」

（ https://www.fujifilm.com/fb/product/software/ap_

cloud_cnctr）を合わせて利用することで、PC で操作す

ることなく、複合機「Apeos」から「Working Folder」

をはじめ、他社のクラウドストレージ（「Box」「Dropbox」

「Google ドライブ」「OneDrive for Business」）を介

して文書を即座に Zoom へ共有することが可能になる。 

 富士フイルムビジネスイノベーションでは、Web カ

メ ラ を 使 用 し た 会 議 だ け で な く 、 「 Zoom Video 

Webinars」や「Zoom Rooms」など幅広いラインナッ

プを取りそろえている。 

 

■シスコシステムズ：NTT 東日本、「ひかり

クラウド電話 for Webex Calling」を提供開

始 

（6 月 27 日） 

 シ ス コ シ ス テ ム ズ 合 同 会 社

（https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html）（東京都

港区）は、東日本電信電話株式会社（https://www.ntt-

east.co.jp/）（東京都新宿区）が、シスコのクラウド電

話サービス「Webex Calling」によって、アプリや IP 電

話機などさまざまな端末での外線発着信を可能とする

「ひかりクラウド電話 for Webex Calling」を 6 月 30

日より提供開始する。 

 NTT 東日本が新サービスに採用した Webex Calling

は、シスコが提供するクラウド型の構内交換機（PBX）

機能となる。Webex Calling によって、オフィスの固定

電話番号（0AB-J 番号）の発信・着信や、音声通話環境

を固定電話機だけでなくパソコンやスマートフォンに

統合することが可能になる。アプリで発着信をおこな

うため、場所を問わず、オフィスからだけでなくリモー

トワークや外出、離席時でも固定電話番号を利用でき

るようになる。 

 昨今ハイブリットワークやリモートワークが主流と

なり、働き方が大きく変化している。NTT 東日本では、

ますます多様化する働き方に対応するべく、出先から

の外線発着信など固定電話を自由な環境したいという

ニーズに応えた。 

 

■ZVC Japan：Zoom Phone、日本ユーザ向け

にネイティブな 0ABJ 番号の提供を開始 
（PRTIMES：6 月 29 日） 

 ZVC JAPAN 株式会社（https://zoom.us/）（東京都千

代田区）は、6 月 29 日、固定電話で使用されている 10

桁の地域固定電話番号「0ABJ」の提供開始を発表した。

ZVC JAPAN は、Zoom Video Communications 社の日

本法人。 

 「Zoom Phone」は、「Zoom」のコミュニケーショ

ンプラットフォームの核となる機能の一つで、あらゆ

る規模のオフィスに完全クラウドネイティブのビジネ

ス専用交換機（PBX）を提供し、Zoom エコシステムと

完全に統合されている。 

 サービスはまず米国で 2019 年 1 月に開始し、2021

年 6 月に日本でもサービスを開始するなど、順調に世

界展開を進めている。2023 年度第一四半期時点（※

CNA レポート・ジャパン補足：2022 年 2 月-4 月期）

全世界で累計 300 万以上のライセンスを販売した。 

 これまで日本における Zoom Phone サービスでは、

直接販売もしくは特定のパートナー経由での販売に

よって全国一律の IP 電話サービスに用いられる 050

番号のみが提供されていた。地域性を持つ 0ABJ 番号

はお客様の自宅などに中継装置であるセッション・

ボーダー・コントローラーを設置することで利用が可

能だった。今回、法的な本人確認の手続きを経たお客

https://www.fujifilm.com/fb/product/software/ap_cloud_cnctr
https://www.fujifilm.com/fb/product/software/ap_cloud_cnctr
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://www.ntt-east.co.jp/
https://www.ntt-east.co.jp/
https://zoom.us/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/index.html
https://zoom.us/
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様は、当該装置を設置することなく、Zoom Phone で

従来の 050 番号もしくは 0ABJ 番号を利用することが

可能となる。 

 なお、ZVC Japan では、6 月 29 日より、新規のお客

様を対象に、Zoom Phone の特別トライアルキャン

ペーンを実施する。従業員が 10 名以上いる法人企業

が対象。2022 年 8 月 31 日まで。最大 5 つの Zoom 

Phone 番号を 3 ヶ月お試しできる。トライアルに参加

する場合は規定により本人確認書類の提出が必要と

な っ て い る 。 専 用 の フ ォ ー ム

（ https://explore.zoom.us/ja/products/zoom-

phone/trialcampaign/）から申し込みができる。 

  

  ビジネス動向-国内           

■Pexip Japan：事業説明会を開催、ワールド

ワイドの売上は好調、国内でも 3 つのソ

リューションとパートナーエコシステムを

通して国内での事業を拡大 
 （取材：6 月 14 日） 

 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 社の日本法人である Pexip Japan

合同会社（https://www.pexip.com/）（東京都港区）は、

6 月 14 日、都内ノルウェー大使館にて事業説明会を

開催した。 

Pexip Japan はさらに事業を拡大している。2022 年

3 月日本法人における事業拡大に伴う社員数の増加、

西日本のお客様への迅速な対応を実現するため、東京

本社を移転し、さらに大阪オフィスを開設した。 

 また、それに先立つ 2022 年 1 月、株式会社プリン

ストン（東京都千代田区）との販売代理店契約を締結、

そしてこの 6 月 14 日には、株式会社 NTT データ（東

京都江東区）と販売代理店契約を締結、パートナーエ

コシステムを拡大するとともに今後日本市場において

一層の拡販とサービスの充実を図る。 

 
日本国内の販売パートナー（Pexip Japan） 

 「日本法人には現在 13 人いるが、昨今のパンデミッ

クなどをきっかけとした急激なビデオ会議の需要増加

の対応には限界がある。大手製造や自動車系にとどま

らず、今後さらに、公共や医療など業界ごとの展開を

狙っていくため、販売パートナーの拡大に取り組んで

いく考えだ。」と述べるのは昨年 4 月に日本法人 Pexip 

Japan 合同会社（東京都港区）のカントリーマネー

ジャーに就任した田野 豊 氏。入社する前は Webex 

Japan 社、シスコシステムズ社（Webex 社を 2007 年

に 32 億ドルで買収）、Intercall 社にて 20 年以上にわ

たり UC 市場の拡大に貢献してきた。 

 
Pexip Japan カントリーマネージャー 田野 豊氏 

Pexip 社は、かって 1990 年代から 2000 年代にお

いてビデオ会議専用端末市場におけるリーダーの一社

であった TANDBERG 社やその後同社を買収したシス

コシステムズ社（2009 年、34 億ドル）で 20 年以上

のキャリアを培ったメンバーが中心となって 2011 年

に設立した会社だ。ノルウェー・オスロに本社を置

く。社員は 34 カ国 550 名、パートナーは 75 カ国に

https://explore.zoom.us/ja/products/zoom-phone/trialcampaign/
https://explore.zoom.us/ja/products/zoom-phone/trialcampaign/
https://www.pexip.com/
https://www.pexip.com/
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300 社以上にのぼる。また、日本含め世界 11 か所に

データセンターを設置し「Pexip Infinity」（後述）の

運用やサービスを提供している。

 
Pexip 社概要（Pexip Japan） 

2020 年 5 月にはオスロ証券取引所に上場するとと

もに資金調達を実施。上場のオープニングセレモニー

には、ビデオ会議を通して社員が参加したのは市場の

話題になった。 

 
設立以来グローバルの売上が好調（Pexip） 

 設立以来、昨今のビデオ会議への需要増加を反映し

て同社のグローバルの売上の伸びは好調だ。2013 年

から 2021 年までの CAGR（年平均成長率）は 64%を

達成。年間計上収益（ARR）は 2021 年に 106 百万ド

ルに達した。 

 「今までビデオ会議のユーザは全体の 10％程度にと

どまっていた。しかし、パンデミックにより、2020 年

3 月、これが一挙に 100％になった。ビデオ会議はゲー

ムチェンジャーだ。Pexip で従来のビデオ会議を超え

た世界を実現したい。」と自信を見せるのは Pexip ア

ジアパシフィック社長 ポールペターソン氏。ペター

ソン氏は 2001 年に当時の TANDBERG 社に入社し、そ

の後シスコシステムズに転じ、2021 年 1 月に Pexip

社に入社した。 

 
Pexip アジアパシフィック社長 ポールペターソン氏 

同社事業の拡大を支える屋台骨として Pexip 社が提

供する製品がソフトウェアベースのビデオ会議プラッ

トフォームである「Pexip Infinity」（2013 年 9 月発

売）がある。 

エンドポイント端末製品ではなく、ビデオ会議接続

通信を処理するサーバーなどインフラ側の製品という

位置づけとなる。ハードウェアは提供しておらず、ソ

フトウェアのみの提供だ。発売当初から新機能などを

積極的に追加し、現在もかなりのパイペースでバー

ジョンアップを実施しているようだ。 

Pexip Infinity の製品コンセプトには、創業者達の

ハードウェアビデオ会議で取り組んできた長年の課題

や目指す目標が反映されている。 

コンセプトのまず一つ目は、ひとつの会議に全てを

つなぐということ。次に、ハードウェアの限界性をソ

フトウェアで超えてスケーラブルな拡張性を持たせる

こと。さらにはユーザのさまざまな環境を考慮したあ

らゆる環境で運用できること。そしてユーザの接続を

セキュアにまたシンプルにすること。Pexip 社はこれ

らの課題を解決するために設立された。 

Pexip Infinity の主要機能としては、昨今主流になっ

てきている Web 会議（「Microsoft Teams」、「Google 

Meet」、「Zoom」など）に対応する機能と、従来のビ

デオ会議端末向けの機能の 2 つを内包しているとも言
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える。 

Web 会議への対応の面では、プラグインなしでほぼ

全てのブラウザに対応しているのが特徴。そのため、

Web 会議との接続がシームレスに可能となる。また

Pexip 社は、PC、Mac、Linux、Android、iOS に対応し

たクライアントアプリも用意している。 

一方、ビデオ会議機器向けの機能としては、SIP 登録

/H.323 Gatekeeper サーバー、MCU 多地点会議サー

バー（H.323/SIP/WebRTC）、NAT Firewall トラバー

サル（外部ネットワークとの通信）、Microsoft Teams

会議 H.323/SIP ゲートウェイ、Google Meet 会議

H.323/SIP ゲートウェイ、ワンタッチ会議接続運用

（One Touch Join）などがある。 

「呼制御からゲートウェイ、多地点まで従来の

H.323 や SIP ビデオ会議端末などとの親和性を重視し

た作りになっている。」（Pexip Japan） 

以上のほか、Outlook や Google カレンダーなどとの

連 携 、 カ ス タ ム ブ ラ ン デ ィ ン グ 、 「 Adaptive 

Composition」（AI を活用したフレーミング）などにも

対応している。加えて、運用管理業務の軽減・効率化

に資する管理ポータル「Pexip Control Center」も搭載

している。 

「一製品で包括的にさまざまな機能を提供するとと

もにフルカスタマイズ（API、SDK）にも対応している

製品は Pexip Infinity しかない。」（Pexip Japan） 

また、同社では、国内も含め、この Pexip Infinity を

ベースに、3 つのソリューション分野へ力を入れると

いう。 

一つ目は、相互接続性を重視した「Connected Spaces」

の提供。すでに同社では、マイクロソフトと Google よ

り相互接続・運用の面で認定を受けている。 

二つ目は、暗号化による安全な通話やデータ保護を

行う「Secure Spaces」。セキュリティ面の信頼性の高

さから、欧州連合（EU）や米国国防省などが Pexip 

Infinity を利用しているという。 

三つ目は、「Video Innovation」。ユーザの業界毎

の使用用途にフォーカスしたカスタマイズソリュー

ション。裁判（「Pexip Virtual Courts」）や小売、金

融などでの使用を想定している。「Pexip Engage」や

「Pexip Build」を活用し、B2C および B2B における

ユーザエクスペリエンスの向上が期待できる。 

 
3 つのソリューション（Pexip Japan） 

 
3 つのソリューションのコアになる Pexip Infinity 

（Pexip Japan） 

Pexip Infinity の導入設置方法は柔軟だ。オンプレミ

ス、セルフホスト（GCP、Azure、AWS 環境）のほか、

国内データセンターを使用したクラウドサービスやダ

イレクト接続サービスオプションも用意している。ダ

イレクト接続サービスオプションは、インターネット

を介さずにクラウドサービスを利用したいお客様向け

となっている。 

「クラウドが主流になってきたが、オンプレもまだ

必要としている企業があり、ユーザの要件に応じて柔

軟に導入できるのが弊社の強みのひとつである。」

（Pexip） 
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■ Neatframe ： ダ イ ト ロ ン と デ ィ ス ト リ

ビューター契約を締結、Neat デバイスの多

様な需要に対応 
（PRTIMES：6 月 24 日） 

 新 コ ン セ プ ト 高 機 能 会 議 シ ス テ ム パ イ オ ニ ア

Neatframe 株 式 会 社

（https://content.neat.no/japan.html）（東京都港区）

は、ダイトロン株式会社（https://www.daitron.co.jp/）

（大阪市淀川区）が国内初となる Neat 製品のディスト

リビューター契約を締結したことを発表した。 

 ダイトロングループは、高水準の規格開発力とマー

ケティング力、製造技術力を併せ持つエレクトロニク

スの技術商社。国内外に広がるネットワークを駆使し、

各分野で高い専門性を誇るグループ会社と連携を図る

ことで、いつの時代もお客様ニーズの一歩先をいく価

値を創造してきた。時代が求める課題に応えながら進

化し続けている。 

 Neat 製品は、「Zoom」や「Microsoft Teams」のた

めにシンプルでスマートにデザインされた、オールイ

ンワンビデオ会議デバイス。ダイトロンによると、

「Zoom Rooms」また「Teams Rooms」を導入するた

めの AV パッケージ提案の強化、また UC ディストリ

ビューターとして培ってきたノウハウを活かし、同社

の付加価値とともに、Neat 社独自のソリューションを

お客様へ展開していくとしている。 

 また、Neatframe によると、Neat デバイスは、企業、

医療、教育、官公庁、またスポーツジムやオープンな

コミュニケーションエリアなどでも使われているとい

う。Neat は、今後も市場浸透の加速と提供価値の向上

に努めていくとしている。 

 

 

 

 

  導入利用動向-国内           

■Neatframe：TIS、Neat を社内コミュニケー

ションツールとして採用 
（PRTIMES: 6 月 16 日） 

 Neatframe 株 式 会 社

（https://content.neat.no/japan.html）（東京都港区）

は、「Neat Bar」「Neat Pad」製品がコミュニケーショ

ンの質の向上を目的として TIS 株式会社（東京都新宿

区）に採用されたと発表。 

 

Neat Bar を使用してビデオ会議を行う様子（Neatframe） 

 TIS は、キャッシュレス決済や電力のようなインフ

ラから、産業・公共を支えるサービスまで、より豊か

な暮らしを実現するための社会基盤を約 50 年もの間

IT で支え続ける企業。「デジタル技術を駆使したムー

バーとして、未来の景色に鮮やかな彩りをつける」と

いうミッションを掲げ、幅広い業界で、デジタルビジ

ネス変革に寄与してきた。 

 2021 年には、働き方改革の推進および社員同士の

コミュニケーション促進などを目的とした「豊洲の新

オフィス」を開設。新オフィス開設を契機にグループ

アドレスを導入した他、全社員が利用可能なテレワー

ク制度を浸透させるなど「広域の ABW（Activity Based 

Working）」を実現する環境整備を進めている。 

 一方、コロナ禍でテレワークといった新しい働き方を

選択する社員が増え、現在の出社率は、全社で 3 割程

度となり、コロナ禍における ABW はビデオミーティ

https://content.neat.no/japan.html
https://www.daitron.co.jp/
https://content.neat.no/japan.html
https://content.neat.no/japan.html
https://www.daitron.co.jp/
https://content.neat.no/japan.html
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ングという新しいコミュニケーションの形を生み出し、

その質を向上させることが新たな課題となった。シス

テムにかかる負荷が高くなり音声や映像の品質が悪く

なるということがあった。 

 これを機に、新たなビデオミーティングデバイス選

定を検討することになり、Neat 製品の導入に至る。

Neat Bar と Pad を選定した一番の理由は、「Zoom」

と「Microsoft Teams」の両方のプラットフォームに対

応していること。TIS では、両方をビデオミーティング

ツールとして利用しているため。 

 その他 ITS が指摘する利点は以下のとおり。 

（1）利用者として、マニュアルなしで直感的に操作で

きる簡単さ。（2）狭い部屋でも参加者の顔がはっきり

映る。（3）人の顔を検知して自動で拡大と画面分割を

する機能がある。（4）発言者の声をピンポイントで拾っ

てくれる。（5）オープンスペースでミーティングして

いても聞き取りやすく、複数人での会話も声が被らず

ストレスフリーに会話ができる。（6）周囲の雑音によっ

て声が聞きづらくなったりミュートされたりすること

がない。 

 TIS の情報システム部によると、「新しい働き方」を

支えるインフラを提供し続けていかなければならない

ので、Neat のようなデバイスは非常に役立つと高く評

価する。 

 Neat はニューノーマルな働き方が求められる職場

環境における社員のコミュニケーションの質向上に貢

献していくとしている。 

 

■Neatframe：札幌市、Neat を採用、コミュ

ニケーションの質の向上で DX やスマート

シティを推進 
（PRTIMES：6 月 17 日） 

 Neatframe 株 式 会 社

（https://content.neat.no/japan.html）（東京都港区）

は 、 「 Neat Frame 」 製 品 が 札 幌 市 庁 業 務

（https://www.city.sapporo.jp/）のコミュニケーショ

ンの向上を目的として札幌市に採用されたことを発表。 

 札幌市の ICT 産業は、1980 年代以降、産官学の連

携による産業振興や人材育成などによって、同市の基

幹産業のひとつとして発展、1997 年には「札幌市情報

化構想」を策定し、インターネットを主眼に置いたさ

まざまな取組を実現し、ICT 化を着実に推進してきた。

ICT 先進都市として歩んできた札幌市は、その重要性

と可能性に改めて着目し、「ICT 活用戦略」を策定、

2020 年に改定した「札幌市 ICT 活用戦略 2020」では、

官民のデータの連係により先進的なサービスを生み出

すことによる、市民の利便性や生活の質の向上などを

目指している。 

 
Neat Frame を使用してビデオ会議を行う様子

（Neatframe） 

また、行政のデジタル・トランスフォメーションに

対する要請が高まったことを受け、2021 年に「札幌

DX 推進方針」を策定し、市民目線によるデジタル改革

の実現に向け、ICT 戦略の補強を行う。ICT を活用して

高度なサービスを生み出すだけでなく、働き方を含め

た組織の抜本的な改革が目指されている。そのような

状況下で設けられた「デジタル戦略推進局スマートシ

ティ推進部」では、市役所内のシステム構築や、IT サー

ビス・製品導入のサポートのほか、市役所全体を対象

とした DX 化の推進や、スマートシティを推進する先

導的な事業等を行っている。 

札幌市では、多様な働き方の定着を目指し、昨年か

ら在宅勤務や時差出勤といった新しい働き方を導入、

新型コロナ感染症の拡大に伴い在宅勤務をする人が増

https://content.neat.no/japan.html
https://www.city.sapporo.jp/
https://content.neat.no/japan.html
https://www.city.sapporo.jp/
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え、外部の企業や自治体等とのリモート会議の機会が

増加した。インターネット接続用のパソコンにモニ

ターやカメラ、マイクをつなげる毎回のセットアップ

は、手間も時間もかかる上、会議中は音声が途切れる、

聞こえないということも多く、当時のビデオ会議には、

大きなストレスを感じていたという。同推進部では、

ストレスなくビデオ会議を行うために使用するデバイ

スを検討し、本年度に「Neat Frame」の導入が決定し

た。 

 札幌市によると以下の点が利点として挙げられてい

るという。（1）手軽に持ち運びができ、大きなモニター

につなぐことのできる拡張性。（2）セットアップが簡

単で、コンパクトで配線がすっきりしている。（3）音

声の性能が他社製品よりも圧倒的に優れており、クリ

アな映像にも満足している。（4）参加しているひとり

ひとりを自動で認識して、話している人をズームして

表示する機能があり、その人の表情がよくわかり、対

面にかなり近い空気感で会議を実現できている。（5）

雑多な音が気になる場所からでも発言者の声のみをク

リアに伝える（ノイズキャンセリング機能）。 

 Neat はストレスフリーなコミュニケーションを地

方自治体に提案することにより、今後の地方自治体の

DX やスマートシティ推進に貢献するとしている。 

 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

 

■ミッションクリティカルな通信におけるモバイルブロー

ドバンド革命、ミッションクリティカルコミュニケーショ

ンウェビナー 

日時：7 月 13 日(月）16:00～ 

会場：オンライン（日本語・英語）同時通訳あり。 

主催：Softil Innovation Communication 社 

詳細・内容：https://www.softil.com/articles/mcx-japan-

webinar-2022/ 

※日本無線株式会社による基調講演もあり。 

■ブイキューブセミナー情報（7 月） 

「実演！ライブ配信・ビデオ通話アプリ開発」「メタバー

ス×Web 講演会」「AI で解決！製薬業界のマーケティング

担当者・DX 部門必見セミナー」「ぷらっとオフィス見学

Days！ブイキューブの働き方をお見せします」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（7 月） 

「Webex Webinars : 基本」「代表電話がどこでも取れて生

産性アップ！体感型 Webex Calling ウェビナー」「Webex 

Meetings : 共有の活用方法」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 

https://www.softil.com/articles/mcx-japan-webinar-2022/
https://www.softil.com/articles/mcx-japan-webinar-2022/
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://cnar.jp/cna/event-j.html
https://cnar.jp/cna/event-r.html
https://www.facebook.com/unifiedcom
https://twitter.com/cnarjapan
https://cnar.jp/cna/dtcforum-ml.html
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 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 URL で閲覧できます。 

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