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  製品・サービス動向-国内              

■パナソニック コネクト：Web 会議に最適

な 、 360 ° カ メ ラ ス ピ ー カ ー フ ォ ン

「PressIT360」を発売 
（7 月 26 日） 

 パ ナ ソ ニ ッ ク  コ ネ ク ト 株 式 会 社

（https://connect.panasonic.com/jp-ja/）（東京都中央

区）は、ハイブリットワークの課題低減に適した 360°

カメラスピーカーフォン「PressIT360」を 8 月より発

売する。 

 
PressIT360（パナソニック コネクト） 

 リモートとオフィスワークを併用するハイブリット

ワークを取り入れる企業が増えている。しかし、リモー

トワークの社員が Web 会議に参加する際に、オフィス

で会議に参加している社員の様子がわかりにくいとい

う課題がある。また、音声が途切れる、雑音が入る、

聞き取りづらいなどの音声トラブルも指摘されている。

そこで今回パナソニックコネクトが提供開始する

PressIT360 はこれらの課題を解決するとしている。 

 PressIT360 は、Web 会議に必要なカメラ、マイク、

およびスピーカーが一体となったハイブリット会議端

末。4 つのカメラを搭載したことで水平 360°を撮影

できるようになっている。また、5 種類の映像モード 

 

を切り替えることで、コミュニケーションに最適なカ

メラレイアウトで会議を進行することができる。画像

と音声認識で 360°の範囲で人や音声を感知し、AI 機

能はより発言者に映像をフォーカスさせることができ

る。 

 マイクは水平 360°の広範囲をカバーし、半径最大

5ｍまで音声認識できるようになっている。また、エ

コーキャンセリングと音量均一化機能を搭載している

ため、雑音やハウリングなど音声トラブルを排除する

ことが可能。 

 本製品は、USB-C ケーブル 1 本で、電源供給とパソ

コンへの映像・音声データの伝送が行えるため、AC ア

ダプター、カメラ、マイク、スピーカーをそれぞれ接

続する必要はない。また、本体のボタンで音量調節や

映像モードの切替ができ、LED リングで現在の動作状

態が色でわかるようになっている。さらに、アプリケー

ションをパソコンにインストールすれば、カメラの位

置調整、画質変更、ファームウェア更新などが可能と

なっている。 

 本体は約 950g で手軽に持ち運べ、機器を意識せず

議論に集中できるスリムデザイン。本体底面には 1/4

インチサイズのネジ穴を備えているので三脚に固定し、

机上以 外の 場所に 常設 するこ とも できる 。Noble 

Wedge ロックも装備。価格はオープン価格となってい

る。 

 

■エイネット：業務システムにビジュアルコ

ミュニケーション等の機能を負荷するカス

タマイズサービスを開始 
（PRTIMES：7 月 20 日） 

 エイネット株式会社（https://www.anets.co.jp/）（東

https://connect.panasonic.com/jp-ja/
https://www.anets.co.jp/
https://connect.panasonic.com/jp-ja/
https://www.anets.co.jp/
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京都千代田区）は、企業の業務システムにビジュアル

コミュニケーション等の映像機能を付加するカスタマ

イズサービス（https://admin.lfv.jp/trial/webrtc/）を 7

月 20 日より提供開始する。 

 多くの企業で、業務システムを CTI、MA、CRM を連

携させることで、顧客サービスの向上や意思決定の迅

速化、効率的なマーケティングなどに活用している。

また、コロナ禍以降 Web 会議を中心とした遠隔の映像

によるコミュニケーションも一般化した。そのような

中、業務システムに映像によるコミュニケーション機

能を付加することで、より充実した顧客対応や精度の

高いマーケティングに活用しようという動きが急速に

広がっているという。 

 エイネットは 20 年以上前から Web 会議システムを

自社開発しており、その高い信頼性から、クラウド／

オンプレミス環境で、多くの官公庁や医療機関などで

利用されている。長年培われてきた Web 会議開発のノ

ウハウを活用することで、企業のお客様に短納期、低

コストでそれらのメリットを提供するため、今回の

サービスを開始する。 

 

■ギンガシステム：オンプレミスにも対応し

た 、 Web 会 議 ・ テ レ ビ 会 議 シ ス テ ム

「LoopGate」に 25 分割 画面表示の機能を

追加 
（NEWSCAST：7 月 21 日） 

 ギンガシステム株式会社（https://ginga-sys.jp/）（東

京都渋谷区）は、Web 会議・テレビ会議システム

「LoopGate」（https://loopgate.jp/）に、25 分割画面

表示機能を追加したことを発表。 

 これにより、LoopGate 専用機で接続している地点か

らは、25 地点の映像をひとつの画面に同時に表示でき

るようになる。 

 

25 分割画面 表示イメージ（ギンガシステム） 

 
画面表示バリエーション例（ギンガシステム） 

 LoopGate は外部ネットワークと切り離された閉域

網でも Web 会議・テレビ会議が行える、オンプレミス

利用に対応している。省庁・自治体・金融機関（銀行・ 

信用金庫・信用組合）など、セキュリティを重要視す

る機関への導入実績があり、複数の拠点を同時に接続

する会議や常時接続などで活用されているという。今

回発表された 25 分割画面は、このように多様化する

Web 会議・テレビ会議の利用シーンで、さらに活用の

幅を広げることが可能になるという。 

 LoopGate は利用ユーザ 20 万人以上、25 年以上の

運用実績がある。フル HD 画質の映像、音楽 CD と同

等のクリアな音質、簡単操作に特徴がある。また、4 地

点会議まではデバイス同士での通信（ダイレクト接続）

に対応しており、より多くの接続にはクラウド接続で

のサービスを提供している。サポートも平日土日祝日

と毎日受け付けている。（時間は確認要） 

 

 

 

 

https://admin.lfv.jp/trial/webrtc/
https://ginga-sys.jp/
https://loopgate.jp/
https://admin.lfv.jp/trial/webrtc/
https://ginga-sys.jp/
https://loopgate.jp/
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■ASUS JAPAN：省スペースで場所を取らな

い法人向けビデオ会議システムを発売 
（PRTIMES：7 月 21 日） 

 ASUS JAPAN 株式会社（https://www.asus.com/jp/）

（東京都千代田区）は、省スペースで場所を取らない

法人向けビデオ会議システム「ASUS – Google Meet 

hardware kit」を発表。8 月下旬より販売を開始する。 

 
Starter Kit（ASUS JAPAN） 

 
Small/Medium Room kit(ASUS JAPAN) 

 ASUS – Google Meet hardware kit には導入する環境

に合わせて 2 つのパッケージがある。「Starter kit」に

は、キーボード内蔵のリモコンが付属しており、

「Small/Medium Room kit」には、リモコンの代わり

に 10.1 タッチモニターが付属している。その他、PC

本体を含む、スピーカーマイク、4K UHD カメラは両

パッケージに同じ製品が含まれている。 

 PC には、Intel Core i7 プロセッサー、M.2 SSD 128GB

を搭載。また、4K UHD カメラは 120°の超広角カメ

ラで 4K イメージセンサーによるデジタルズームが可

能となっている。スピーカーマイクは 360°、半径約

6 メートルまでの範囲をカバーしており、エコーや雑

音を抑え、鮮明でクリアな音声を実現しているという。 

 設置場所に困らないスリムデザインを特徴としてい

る。PC 本体をモニターの背面など目立たない場所に設

置できる点や、キーボード内蔵型にしたリモコン、さ

らには I/O ポートは設置やケーブルの管理がしやすい

ように本体の片側にまとめられている点などが挙げら

れる。また、マグネット式のケースを付属のデスクトッ

プスタンドやマウント用キットに固定することで、ど

こにでも簡単に設置することができるようになってい

る。 

 価格は市場想定価格となるが、Starter kit（GQE15A-

B7078UNR）は 255,000 円（税込）、一方 Small/Medium 

Room kit（GQE15A-B7079UNR）は 335,000 円（税込）

となっている。製品保証は購入日より 12 ヶ月間の日

本 国 内 保 証 。 問 い 合 わ せ は シ ネ ッ ク ス ジ ャ パ ン

（chrome@synnex.co.jp）。 

 

■パルケ：無料ミーティングアプリ「パルケ

ミート」、Google カレンダーから Web 会

議予定の作成が可能に 
（PRTIMES：7 月 21 日） 

 株式会社パルケ（https://parque.io/）（東京都港区）

は、無料でずっと話せるミーティングアプリ「パルケ

ミート」のサービス連携・第一弾として、Google カレ

ンダーからの Chrome 拡張機能「パルケミート for 

Google Chrome」の提供を開始した。 

 パルケミートには「今すぐミーティング」と「ミー

ティング予定」という 2 種類のミーティングがある。

パルケミート for Google Chrome は無料でインストー

ルでき、お手持ちのパルケアカウントでログインする

だけで連携される。これにより、Google カレンダーか

ら直接ミーティングの予定を作成したり、スムーズに

Web 会議を開催・招待したりすることができる。 
※パルケミート for Google Chrome｜無料でミーティングを
はじめよう https://youtu.be/0T2DNu8X-5k 
 
 

https://www.asus.com/jp/
mailto:chrome@synnex.co.jp
https://parque.io/
https://youtu.be/0T2DNu8X-5k
https://www.asus.com/jp/
mailto:chrome@synnex.co.jp
https://parque.io/
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  製品・サービス動向-海外         

■Zoom 社：オフィスのワークスペースを自

宅 か ら で も 予 約 で き る 「 Workspace 

Reservation」の提供を開始 
（Zoom blog:7 月 28 日） 

 Zoom Videocommunications 社（https://zoom.us/）

（米国・カリフォルニア州）は、Zoom プラットフォー

ムへの追加機能として、オフィスのワークスペースを

事前に予約できる「Workspace Reservation」の提供を

開始した。 

 
Workspace Reservation--画面に表示されるオフィスマップ

のイメージ（Zoom） 

 Zoom 社によると、在宅勤務の従業員の半数強が自

宅とオフィスの両方で働くハイブリット環境を好むと

いう。 

 そこで Zoom 社は、Workspace Reservation を開発。

従業員がオフィスに出社する前に、画面に表示された

オフィスフロアマップを通して、他に誰か来る予定が

あるかを確認し、自分がどこに座るかについて Zoom

のシステムから推奨を得ることで事前に予約すること

ができるようになる。ちなみに、ベータ版のお客様の

中には、Workspace Reservation を使用して事前に駐

車スペースを予約した人もいるという。アプリもしく

はブラウザーから予約できるという。 

 「Zoom Rooms」の他、「Zoom Phone アプライアン

ス」、ワークデスク、会議室などさまざまなワークス

ペースの使用予約を可能にする。予約（事前もしくは

その場：hoteling、hotdesking）できるだけでなく、QR

コードでチェックインすると、自分のカレンダーや連

絡先などが使用できるパーソナルなワークスペースに

早変わりする。オフィスとリモートワークスペースの

間の距離を縮める柔軟なソリューションといえる。 

 システム管理も簡単という。管理ポータルから、カ

スタムオフィスマップや座席マップを簡単にアップ

ロードして、シームレスな予約プロセスを作成したり、

ワークスペースの管理も簡便だ。さらには、従業員が

ワークスペースをどのように使用しているかデータと

して把握することで、より効率的で効果的なワークス

ペースの計画の構築を支援するアナリティクスにも対

応している。 
※Zoom Workspace Reservation 
https://youtu.be/L73kieoj0mU 

 

  ビジネス動向-国内            

■Figma Japan：米国スタートアップ Figma

社、今年 3 月に日本法人を設立、デザイン

プラットフォーム Figma の日本語版をリ

リース 
（PRTIMES：3 月 16 日、7 月 27 日） 

 ブラウザー上で共同編集できるデザインプラット

フォーム「Figma（フィグマ）」を提供する Figma Japan

株式会社（https://www.figma.com/ja/）（東京都港区）

は、製品・Web サイト・ヘルプセンターの日本語版を

発表した。英語以外の言語にローカライズされるのは

今回が初めてという。 

 Figma Japan は、共同創業者である Dylan Field 氏

（CEO）と Evan Wallace 氏で 2012 年にサンフランシ

スコに設立されたスタートアップ。チームで共同編集

可能なデザイン設計のプラットフォーム「Figma」と最

近リリースされたオンラインホワイトボードツール

「FigJam」を提供している。今年 6 月にシリーズ E の

https://zoom.us/
https://youtu.be/L73kieoj0mU
https://www.figma.com/ja/
https://zoom.us/
https://www.figma.com/ja/
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資金調達（2 億ドル）を実施し、総額は 3 億 3,290 万

ドルに達する（crunchbase データ）。同社によると、

Figma のユーザーコミュニティの 81%と、会社収益の

50%以上は、日本など米国以外の市場から来ていると

いう。 

 
デザインツール Figma 日本語版（Figma Japan） 

  拠点は本社があるサンフランシスコとロンドンに

あったが、2022 年 3 月にアジア初の拠点となる日本

法人を東京に設立。兼松エレクトロニクスやブライト

コープなどを歴任した川延 浩彰 氏が 2022 年 1 月に

Figma 社に日本のカントリーマネージャーとして入社

した。 

Figma Japan はこの半年ほどで、川延氏、マーケティ

ング、販売、サポートなど 10 名のスタッフを日本で採

用。2022 年度末までに、アジアで最初の拠点である日

本に 20 人のスタッフを配置し、既存顧客のサポート

や、新規顧客の獲得、デザイナーや開発者、マーケター

などのコミュニティを長期的に成長させていくことを

目標としている。 

 
Tokyo Config Watch Party の様子（Figma Japan） 

国内導入では、楽天や Yahoo! Japan、LINE、富士通

などの日本企業に利用されている。また 5 月には、デ

ザインカンファレンス「Config」を視聴するイベント

「Tokyo Config Watch Party」に 200 人以上の「コミュ

ニティメンバー」が集まる（国内最初の公式イベント）

など、Figma 製品に対して熱い思いを持ったユーザー

コミュニティも存在する。また、Figma コミュニティ

のためにデザインされたオリジナルの衣類やアクセサ

リーなどを購入できる「Figma Store」の日本上陸につ

いても発表予定という。 

 Figma Japan は、今後日本での存在感を高め、こう

した企業やユーザをさらにサポートしていくとしてい

る。 

 

  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  

 

■ブイキューブセミナー情報（8 月） 

「メタバース“裏側”体験ツアー」「0 からの通話・配信 SDK

入門講座」「働き方改革を加速！ ワークブースの選び方」

「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（8 月） 

「~成功も失敗も本音で語り尽くす~ なぜ、シスコ はハイ

ブリッドワークを全世界で導入したのか？」「Control 

Hub：セキュリティ」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。 

 

 

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
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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（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 URL で閲覧できます。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CNAレポート・ジャパン 2022年7月31日号おわり 

ホームページ: https://cnar.jp  お問い合わせ：cnar@cnar.jp 

https://www.facebook.com/unifiedcom
https://twitter.com/cnarjapan
https://cnar.jp/cna/dtcforum-ml.html
https://cnar.jp/cna/cnareportarchive.htm
https://cnar.jp/
mailto:cnar@cnar.jp

