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バリューステートメント

ビジネスのシニアリーダーに導入計画をサ
ポートしてほしいとお考えですか？事実に
基づくコンテンツを使用して、ビデオの持
つ価値を転換しましょう。このコンテンツ
には従業員エンゲージメント、生産性、 
優れた人材の採用について記載されてい
ます。

こちらをクリックし、コンテンツをダ
ウンロードして共有してください

ビデオの価値
当社も含め、あらゆる組織は 2 つの市場、 ビジネス市場と
人材市場で競い合っています。なぜ機会をオフィスから 20 
マイル以内に限らなくてはならないのでしょうか。もっとよい
方法があります。

シスコをコラボレーションで活用するお客様は、通常は接触
できない人材や到達できない市場にもシームレスなビデオ
体験でアクセスできることを知っています。実際に、HD を
使いこなすことができれば、時間や場所はそれほど問題で
はありません。

ビジネスでビデオを上手に活用できるように、シスコではこ
のツールキット、クイックリファレンスガイド、プロモーション
アセット、利用事例を用意しました。Webex を装備した職場
では、目覚ましい効果が随所に表れます。

人と人をつなげるミッションに、 シスコも取り組んでい
ます。

ビデオコラボレーションで...... 

従業員の生産性が高まる 

多くの企業において、従業員の生産性は収益性を測る最も重要な手段の 1 つです。
ほとんどの企業において、人材は設備に次ぐ極めて戦略的な資産（および極めて経費
のかかる項目）として重要な課題です。

世界トップクラスのコラボレーションができる環境の整備は、従業員の生産性を向上
するうえで最も効果的な対策の 1 つです。さらに、充実した導入プランを練り上げて
おくと、Cisco Collaboration への投資から最大の利益を引き出せる可能性が高まり
ます。

のエグゼクティブと IT 
の意思決定者は、もし
自分が CEO ならば、
生産性の向上は最優先
項目になると言ってい
ます。

出典：
BT Global Survey 2017

80% の従業員は、働く場所、
時間、方法を柔軟に選
択できれば、生産性と
就業意欲が向上する
と考えています。また 
60% は生産性と就業意
欲が向上すると考えてい
ます。

出典：
Flex Strategy Group

91%のエグゼクティブと IT 
の意思決定者は、生産
性はデジタル環境を改
善する最大のメリットだ
と言っています。

出典：
BT Global Survey 2017

91%の従業員は、テクノロ
ジで担当業務の生産
性が高まると感じてい
ます。

出典：
UK Work Foundation

80%

ビデオコラボレーションで......

従業員の就業意欲を高める 

かつて従業員の就業意欲は必須ではないとされていましたが、今ではビジネス全体を
大きく左右することが分かっています。採用やオンボーディングから給与支払いや福利
厚生まで、将来ある従業員に対し、必要なときに必要なサービスを提供する機会は日
常的に存在します。

柔軟な働き方は従業員のパフォーマンス、成長、満足度を向上させる主要な要素であ
ることを示す調査結果が増えています。シスコのシンプルな最新式ビデオミーティング
ソリューションは、従業員がいつ、どこで、どんなデバイスでも柔軟に働くことができる
コンシューマーグレードの使用環境を提供し、ワークバランスのニーズを満たします。

の柔軟な働き方をする
従業員は、過去 5 年間
に 2 回以上昇進したと
回答する割合が著しく
高くなっています。

出典：
IBM Smarter Work 
Institute

33% の従業員は、
より積極的にビ
デオ通話を使用
したいと考えてい
ます。

出典：West UC

82%の従業員は、音声のみ
の通話よりビデオミー
ティングを積極的に利
用しています。

出典：West UC

73%の従業員は、働く場
所、時間、方法を柔軟
に選べれば、就業意
欲が高まり、生産性
が向上すると感じてい
ます。

出典：
Flex Strategy Group

60%

ビデオコラボレーションで...... 

優れた人材を引き付ける 

の従業員は（勤務時間の一部
だけでも）好きな場所で働ける
仕事になら転職すると考えてい
ます。

出典：Gallup

37% 短い時間で従業員を新規採
用できます（完全分散型企
業の場合）。

出典：Owl Labs
33% のマネージャーは、テクノロジと

組織のパフォーマンスの相関関
係に気付いています。

出典：UK Work Foundation
66%

働く時間や場所について発言権があ
る従業員は、仕事への満足度が高いだ
けでなく、仕事と家庭をよりスムーズに両

立させています。
出典：

American Sociological Review

優れた人材は働き方の選択肢を必要としています。スタン
フォード大学の研究者は、従業員が自宅などでリモート
勤務できる場合、従業員の満足度が上がり、離職率が下
がり、生産性が高まるとの研究成果を発表しました。実際
に、柔軟な勤務スケジュールや在宅勤務の機会は、従業員
の就職、離職の判断に大きく影響します。

シスコにとって、働く場所や方法の選択肢を提供するとは
すなわち、物理的に従業員と同じ環境にいなくても、管理
者が結果や成果、進捗状況を予測できる可視性と確実性
を得られるようなシンプルでパワフルなテクノロジを提供
することです。

バリューステートメント
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このツールキットの使用方法

このツールキットを使用して、Cisco Webex Room シリーズデバイスの導入を促進しましょう
このファイルを適切な状態でご覧いただくには、Adobe Acrobat を使用してください。
こちらから無料でダウンロードできます

この資料の内容
  Webex Room デバイスの使用を
開始するための会議室用ガイド

  ナレッジワーカーによる 
Webex Room デバイスの使用を
促進させるドキュメント。

各ドキュメントの最後には、個々のファイル
にアクセスし、必要に応じて共有できるダ
ウンロードリンクが記載されています。

ご活用ください
ぜひファイルをカスタマイズして、社内で 
ご利用ください。各ドキュメントの最後 
には、編集可能なすべてのファイルタイプへ
のリンクが記載されています。自由に変更で
きます。

感想をお聞かせく 
ださい。
内容に関するご意見、ご要望については、 
こちらをクリックしてください。

スキルアップ
シスコのエキスパートに質問し、その場です
ぐに回答が得られます。詳細とご登録はこ
ちら：cisco.com/go/quickclass

シスココラボレーションコミュニティにご参
加ください。このプレイブックで取り上げた
すべての内容を含む、さまざまな情報の閲
覧、質問ができます。

ご質問やコメントがある場合は、 
Webex 導入スペースに参加する
か、WebexAdoption@cisco.com  
までご連絡ください

感想をお聞か
せください。

このツールキットの使用方法

https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nkpwpqd
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://eurl.io/#H1v3adDNQ
mailto:WebexAdoption%40cisco.com?subject=
https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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Cisco Webex Room ポートフォリオ

Webex Room 55 と 70 は、ビデオ、音声、スクリーン
を搭載した完全統合システムです。

Webex Room Kit は、 
音声会議とビデオ会議用
のデバイスです。ディス
プレイと統合可能です。

Room 55

Room 70 Dual

Room 55 Dual

Room Kit

Room Kit Mini

Room Kit Pro

Room Kit PlusRoom 70

Cisco Webex Room ポートフォリオ
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会議室のセットアップ、ミーティング
分析、デバイス管理

Webex Room シリー
ズデバイスを最適な
状態で使用できるよう
に、会議室をセットアッ
プする
会議室を適切にセットアップし、最適 
なミーティング環境を実現しましょう。 
Webex Room Kit から適切な距離の場所
にテーブルと椅子を配置し、カメラを高すぎ
ない位置に取り付けると、違和感なく会議
を行えます。

最適な環境をセットアップするには、次のリ
ソースをご覧ください。

プロジェクトワークプレイス

インストールガイド

使用状況の分析
Webex Room シリーズは、会議の参加者
数をカウントし、使用状況を分析できます。
リソースプランニングにお役立てください。

参加者数のカウントについて詳細を見る

会議室のセットアップ、ミーティ
ング分析、デバイス管理

https://projectworkplace.cisco.com
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-board/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html
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ミーティングを成功に導く会議室用ガイド

便利なクイックスタートガイドを作成しました。次のページを
利用して、同僚の利用開始をサポートしましょう。

印刷し、会議室のよく見える場所に掲示しましょう。

掲示方法

ラミネート加工し、デス
クに置く

ラミネート加工し、
壁に貼る

ラミネート加工し、 
ホルダーに入れる

デスクトップシート 
ホルダーを購入する

スケジュール済みミーティン
グに参加する
この会議室がカレンダーの招待に組み込み済みの場
合、開始時刻に [参加] を押すだけで参加できます。

参加

オンザフライで個人、デバイス、ビデオアドレスに直接通話を発信する

ステップ  01
Touch 10 の緑
色のアイコンを
タップします。

ステップ  02
[検索] またはダ
イヤルフィール
ドをタップしま
す。 画面にキー
ボードが表示さ
れます。

ステップ  03
名前、会議室のア
ドレス、ビデオデ
バイス名を入力
します。

ステップ  04
受信者か受信デ
バイスの入力を
済ませたら、緑色
の [通話] ボタン
をタップします。

Webex Room シリーズデバイスの
機能紹介

スケジュール済みミーティン
グに参加する
この会議室がカレンダーの招待に組み込み済みの場
合、開始時刻に [参加] を押すだけで参加できます。

参加

オンザフライで個人、デバイス、ビデオアドレスに直接通話を発信する

ステップ  01
Touch 10 の緑
色のアイコンを
タップします。

ステップ  02
[検索] またはダ
イヤルフィール
ドをタップしま
す。 画面にキー
ボードが表示さ
れます。

ステップ  03
名前、会議室のア
ドレス、ビデオデ
バイス名を入力
します。

ステップ  04
受信者か受信デ
バイスの入力を
済ませたら、緑色
の [通話] ボタン
をタップします。

Webex Room シリーズデバイスの
機能紹介

代替方法

ノート PC から Webex Room デバ
イスでミーティングを開始する

ステップ  01
お使いのコンピューターから Webex Meetings に参
加できます。

ステップ  04
通信が確立したら、Touch 10 で [承認] をタッ
プします。

ノート PC の画面またはアプリ
ケーションを Webex Meetings 
で共有する

ステップ  03
[音声およびビデオに接
続] をクリックします。

音声およびビデオに接続

ステップ  01
Webex Meetings から通話に参加した後、マウスカー
ソルをミーティングコントロールパネル上に置き、[共
有] オプションを選択します。

ステップ  02
クリックして [音声接続] を
選択してから、[音声ビデオ
接続]、[ビデオシステムの
呼び出し] の順にクリック
します。 お使いの Webex 
Room デバイスの検出を 
Webex Meetings が自動
で試みます。
検出が自動的に試行され
ない場合は、該当するビデ
オアドレスを手動で入力
できます。

ステップ  02
ミーティングで共有するデスクトップまたはアプリケー
ションを選択します。

ステップ  03
共有を停止するには、マウスカーソルを画面上部のタ
イトルバーに置き、[共有を停止] を選択します。

共有オプションを使えない場合は、HDMI ケーブルを
コンピューターにつなぎ、Touch 10 の共有ボタンを
タップします。

スケジュール済みミーティン
グに参加する
この会議室がカレンダーの招待に組み込み済みの場
合、開始時刻に [参加] を押すだけで参加できます。

参加

オンザフライで個人、デバイス、ビデオアドレスに直接通話を発信する

ステップ  01
Touch 10 の緑
色のアイコンを
タップします。

ステップ  02
[検索] またはダ
イヤルフィール
ドをタップしま
す。 画面にキー
ボードが表示さ
れます。

ステップ  03
名前、会議室のア
ドレス、ビデオデ
バイス名を入力
します。

ステップ  04
受信者か受信デ
バイスの入力を
済ませたら、緑色
の [通話] ボタン
をタップします。

Webex Room シリーズデバイスの
機能紹介 スケジュール済みミーティン

グに参加する
この会議室がカレンダーの招待に組み込み済みの場
合、開始時刻に [参加] を押すだけで参加できます。

参加

オンザフライで個人、デバイス、ビデオアドレスに直接通話を発信する

ステップ  01
Touch 10 の緑
色のアイコンを
タップします。

ステップ  02
[検索] またはダ
イヤルフィール
ドをタップしま
す。 画面にキー
ボードが表示さ
れます。

ステップ  03
名前、会議室のア
ドレス、ビデオデ
バイス名を入力
します。

ステップ  04
受信者か受信デ
バイスの入力を
済ませたら、緑色
の [通話] ボタン
をタップします。

Webex Room シリーズデバイスの
機能紹介
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Cisco Webex Room シリーズデバイスクイックスタートガイド

ガイドをダウン
ロード

スケジュール済みミーティン
グに参加する
この会議室がカレンダーの招待に組み込み済みの場
合、開始時刻に [参加] を押すだけで参加できます。

参加

オンザフライで個人、デバイス、ビデオアドレスに直接通話を発信する

ステップ  01
Touch 10 の緑
色のアイコンを
タップします。

ステップ  02
[検索] またはダ
イヤルフィール
ドをタップしま
す。 画面にキー
ボードが表示さ
れます。

ステップ  03
名前、会議室のア
ドレス、ビデオデ
バイス名を入力
します。

ステップ  04
受信者か受信デ
バイスの入力を
済ませたら、緑色
の [通話] ボタン
をタップします。

Webex Room シリーズデバイスの
機能紹介

代替方法

ノート PC から Webex Room デバ
イスでミーティングを開始する

ステップ  01
お使いのコンピューターから Webex Meetings に参
加できます。

ステップ  04
通信が確立したら、Touch 10 で [承認] をタッ
プします。

ノート PC の画面またはアプリ
ケーションを Webex Meetings 
で共有する

ステップ  03
[音声およびビデオに接
続] をクリックします。

音声およびビデオに接続

ステップ  01
Webex Meetings から通話に参加した後、マウスカー
ソルをミーティングコントロールパネル上に置き、[共
有] オプションを選択します。

ステップ  02
クリックして [音声接続] を
選択してから、[音声ビデオ
接続]、[ビデオシステムの
呼び出し] の順にクリック
します。 お使いの Webex 
Room デバイスの検出を 
Webex Meetings が自動
で試みます。
検出が自動的に試行され
ない場合は、該当するビデ
オアドレスを手動で入力
できます。

ステップ  02
ミーティングで共有するデスクトップまたはアプリケー
ションを選択します。

ステップ  03
共有を停止するには、マウスカーソルを画面上部のタ
イトルバーに置き、[共有を停止] を選択します。

共有オプションを使えない場合は、HDMI ケーブルを
コンピューターにつなぎ、Touch 10 の共有ボタンを
タップします。

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-quick-start-guide-coming-soon/m-p/3736364#M171036
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-quick-start-guide-coming-soon/m-p/3736364#M171036
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Cisco Webex Room プロモーションポスター

すべてのポスターをダウンロード

異なるスタイルのポスターを 2 枚作
成しました。会社の雰囲気に合う方を
印刷し、オフィスやトイレ、または会議
室の近くに掲示しましょう。

ビデオミーティ
ングなら、7 分早
く会議が終わり
ます。
浮いた 7 分を何に活かしま
すか。

ミーティングする
のに移動は必要
ありません。
ぜひご利用ください。

お気軽にお訪ね
ください。
ぜひご覧ください。

世界中の相手と
ホワイトボードを
共有できます。
ぜひご覧ください。

瞬時に移動可能
な会議室をご用
意します。
ぜひご覧ください。

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-posters-coming-soon/m-p/3736365#M171037


ホーム | プロモーション | 使用事例 | リソース

Cisco Webex Room プロモーションポスター

すべてのポスターをダウンロード

ビデオミーティン
グなら、7 分早
く会議が終わり
ます。
浮いた 7 分を何に活かしますか。

ミーティングする
のに移動は必要
ありません。
ぜひご利用ください。

お気軽にお訪ね
ください。
ぜひご覧ください。

世界中の相手と
ホワイトボードを
共有できます。
ぜひご覧ください。

瞬時に移動可能
な会議室をご用
意します。
ぜひご覧ください。

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-room-series-on-prem-posters-photographic-coming-soon/m-p/3736736#M171080
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事例をダウンロード

Webex Room なら、
瞬時に相談相手をすぐ
側に感じられます。

今すぐお試しください。思ったより簡単です。

ミッション 1 
スケジュールするか、直接
通話する

Webex Room デバイスでは
スペースの予約も、相談相手
を招待するのも、すべてカレ
ンダーから簡単に操作でき
ます。

今すぐお試しください

ミッション 2 
ビデオで信頼を構築する

ビデオであってもほかの参
加者と同じ部屋に居るよう
な感覚で、有意義な話し合
いができます。

今すぐお試しください

ミッション 3
画面を共有する

どんなデバイスでも、Cisco 
Webex Meetings アプリから
ドキュメントやプレゼンテー
ションをワイヤレスに共有
できます。

今すぐお試しください

困ったときは頼ってください。
先行きの見通しが暗いときは、

Cisco Webex Room デバイスで場所の違いを超え、相談相手と一緒にお茶を飲みま
しょう。

HD ビデオと明瞭な音声を使用し、瞬時に信頼する相談相手に来てもらい、さまざまな
重要な助言を得ることができます。

電話ではうまくいきません。

感想をお聞かせください。

Webex Room デバイスがあれば
よりよいミーティングを開催できる
ことを示す、説得力のある使用事
例を 9 件ご用意しました。印刷し
たり、メールしたり、イントラネット
に投稿したりして、同僚に広めまし
ょう。

01 Webex Room シリーズ：1 対 1 のバーチャルミーティング - A

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-1-coming-soon/m-p/3736368#M171038
https://help.webex.com/ja-jp/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
https://help.webex.com/ja-jp/21wfqb/Get-camera-ready-set-go
https://help.webex.com/ja-jp/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events


ホーム | プロモーション | 使用事例 | リソース

02 Webex Room シリーズ：1 対 1 のバーチャルミーティング - B

事例をダウンロード

リモート勤務なら、相
手のオフィスに入り込
んでしまいましょう。

今すぐお試しください。思ったより簡単です。

ミッション 1 
仲間に発信する

同僚に、最寄りのビデオ
ミーティング対応の会
議室に行くよう依頼しま
す。Webex Room デバイス
から相手に発信し、通話で
きます。

今すぐお試しください

ミッション 2 
ビデオで信頼を構築する

ビデオであってもほかの参
加者と同じ部屋に居るよう
な感覚で、有意義な話し合
いができます。

今すぐお試しください

ミッション 3
画面を共有する

どんなデバイスでも、Cisco 
Webex Meetings アプリから
ドキュメントやプレゼンテー
ションをワイヤレスに共有
できます。

今すぐお試しください

ミーティングするのに移動は
必要ありません。
久しぶりに話すのに、何時間も車を走らせる必要はありません。

シスコの Webex Room デバイスを使うと、相手の顔を見ながら話せます。非常にクリアなビ
デオと音声で、相手が隣に座っているかのように感じます。

画面共有するときもワイヤレスでペアリングできるため、面倒なケーブル配線は一切必要ありま
せん。

感想をお聞かせください。

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-2-coming-soon/m-p/3736369#M171039
https://help.webex.com/ja-jp/m9sbc1/Make-a-Call-from-Room-Devices-and-Webex-Boards-with-a-Touch-Controller
https://help.webex.com/ja-jp/21wfqb/Get-camera-ready-set-go
https://help.webex.com/ja-jp/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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03 Webex Room シリーズ：対面のみのミーティング - A

事例をダウンロード

感想をお聞かせください。

ミッション 1 
画面を共有する

Webex アプリで共有し、懸
案の問題に集中的に対処で
きます。

今すぐお試しください

ミッション 2 
仲間に電話する

別の分野のエキスパートが
必要になったら、Webex 
Meetings か Touch 10 画
面から直接通話できます。

今すぐお試しください

ミッション 3
フォローアップをスケジュール
する

問題を解決した後も万全
を期すため、経過を監視
しましょう。カレンダーで 
Webex Room デバイスを
ミーティングに招待し、チー
ムでフォローアップします。

今すぐお試しください

手間がかからず、大きな
効果を生み出せます。

今すぐお試しください。思ったより簡単です。

全員で参加。
全員が画面に注目。
問題の発生は、あらゆるプロジェクトに付きものです。今こそ全員が力を合わせて、問題を
注視する必要があります。

Webex Room デバイスは、会議室に入室するだけで起動するため、すぐにミーティング
を開始し、Webex アプリからワイヤレスで画面を共有できます。

面倒なケーブル配線は一切必要ありません。目の前の問題に集中できます。

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-3-coming-soon/m-p/3736370#M171040
https://help.webex.com/ja-jp/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://help.webex.com/ja-jp/WBX10620/How-Do-I-Invite-an-Attendee-From-Inside-a-Meeting
https://help.webex.com/ja-jp/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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04 Webex Room シリーズ：対面のみのミーティング - B

事例をダウンロード

今すぐお試しください。思ったより簡単です。

感想をお聞かせください。

ミッション 1 
楽しさを共有する

Webex Meetings アプリか
らワイヤレスで面白い素材
を共有できます。

今すぐお試しください

ミッション 2 
仲間に電話する

リモートのチームメイトも
金曜日にはリラックスしま
す。Webex Meetings や 
Touch 10 で連絡を取り、
一緒に楽しみましょう。

今すぐお試しください

ミッション 3
毎週決まった時間に繰り
返す。

楽しかったことは定期的に
やりましょう。カレンダーで
毎週金曜日のミーティング
に Webex Room デバイス
を招待します。

今すぐお試しください

金曜日はカジュアルデー。
リラックスして歓談を。
目の回るような一週間が過ぎ、金曜日を迎え、業務は無事完了しました。チームの皆で集まっ
てこの一週間を振り返り、今後の予定を検討しましょう。ただし最も重要なのは、週末の間
リラックスすることです。

Webex Room デバイスを使うと、会議室に入室するだけでビデオシステムが起動します。
一週間の業務を簡単に振り返り、次週の計画をたてたり、面白い動画を楽しんだりしましょう。
ワイヤレスで共有できるため、面倒なケーブル配線は一切必要ありません。

緊張を緩げます。

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-4-coming-soon/m-p/3736371#M171041
https://help.webex.com/ja-jp/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://help.webex.com/ja-jp/WBX10620/How-Do-I-Invite-an-Attendee-From-Inside-a-Meeting
https://help.webex.com/ja-jp/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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05 Webex Room シリーズ：大規模なリモートミーティング - A

事例をダウンロード

優れた品質で
スムーズに世界中と
つながりましょう。

今すぐお試しください。思ったより簡単です。

タウンホールを開く。
次回、タウンホールを開く際には、全国から参加者を呼び寄せるのは止めましょう。

シスコの Webex Board デバイスは、あらゆる拠点や事務所につながる窓のようなものです。
会場のレンタルや移動の心配はありません。HD ビデオ、明瞭な音声、プレゼンタのトラッキン
グでスマートにメッセージを伝えましょう。

Cisco Webex で質問を受け、終始活発な議論を交わしましょう。

感想をお聞かせください。

ミッション 1 
タウンホールをスケジュー
ルする

全社に装備したシスコのビ
デオミーティングデバイス
で、カレンダーの招待を作成
し、会議室を招待します。
[ロケーション] フィールドで
「@webex」を使用し、リモ
ートの関係者も Webex に
参加できるよう設定します。

今すぐお試しください

ミッション 2 
ボタン 1 押しで参加可能

会議室を予約すると、デバイ
スがミーティングスケジュー
ルを把握しているため、参
加予定者は誰でも、ボタン
を 1 つ押すだけで簡単に
参加できます。

今すぐお試しください

ミッション 3
画面を共有する

どんなデバイスでも、Cisco 
Webex Meetings アプリから
ドキュメントやプレゼンテー
ションをワイヤレスに共有で
きます。

今すぐお試しください

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-5-coming-soon/m-p/3736372#M171042
https://help.webex.com/ja-jp/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/ja-jp/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://help.webex.com/ja-jp/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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06 Webex Room シリーズ：大規模なリモートミーティング - B

事例をダウンロード

あなたが輝く好機。

今すぐお試しください。思ったより簡単です。

ミッション 1 
プレゼンテーションをスケ
ジュールする

カレンダーを作成し、全社の 
Webex Room デバイスを
招待して追加します。[ロケー
ション] フィールドで「@
webex」を使用し、リモート
の関係者も Webex に参加
できるよう設定します。

今すぐお試しください

ミッション 2 
プレゼンテーションを開始
する

予定にあるミーティング
は、デバイスで準備万端に
なっています。開始するに
は、Touch 10 画面の [参
加] をタップするだけです。

今すぐお試しください

ミッション 3
優れたコンテンツを共有
する

要点を図で示す必要があ
れば、ワイヤレスでペアリン
グできるため、面倒なケー
ブル配線は一切必要ありま
せん。

今すぐお試しください

どこからでも、みんなと
協業できます。
共感や注意を引き付ける必要がある場合。

話す内容が決まったら、世界中のオーディエンスにアクセスする手段が必要になります。

とはいえ各地を飛びまわったり、各地から相手を呼び寄せたりする必要はありません。
Webex Room デバイスを使えば、ブロードキャストも簡単です。

会議室内を動き回って説得力のある話をする様子を、ビデオがすべて追跡します。

シスコのビデオデバイスを見ている世界中の参加者が、まるで話し手が目の前に居るような感
覚で話を聞くことができます。今こそあなたが輝く好機です。

感想をお聞かせください。

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-6-coming-soon/m-p/3736374#M171043
https://help.webex.com/ja-jp/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/ja-jp/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://help.webex.com/ja-jp/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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07 Webex Room シリーズ：対面ミーティングとバーチャルミーティング - A

事例をダウンロード

今すぐお試しください。思ったより簡単です。

ミッション 1 
チームミーティングをスケ
ジュールする

チームメイトの状況に合わ
せ、Webex デバイスでミー
ティングに複数の会議室を
招待できます。

今すぐお試しください

ミッション 2 
ボタン 1 押しで参加可能

参加予定ミーティングが 
Touch 10 画面に表示さ
れ、[参加] をタップするだけ
で参加できます。

今すぐお試しください

ミッション 3
ビデオで信頼を構築する

ビデオであってもほかの参
加者と同じ部屋に居るよう
な感覚で、有意義な話し合
いができます。

今すぐお試しください

感想をお聞かせください。

瞬間移動室。
次に素晴らしいもの。
世界中で活躍するモバイルチームと働きませんか。

シスコの Webex Room デバイスを使うと、チームの一体感がぐっと高まります。HD ビデオと明
瞭な音声で、今までにない優れた使用感を実感できます。

広範囲にわたるビデオ撮影の移動やスピーカーの切り替えを駆使し、可能な限りスマートな表示
を実現します。バックグラウンドの雑音はソフトウェアで除去されます。

全員が同じ会議室に居る感覚が得られます。一瞬で距離がなくなる点では、瞬間移動と非常によ
く似ています。

チャーリー、
転送を頼む。

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-7-coming-soon/m-p/3736376#M171044
https://help.webex.com/ja-jp/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/ja-jp/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://help.webex.com/ja-jp/21wfqb/Get-camera-ready-set-go
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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08 Webex Room シリーズ：対面ミーティングとバーチャルミーティング - B

事例をダウンロード

今すぐお試しください。思ったより簡単です。

感想をお聞かせください。

ミッション 1 
パーティーをスケジュール
する。

Webex Room デバイスを
装備した会議室の予約も、
リモートの同僚の招待も、
すべてカレンダーから操作
できます。

今すぐお試しください

ミッション 2 
ビデオで信頼を構築する

ビデオであってもほかの参
加者と同じ部屋に居るよう
な感覚で、有意義な話し合
いができます。

今すぐお試しください

ミッション 3
またやりましょう。

簡単でした。毎週のチー
ムミーティングでもぜひ 
Webex Room を使ってみ
ましょう。事前に予約してお
けば、緑色のボタンを 1 つ
クリックするだけで参加で
きます。

今すぐお試しください

リモートチームも一緒にパーティー
を楽しめます。
さあ、みんなでこの成功をお祝いしましょう。

大変なプロジェクトが完了し、納期どおり見事な成果を収めて、素晴らしい活躍ぶりでした。

あちこちにいるメンバーと一緒に、この素晴らしい成果をお祝いしましょう。

Webex Room デバイスを備えた会議室を予約し、リモートのチームメンバーを招待して、
いろいろあったプロジェクトの思い出を笑って振り返りましょう。

おめでとうございます。

いつまでも仲間を 
1 つに。

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-8-coming-soon/m-p/3736377#M171045
https://help.webex.com/ja-jp/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/ja-jp/21wfqb/Get-camera-ready-set-go
https://help.webex.com/ja-jp/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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09 Webex Room シリーズ：1 対多のバーチャルミーティング - A

事例をダウンロード

今すぐお試しください。思ったより簡単です。

ミッション 1 
ミーティングに参加する

予定にあるミーティング
は、デバイスで準備万端に
なっています。開始するに
は、Touch 10 画面の [参
加] をタップするだけです。

今すぐお試しください

ミッション 2 
ビデオで信頼を構築する

ビデオであってもほかの参
加者と同じ部屋に居るよう
な感覚で、有意義な話し合
いができます。

今すぐお試しください

ミッション 3
画面を共有する

どんなデバイスでも、Cisco 
Webex Meetings アプリから
ドキュメントやプレゼンテー
ションをワイヤレスに共有
できます。

今すぐお試しください

感想をお聞かせください。

ついに全員が 1 つに。
これまでノート PC からビデオミーティングに参加していた方も、一日の過ごし方を一新しま
しょう。

デジタル会議室に参加するとき、お使いの Webex Room デバイスから参加してみてください。

HD ビデオと明瞭な音声がこれまで以上に改善されています。まさにチームメイトと一緒に、同じ
部屋で話し合っている感覚です。

ミーティングが会議室の予約スケジュールより長引いても、ミーティングを会議室のデバイスから
個人のノート PC やモバイルデバイスにシームレスに切り替え継続できます。

実りあるミーティング
は日常の業務効率向
上につながります。

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-9-coming-soon/m-p/3736379#M171046
https://help.webex.com/ja-jp/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://help.webex.com/ja-jp/21wfqb/Get-camera-ready-set-go
https://help.webex.com/ja-jp/5ddww5/Share-Content-in-Cisco-Webex-Meetings-and-Cisco-Webex-Events
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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 サポートが必要な場合
コラボレーションヘルプポータルには、簡単なヘルプガイド、 
詳しい手順の説明書、技術情報が掲載されています。検索バー
を使用すると、Cisco Webex Room シリーズデバイスについて
知りたいことがすべて見つかります。

 自社向けにカスタマイズ
コンテンツのリブランディングや編集をしてみませんか。

貴社デザイナ用の圧縮済みソースファイルをダウンロードする
には、こちらをクリックしてください。

さらなる活用のヒント

さらなる活用のヒント

https://collaborationhelp.cisco.com
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736380#M171047
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736380#M171047


ご質問やコメントがある場合は、
Webex 導入スペースに参加するか、WebexAdoption@cisco.com までご連絡ください

mailto:WebexAdoption%40cisco.com?subject=
https://eurl.io/#H1v3adDNQ
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