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Cisco Jabber 製品ポートフォリオ

タブレット向け Cisco Jabber for iPad
 タブレットでビデオ、音声、インスタント メッセージング（IM）を実現する
 統合コラボレーション ツール

スマートフォン向け Cisco Jabber IM for iPhone
 Cisco Jabber IM for BlackBerry
 Cisco Jabber IM for Android
 スマートフォンでプレゼンス確認、インスタント メッセージング（IM）を 
 実現するコラボレーション ツール

 Cisco Jabber for iPhone
 Cisco Jabber for Android
 スマートフォンで内線電話、転送、社内電話帳参照、会議機能や 
 ボイス メール機能を備えた Voice over WLAN クライアント

デスクトップ向け Cisco Jabber for Windows
 Cisco Jabber for Mac
 Windows および Mac でビデオ、音声、インスタント メッセージング（IM）、
 デスクトップ共有などを実現する統合コラボレーション ツール

 Cisco Jabber Video for TelePresence
 場所と時間を問わず、高解像度（HD）でテレプレゼンス品質の 
 ビデオ会議を実現するソフト クライアント

Web向け Cisco Jabber Software Development Kit（SDK）
 Cisco Jabberのコミュニケーション機能をWebに組み込むことができる
 開発キット

ビジネス コミュニケーションに必要な環境を
トータルで提供します
ソフトウェアだけでなく、ネットワーク、サーバ
プラットフォーム、セキュリティ、ワイヤレス、
音声・ビデオ端末など、連携するコンポーネント
をトータルで提供することで、高いエクスペリエ
ンス、安定性、サポート品質を実現します。

部分最適化による
コミュニケーション環境

全体最適化による
統合型コミュニケーション環境
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ビジネス
アプリケーション

ユニファイド
コミュニケーション 仮想デスクトップ

階層型セキュリティ基盤 /VPN

総合ディレクトリ環境
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無線 LAN
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Cisco WebEx Meeting Center
インターネットに接続された PC やスマートフォンで、

遠隔地にいる社員や顧客、取引先と、いつでも、どこ

でも、会議が行えます。自社内にシステムを構築する

必要のない Software as a Service（SaaS）型サー

ビスのため、管理の手間やコストがかかりません。主

要な OS とブラウザに加え、iPhone や Android な

どのスマートフォン、タブレット端末でも利用できます。

　マルチ プラットフォーム対応
Windows、Mac、Linux、さらにスマートフォンもサ
ポートします。

　世界中どこからでも利用可能
英語、フランス語、日本語、中国語、韓国語など 14 
か国語に対応しています。

　堅固なセキュリティ
通信は SSL/AES で暗号化されるため、情報漏えい
の心配はありません。

統合コミュニケーション ソリューション
Cisco Jabber

コラボレーション
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社内

「各拠点の担当者と、もっと密接なコミュニケーションがとりたい」

「社内外の相手とリモート会議をすぐに始めたい！」

場所や時間にとらわれず、リアルな
ビデオ コミュニケーションが可能！

● チャットからすぐにWebEx会議を起動
● 場所を選ばず会議に参加できる

スマート デバイスを安全に
活用するための
セキュアなリモート アクセスを
実現します。

● 出張のコスト、時間的負担の増大
● ビデオ会議が使いにくい

● 事前の設定が面倒
● 資料が手元に用意できない
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Scene4

現状の課題

現状の課題

「急いで担当者に確認したい。すぐに話せる？」

「このメールの内容、すぐに詳しく確認したい…！」

どこからでも相手の状況がすぐわかり、 
適切な手段で連絡が可能に！

使い慣れたツールから、シームレスに
コミュニケーションを始められる！

相手の状況が不明、電話をしても不在
➡ コミュニケーションの停滞を招く

● メールに頼ったコミュニケーションの遅延
● メールからすぐに連絡できない

相手を検索、状況確認

メール画面で
相手のプレゼンス状況を確認

チャットでコミュニケーション開始

マウス操作で
次のアクションを選択可能

状況に合わせた最適な手段で連絡

即座にさまざまな
コミュニケーションを開始

Scene1

Scene2

さまざまなシーンで
コミュニケーションの課題を解決

現状の課題

現状の課題

グループ チャットから
Web会議を開始

チャット参加者に
招待の知らせが届く

さまざまな場所、デバイスから
Web会議に参加

多人数ビデオ会議端末

パーソナル ビデオ会議端末

幅広いビジネス ビデオ機器とシームレス＆簡単につながる

Cisco Jabber for iPad
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チャット
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Cisco Jabberなら

あらゆるデバイスでシームレスに展開

さまざまなビジネス コミュニケーションを統合

プレゼンス
相手の状況を

リアルタイムにチェック

インスタント 
メッセージング
手軽かつ正確な
コミュニケーション

音声
ワンナンバーで
スムーズに発着信

ビデオ
“フェイス トゥ フェイス”
でいつでも対話

資料共有
Web会議とも
スムーズに連携

Cisco Jabber

スマートフォン
移動中でも

スピーディに対応

タブレット
多様なシーンで

ビデオの活用を促進

PC、Mac
すべてのツールを
自在に連携

Cisco Jabber は、ビジネス コミュニケーションに必要な機能を統合し、それらをデバイスを問わずに利用できる 
オールインワンのコラボレーション ソリューションです。すべてのデバイスで一貫した操作性を備え、エンドツーエンド 
の高品質なビデオ会議や音声通話をすぐに活用できます。
また、Microsoft Office と連携して、メールやスケジュールから直接インスタント メッセージの送信、電話の
発信などを行うことも可能です。個人デバイスの持ち込み（BYOD）にも対応し、ビジネスのさまざまなシーンで、
セキュアなコラボレーションを実現します。
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ビデオ
電話



時間や場所にとらわれず
最適なツールですばやくアクセス

PC、Macでも

スマートフォン
でも

タブレットでも

Cisco Jabber 製品ポートフォリオ

タブレット向け Cisco Jabber for iPad
 タブレットでビデオ、音声、インスタント メッセージング（IM）を実現する
 統合コラボレーション ツール

スマートフォン向け Cisco Jabber IM for iPhone
 Cisco Jabber IM for BlackBerry
 Cisco Jabber IM for Android
 スマートフォンでプレゼンス確認、インスタント メッセージング（IM）を 
 実現するコラボレーション ツール

 Cisco Jabber for iPhone
 Cisco Jabber for Android
 スマートフォンで内線電話、転送、社内電話帳参照、会議機能や 
 ボイス メール機能を備えた Voice over WLAN クライアント

デスクトップ向け Cisco Jabber for Windows
 Cisco Jabber for Mac
 Windows および Mac でビデオ、音声、インスタント メッセージング（IM）、
 デスクトップ共有などを実現する統合コラボレーション ツール

 Cisco Jabber Video for TelePresence
 場所と時間を問わず、高解像度（HD）でテレプレゼンス品質の 
 ビデオ会議を実現するソフト クライアント

Web向け Cisco Jabber Software Development Kit（SDK）
 Cisco Jabberのコミュニケーション機能をWebに組み込むことができる
 開発キット

ビジネス コミュニケーションに必要な環境を
トータルで提供します
ソフトウェアだけでなく、ネットワーク、サーバ
プラットフォーム、セキュリティ、ワイヤレス、
音声・ビデオ端末など、連携するコンポーネント
をトータルで提供することで、高いエクスペリエ
ンス、安定性、サポート品質を実現します。

部分最適化による
コミュニケーション環境

全体最適化による
統合型コミュニケーション環境

音声
ビデオ

ビジネス
チャット
Web会議

ビジネス
アプリケーション

ユニファイド
コミュニケーション 仮想デスクトップ

階層型セキュリティ基盤 /VPN

総合ディレクトリ環境

信頼性 LAN/WAN 集中管理
無線 LAN

データセンター基盤

スマート
フォン

電話
ビデオ会議

ディレクトリ

Web会議

無線
LAN

有線 LAN

チャット

スマート
フォン

セキュリティ

Cisco WebEx Meeting Center
インターネットに接続された PC やスマートフォンで、

遠隔地にいる社員や顧客、取引先と、いつでも、どこ

でも、会議が行えます。自社内にシステムを構築する

必要のない Software as a Service（SaaS）型サー

ビスのため、管理の手間やコストがかかりません。主

要な OS とブラウザに加え、iPhone や Android な

どのスマートフォン、タブレット端末でも利用できます。

　マルチ プラットフォーム対応
Windows、Mac、Linux、さらにスマートフォンもサ
ポートします。

　世界中どこからでも利用可能
英語、フランス語、日本語、中国語、韓国語など 14 
か国語に対応しています。

　堅固なセキュリティ
通信は SSL/AES で暗号化されるため、情報漏えい
の心配はありません。

統合コミュニケーション ソリューション
Cisco Jabber

コラボレーション
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