
ハイブリッドワークを支える 
Webex
場所の制限なく臨場感あふれる
対面以上のオンライン コミュニケーションを実現

活用シーンや予算に合わせて選べる豊富なラインナップ
オンライン コミュニケーションでは、ビデオの画質や会話の音質が相手への印象や内容
の理解度に大きな影響を及ぼします。
簡単なのに高画質、高音質で対面以上の臨場感を提供するデバイスをご紹介します。

このほかにも豊富なラインナップをご用意しています。
利用人数や場所に合わせて最適なモデルを
Web でご確認いただけます。

こちらからアクセス

Webex Desk Camera
81 度の視野角と4K Ultra HD のカメラ、広範囲の音を拾えるマイクで、あらゆるシーンで活用
できるWebカメラ。広く使われている Web 会議サービスでも活用できます。
● 映像の明るさを自動調整
● IR センサーと顔認証機能は Microsoft Windows Hello™ によるログインをサポート
● プライバシーシャッター、三脚設置用の専用穴を装備
● アルミニウム製で高い意匠性の高級感あふれるデザイン
● IT 部門による一括管理も可能

個人/ハドルスペース

個人

小会議室

Cisco Headset 520 シリーズ
軽量で装着感の良い USB ヘッドセットです。ドライバソフトなどのインストールは不要で、通話中
はインジケータが点灯するなど使い勝手にも配慮した設計です。

● 片耳タイプ（521）、両耳タイプ（522）をラインナップ
● USB、3.5mm オーディオジャックの接続に対応
● 外部のノイズ、雑音をシャットアウト

Webex Room USB
高画質 4K カメラ、高音質スピーカー、高精度マイクを一体化したビデオ会議用デバイスです。
PC と USB ケーブルで接続して映像と音声の機能を大幅に拡張でき、Webex はもちろん各社の
オンライン会議アプリケーションや Web サービスでも活用できます。

● 会議参加者を自動検出して最適な画角で映し出すベストオーバービュー機能
● 会議室で発生するノイズ（キーボードの音や紙の擦れる音など）を低減するノイズ自動抑制機能
● エンドツーエンドのセキュリティ

Webex Devices
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ハイブリッドワークにおいて
チームの一体感も生産性も高める
新しく生まれ変わった Webex

エンタープライズ
レベルの
セキュリティ

安心して利用できるプラットフォーム

社内外のメンバーと安全な仮想スペースで
継続的な共同作業を実現

取得している主な認証/準拠している主な規制

Webex はオンラインでやり取りされる映像と音声、資料などのデータ、対応デバイスの全体で
ゼロトラスト暗号化とコンプライアンス機能を強化、拡張しています。
また、業界初のミーティング向けデータ漏えい防止機能を新たに搭載しました。接続するデバ
イス（端末）、録音/録画データ、テキスト（メッセージ）には安全な ID を付与して、なりすまし
を防止しています。

いつでもどこでも、人とチームをつなぐビジネスチャットです。
ファイル共有、ホワイトボードの各コラボレーション機能を社内だけでなく社外の人とも
簡単かつ安全に利用でき、オンライン会議や電話（音声通話）もボタン 1 つで始めるこ
とができます。

対面より優れた体験を実現
最大 1,000 名（Webex Events 利用時は最大 100,000 名）までの参加者に対応する
オンライン会議プラットフォームです。
低帯域で実現する高品質のビデオと音声、 AI を活用した文字起こしやリアルタイム翻
訳、インタラクティブな投票やブレーンストーミングなど最新の機能を多数備え、双方
向性に優れた高品質なコミュニケーション、コラボレーションを実現します。

●  ISO27001/27017/27018
●  SOC2 Type 2/SOC3
●  金融情報システムセンター（FISC）

安全対策基準（Webex Meetings/Webex Messaging/Webex Calling）
●  ISMAP　登録番号：C21-0015-2

https://www.ismap.go.jp/csm?id=cloud_service_list

●  チームで継続的なコミュニケーション
●  画像、動画、資料を共有
●  デバイスを問わず利用できる
●  ハイライト機能や通知機能
●  Bot を使って仕事を自動化

●  最大 1,000 名まで参加可能
●  業界トップレベルの業界セキュリティ
●  AI による文字起こしと自動翻訳機能
●  直感的な操作性
●  マルチデバイス対応
●  Microsoft Teams や Box など

外部サービスと連携可能

チームやプロジェクト単位で
「スペース」を作成

リアクションや既読で
一体感と生産性を向上

テキストや資料を投稿

●  BabbleLabs 社の AI を用いたノイズ除去技術を搭載し、より聞き取りやすく
快適なオンライン会議を行えます。

●  Slido の Q&A、ライブ投稿、クイズなどを通じて、参加者からリアルタイムに意見を収集します。
投票結果も、意見が多いものは大きな文字で表示したり、順番を上に設定したりできるため、
今までにない双方向な体験を提供します。

Webex はビジネスアプリケーションへ変化し、
ビジネスを成長へと導きます。

Devices Contact Center Slido

オンライン会議

電話環境のクラウド化

顧客接点のデジタル化

オンライン事業展開

イベントのオンライン化

ハイブリッドオフィス

ウェビナー や 遠隔営業

Meetings Messaging

Meetings

Messaging

Calling

Webex が
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