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Webex: Reimagined
Introducing the all-new Cisco Webex Meetings.   

With its clean interface, unbeatable video quality, and intelligent features, 
 you can take web conferencing to a whole new level.

Work smarter with  
Webex Meetings

You need technology that moves teams forward. With Cisco Webex Meetings, 
you’ll get a competitive solution that amplifies productivity so you can focus on 

what matters most: your business goals.

Learn more
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Smart  

From pocket to boardroom

From desktop to mobile, huddle room to 
board meeting, and everywhere in between, 
the new Webex Meetings seamlessly serves 
teams and their needs. Get to know your 
attendees before the meeting starts with 
People Insights and learn useful information 
about the people you’re meeting. Then join 
the meeting effortlessly with one simple 
touch of a button.

Scalable   

Chosen by 200 million people. 
 And counting.

Webex is the secure, smart, and scalable way 
to get work done. With 200 million monthly 
users and 125 billion meeting minutes 
annually, Webex Meetings is an integrated 
collaboration portfolio with the ability to scale 
to your largest meetings. It’s no wonder that 
more people use Webex Meetings than all 
other vendors combined. 

Secure  

Secure. Encrypted. 
Uncompromised.

Cisco has one of the largest networks of 
global data centers, which requires a truly 
secure web conferencing platform with flexible 
password management, robust data center 
security, and role-based access.  And you can 
rest assured that with end-to-end encryption, 
your Webex meetings are secure.
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新しく生まれ変わった Webex
この資料では新しく生まれ変わった Cisco Webex Meetings をご紹介します。

すっきりとしたインターフェイス、他の追随を許さないビデオ品質、 
インテリジェントな機能が実現する

新次元の Web 会議をぜひ今すぐ体験してください。

セキュア

セキュア。暗号化済み。
妥協のないエクスペリエンス。

シスコは世界中にデータセンターを有しており、
そのネットワーク規模は世界最大級です。ネット
ワークへのアクセスには、柔軟なパスワード管理、
強固なデータセンターセキュリティ、ロールベース
アクセスなどの機能を備えた、真にセキュアな 
Web 会議プラットフォームが必要となります。 
そのため Webex 会議のセキュリティはエンドツー
エンドで確保されています。

スマート

モバイルデバイスから
役員会議室まで対応

新しい Webex Meetings は、デスクトップから、
モバイル、ハドルルーム、役員会議まで、あらゆる
環境であらゆるチームのニーズをシームレスにサ
ポートします。会議前に People Insights 機能で
情報を確認すれば、会議参加者に関する有益な
情報を入手できます。後はボタン 1 つで簡単に
会議に参加できます。

優れた拡張性

2 億人以上のユーザに選ばれ、
その数は今も増え続けています

Webex はセキュアでスマート、拡張性の高い働き方
を実現します。Webex Meetings は最大規模の
会議にも対応できる統合型コラボレーションポート
フォリオであり、毎月 2 億人のユーザに利用され、
毎年 1,250 億時間分の会議をホストしています。
Webex Meetings を利用するユーザの数が他の 
ベンダーのソリューションを利用するユーザの合計
数を超えていても、驚くには値しません。

Webex Meetings でより
スマートな働き方を実現

多くの企業がチームの生産性を高めるテクノロジーを必要としています。Cisco Webex 
Meetings は生産性の向上につながる包括的なソリューションとして設計されているため、

ビジネス目標の達成に専念することができます。

詳細はこちら
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