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デオ会議システム「Visual Nexus ○ 」の活用シーンを拡大
Android ○ タブレット端末に加えて、iPad○ も対応可能に
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OKI は、同社のビデオ会議システム「Visual Nexus（ビジュアルネクサス）」に対応する iPad 対応ビデオ会議アプリケーショ
ン「Visual Nexus Endpoint Mobile for iPad」の販売を 2013 年 12 月 17 日より開始した。これにより Visual Nexus は、同年 7
月に対応アプリケーションの販売を開始した Android タブレット端末に加え、iPad にも対応が拡がり、端末として Android タ
ブレットと iPad を混在して使用することも可能となった。さらに OKI では、今回の販売開始に合わせて、ビデオ会議システ
ムを最大 60 ％ OFF のお求めやすい価格で提供する期間限定のビデオ会議バリューキャンペーンを実施している。
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図 2 モバイル環境（外出先など）から社内のビデオ会議への参加が可能

を仰ぐ「遠隔作業支援」
、事故や災害

できるので、カメラで通話者だけで

のビデオ会議バリューキャンペーン

発生時に現地の様子を対策本部にビ

なく、周囲の様子などをビデオ会議

（http://www.oki.com/jp/visualnexus/

デオ会議で伝達する「BCP（事業継

の参加者に伝えることができる。

value/）を実施している。本キャン

なお「Visual Nexus Endpoint

ペーンでは、多地点ビデオ会議の導

した様々な用途での「Visual Nexus」

Mobile for iPad」アプリケーショ

入に必要な機器や構築費などを低価

の活用が可能となった。

ンは、Apple App Store より配信が

格かつオールインワンで提供。お得

また「Visual Nexus Endpoint

開始されており、iOS6.0 以降をイ

なパッケージを用意し、ビデオ会議

Mobile for iPad」は、映像・音声

ンストールした iPad2 以降の各モデ

の新規導入や拡張を検討しているお

による通話だけでなく、会議中のプ

ル、iPad mini、iPad Air で使用す

客様をサポートしている。

レゼンテーション資料の表示も可能

ることが可能だ。

続計画）対策」など、iPadを端末と

で、専用端末や PC からビデオ会議
に参加している他のユーザーと同じ
ように、ビデオ会議に参加すること

6 月 30 日まで、ビデオ会議システム
「バリューキャンペーン」を実施

ができる。同様に、iPad に搭載さ

OKI は「Visual Nexus Endpoint

れている端末正面のカメラと背面の

Mobile for iPad」の販売開始に合わ

カメラを通話中に切り替えることが

せて、2014年６月30日まで期間限定
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OKI は、多様化する企業のコミュ
ニケーションに対応したビデオ会議
の活用シーンを拡大するソリューシ
ョンの提案を、今後も推進していく。
＊ Visual Nexus は、沖電気工業株式会社の登
録商標です。
＊ iPad、iPad Air、App Store は米国および他
の国々で登録された Apple Inc.の登録商標
または商標です。
＊ Android は、Google Inc.の商標です。
＊その他、記載されている会社名、商品名は
一般に各社の商標または登録商標です。

★ＰＣ会議パック ＰＣ端末でＨＤ画質のビデオ会議を手軽にスタート！
PCクライアントなら自席からビデオ会議に参加したり、会議室のプロジェクターや液晶テレビにつないで多人数でビデオ
会議に参加することも簡単にでき、
ビデオ会議がぐっと身近になります。PCでも納得の高画質・高音質で、離れた拠点の
メンバーとも自然なコミュニケーションが可能です。

★専用端末パック ビデオ会議専用端末を組み合わせた高画質パッケージ
高画質カメラを搭載したビデオ会議専用端末で、本格的なHD画質多地点ビデオ会議が開催できます。本パッケージ
提供するビデオ会議専用端末はHD画質に対応し、
リモコンでのカメラ操作機能など大人数が集まる部屋でのビデオ
会議に適したエントリーモデルです。

☆iPad/Androidタブレットライセンス（オプション）
iPad/Androidタブレットを使って、会議室まで足を運ばなくても自席から気軽にビデオ会議に参加できます。各キャン
ペーンパックにiPad/Androidライセンスをお得な価格で追加することができます。

※キャンペーンの詳細については、以下URLを参照ください。
http://www.oki.com/jp/visualnexus/value/
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●お問い合せ先●
OKI

通信システム事業本部

企業ネットワークシステム事業部
ビジュアルネクサス BU

営業チーム

TEL ： 03-5445-6012
URL ： http://www.oki.com/jp/
visualnexus/
E-mail ： info-jp@visualnexus.com
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