
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新世代のビジュアルコミュニケーション、登場。 

『V-CUBE』が iPad 連携！豊富な利用シーンをご提案 

～ 本日より「無料で“使い放題”トライアル」キャンペーンも開始 ～ 

 

Web 会議やウェビナーをはじめとする「いつでも、どこでも、だれでも」使えるビジュアルコミュニケーショ

ンサービスを開発、提供する株式会社ブイキューブ(本社:東京都目黒区、代表取締役社長 間下直晃

(ました なおあき))は 8 月 30 日(月)より、主力製品『V-CUBE ミーティング』を、iPad に連携させ、新アプ

リケーションとして発売を開始いたします。 

 

去る 2010 年 5 月 17 日に、当社は Web 会議システム『nice to meet you®』を、企業名と同じ『V-CUBE』

に合致させ、より強力なグローバル・ブランディングを行っていくことを発表いたしました。 

加えて、スマートフォン連携や、当時は開発中であった iPad 連携についてもデモンストレーションを行い、

フリーデバイス対応に向けて、常に最新の技術を取り入れていくことも訴求いたしました。  

その後、さらに開発や実証実験などを行い、このたび 8 月 30 日（月）に発売する運びとなりました。 

 

ブイキューブが提供する“Web 会議での iPad 連携”は、iPad が単に端末として機能するのではなく、会

議に参加する方々すべてに、今までになかった会議の在り方をご体験いただけるものです。 

iPad ならではの高度な直感的操作性をはじめ、他拠点の映像も見えるなど、“Face to Face”を基本と

する『V-CUBE ミーティング』が、より便利に臨場感を伴って、豊富なご利用シーンをご提案できるサービ

スです。 

 

今年は MID（Mobile Internet Device：モバイルインターネット機器）元年と言われていることからも、どこ

でもネットに接続されており、かつ簡単に使える機器が市場で爆発的に広がっていくと考えられている最

初の年であると、当社は捉えています。 

 

今後もブイキューブは「いつでも」「だれでも」「どこでも」を実現する為に、デバイスフリーサービスの提供

を目指し、当社の目標としては今後 1 年間で導入社数５００社を見込んでいます。 
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【iPad 連携の概要】  

 

●コンセプト ： 『iPad で資料をお手元に』 

新世代の端末によるペーパーレス会議をご提案。 

一拠点から複数人で参加される会議において、資料は各自手元の iPad で閲覧できるスタイルを想

定。機能の大部分をホワイトボードの閲覧に絞る事によって、操作に迷うことがなく重要な会議等の

シーンでも集中できる設計となっているのが特長。 

   

  ●特設サイト：http://www.nice2meet.us/ja/service/meeting/ipad/ 

 

  ●利用シーン  

  １）テレビ会議専用端末との併用 

   ・映像は高画質な専用機で、お手元で資料を閲覧 

テレビ会議用専用端末タイプの、映像中心の会議では、プロジェクター等に各拠点の映像を表示 

することで細かい表情などを伝えつつ、お手元の iPad で資料閲覧も行えます。 

また、企業だけではなく、学校や塾などでもご活用いただけます。 

 

 

 

２）V-CUBE ミーティングとの併用 

・Web 会議のペーパーレス会議を促進 

普段ご利用いただいている V-CUBE ミーティングと一緒にご利用いただく事で、資料や画像を 

多く利用する会議のペーパーレスを促進します。それぞれの環境で自由に資料のズームや 

縮小ができ、理解度も向上するメリットがあります。 

 

 

http://www.nice2meet.us/ja/service/meeting/ipad/


 

  ３）通常の会議との併用 

    ・大勢で集まる会議での手元資料として 

「資料共有プラン」と iPad をご利用いただく事で、伝達事項が多い定例会やセミナーなど 

大勢で集まるような会議でも、資料の共有がしっかりと行なえます。 

 

 

 

●各画面 

 

 

 

 

 

 

  

ログイン画面               会議中の共有画面（※）        会議中でのチャット画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 会議室選択画面                画像張り込み選択画面 

（※）映像の閲覧機能は、別途 iPad Plus のご契約が必要となります。 

 

 

●推奨環境 ： Wi-fi®+3G、Wi-fi® 

 

●発売日 ： 2010 年 8 月 30 日(月) 

 

●アプリ購入 ： App Store から無料でダウンロード可能 (※１) 

http://itunes.apple.com/jp/app/v-cube-document-share/id371632355?mt=8 

   

  

http://itunes.apple.com/jp/app/v-cube-document-share/id371632355?mt=8


 

 

●価 格 ： iPad Basic 月額 5,000 円/部屋（5 端末まで）(※２) 

iPad 対応の無料アプリケーションから、会議への参加が可能です。ホワイトボード上の資料の 

閲覧や、テキストチャットの機能がご利用になれます。 

 

： iPad Plus  月額 10,000 円/部屋（5 端末まで）(※３) 

iPad Basic に加えて、映像の受信もご利用になれます。 

 ＊価格はすべて税抜きとなります。 

(※1）ご利用いただく場合は、別途『V-CUBE ミーティング』または『資料共有プラン』のご契約が必要です。 

(※2) (※3)上記金額に V-CUBE ミーティングの初期設定費用・月額基本料は含まれておりません。 

(※3)iPad Plus は、資料共有・チャット・写真のアッププラス、会議参加者の映像も見れるサービスです。 

 

※Wi-Fi® は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。 

※iPad は、Apple Inc の商標です。 

※nice to meet you および V-CUBE は株式会社ブイキューブの登録商標および商標です。 

 

 

【無料“使い放題”トライアルのお申込みについて】 

 

本日より「無料で」お試しいただけるサービスを設けております。 

現在、『V-CUBE ミーティング』をご利用されていらっしゃらない方でも、「無料トライアル」として 

『V-CUBE ミーティング』と、iPad 連携を、同時にご体験いただくことが可能です。 

 

   ●対象者 ： マスコミ関係者の皆様をはじめ、どなたでもご利用可能です。 

 

   ●こちらからお申込みください。  

https://forms.netsuite.com/app/site/crm/externalcasepage.nl?compid=1046668&formid

=52&h=e89fcf29c6452ac51758&redirect_count=1&did_javascript_redirect=T 

 

   ●申し込み期限： 9 月 30 日（木）  

 

 

※スマートフォン連携は、今回の「無料“使い放題”トライアル」に含まれません。 

 

以上 

  

https://forms.netsuite.com/app/site/crm/externalcasepage.nl?compid=1046668&formid=52&h=e89fcf29c6452ac51758&redirect_count=1&did_javascript_redirect=T
https://forms.netsuite.com/app/site/crm/externalcasepage.nl?compid=1046668&formid=52&h=e89fcf29c6452ac51758&redirect_count=1&did_javascript_redirect=T


【国内 Web 会議市場シェア No.1（※）のブイキューブ 『V-CUBE』 とは】  

『V-CUBE』は、ブイキューブが自社開発・販売・保守・運営を行うビジュアルコミュニケーションサービス。N 対

N、1 対 N、1 対 1 形態のリアルタイム コミュニケーションと、オンデマンド配信をインターネット（一部携帯電話）

上で実現。N 対 N、1 対 N、1 対 1 コミュニケーション形態を網羅し、「いつでも、どこでも、だれでも」簡単に利

用できることが最大の特長です。 

 

ラインナップには、Web 会議用「V-CUBE ミーティング」、ウェビナー用で 10,000 拠点への同時配信も行える

「V-CUBE セミナー」、1 対 1 のコミュニケーションを実現する「V-CUBE セールス＆サポート」、企業・商品紹介

をオンデマンドで行う「V-CUBE ビデオ」、そしてそれらのコンテンツを管理する「V-CUBE ポータル」がありま

す。 

 

市販の Web カメラとヘッドセット、そしてインターネット環境さえあれば、世界中どこにいても利用可能。インス

トールや難しい設定は不要で、周辺機器の調達など導入に必要な手間も一切かかりませんので、誰でも簡単

に使用できます。ホワイトボードや資料ファイルの共有、会議内容の録音・録画などの多機能と、乱れのない

音声、万全のセキュリティといった高品質を兼ね備えています。導入後も 24 時間 365 日フルサポートし、操作

説明会も開催しているので利用者にも導入決定者にも安心です。ネット技術をフル活用し、まるでお互いがそ

の場にいるようなリアルなコミュニケーションを実現します。  

 

最近では、世界的不況から、移動交通費などの経費削減が企業の重要課題となり、Web 会議システムの注

目度が高まり、市場拡大とともに、当社サービスの利用も順調に伸びています。 

 

 

 

 

 

(※)株式会社シードプランニング 『テレビ会議／Web 会議の最新市場動向 2010』による。 

【株式会社ブイキューブ 会社概要】  

・商号： 株式会社ブイキューブ（V-cube, Inc.）  

・所在地： 東京都目黒区上目黒 2-1-1 中目黒 GT タワー20F  

・代表者： 間下 直晃（ました なおあき）  

・創業： 1998 年 10 月 

・資本金： 428,888,000 円 （2010 年 4 月 12 日現在） 

・事業内容：ビジュアルコミュニケーションツールの開発・販売  

  企業・教育機関などへのビジュアルコミュニケーションサービスの構築・提供 

・URL： http://www.vcube.co.jp/  

      http://www.nice2meet.us/ （『V-CUBE』サービス紹介サイト） 

 

 

 

 

【報道関係のお問合せ先】 

株式会社ブイキューブ 広報担当：小笠原・和田 

TEL:03-5768-3307 / FAX:03-5501-9676 /  E-mail:release@pj.vcube.co.jp 

【当社サービス及び『V-CUBE』についての一般からのお問合せ先】  

株式会社ブイキューブ TEL:03-5768-3307 FAX:03-5501-9676 

『V-CUBE』サービス紹介サイトからもお問合わせいただけます：http://www.nice2meet.us/ 

V-CUBE ビデオ V-CUBE ミーティング V-CUBE セミナー V-CUBE セールス＆サポート 

http://www.vcube.co.jp/
http://www.nice2meet.us/
mailto:
http://www.nice2meet.us/

