
 

 
 
 
 

国内シェアNo.1※1のWEB会議システムが、待望のスマートフォン対応！ 

『nice to meet you』が iPhone & Android
®に対応開始！ 

富士ソフトと共同で「Google
™

 Appsでクラウド体験キャンペーン」も展開 

 

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 4 月 1 日（木）より、主力サービス『nice to meet you』において、iPhone および

Android
®携帯電話への対応を開始いたしました。 

今後本格的な普及が期待されるスマートフォンに対応することにより、これまで以上に手軽にご利用頂き、

利用シーンの拡大につなげたいと考えています。 

 

今回の iPhoneおよびAndroid
®対応は、『nice to meet you』に新機能として搭載された「電話連携」機能の

一環として位置づけています。 

電話連携機能は、会議参加用の指定の番号に電話をかけ、手順に沿って入力するだけで Web 会議に参

加できるというもので、PC や携帯から安定したインターネット接続ができないような状況でも、電話をかけ

ることができれば会議への参加が可能となります。 

これまでも『nice to meet you』は、Webブラウザ上で IDとパスワードを入力するだけでWeb会議に参加

できる（ソフトのインストールは一切不要）など、利用者の負担を軽減し、だれでも簡単に使えることを重視

してまいりましたが、今回のアップデートにより、スマートフォンを含めた携帯電話ならではの、タッチインタ

ーフェースによる、これまでにない操作感なども充実し、さらに利用しやすくなりました。もちろん、ホワイト

ボード機能やテキストチャット機能など、『nice to meet you』の主要な機能も対応しておりますので、スマ

ートフォンからもPCと同様の利用が可能です。 

 

次期バージョンにおいては、音声もWi-Fi
®接続を予定しており、この市場に向けて、弊社の目標としては今

後1年間で導入社数500社、売上1億円を見込んでいます。 

 

※1 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。 

 

 

【電話連携機能の概要】 

名称：  電話連携 

搭載サービス： 『nice to meet youミーティング』 オプション機能 

サービス開始日： 2010年4月1日 

対応電話： 一般電話および携帯電話 

特長：            指定の番号に電話をかけることで、インターネットへ接続することなくWeb会議に 

参加可能 

2010年4月21日 

東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー20F 

株式会社ブイキューブ 

代表取締役社長 間下直晃 

報道関係各位 



 

【iPhone / Android®対応の概要】 

対応機種：  

ソフトバンク「iPhone3G、iPhone3GS」 iPhone OS3.1以上 

NTTドコモ「docomo PRO series HT-03A」、「Xperia™」 Android® OS1.6以上対応 

 

サービス開始日： 2010年4月1日 

対応回線数： 同時に最大5回線まで接続 

主な機能と特長： 電話機能を利用した音声通話、映像と資料の閲覧、チャット機能、ホワイトボード機 

能、撮影した写真のホワイトボードへの貼りこみ など 

特設サイトURL： http://www.nice2meet.us/ja/service/meeting/smartphone/  

 

【画面イメージ】 iPhone  ／  Android
®
  

 

              

iPhone アプリケーション画面                       Android® アプリケーション画面  

 

 
iPhone 会議中の映像音声共有画面      Android® 会議中の映像音声共有画面 

 

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


 

 

 

 

また、今回docomoのAndroid
®搭載スマートフォン「Xperia™」が発売されたことに合わせ、株式会社 

エヌ・ティ・ティ・ドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 山田隆持）、ソフトウェア開発や ITソリュー

ションを手がける富士ソフト株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 白石晴久）と共同で、

「Google
™

 Appsでクラウド体験キャンペーン」キャンペーンを展開します。 

 

本キャンペーンの内容は、下記のとおりです。 

 

【「Google
™

 Appsでクラウド体験キャンペーン」について】 

 

このキャンペーンにご応募された方に、下記の「クラウド体験キット」を特別価格でご提供します。 

 

Google™ Apps Premier Edition※１  と nice to meet youミーティング（弊社サービス）※２  を 

セットで¥52,500（税込）にて。 

 

※１  10アカウント1年間 

※２  スタンダート版で 2か月・1部屋の貸出 

 

そのほか、先着 30社様へWebカメラ１台をプレゼント、期間限定オプションでドコモスマートフォンを 3台

2週間のレンタルができるプランなど、充実した内容のキャンペーンとなっております。 

 

 

▼詳細は、こちらをご覧ください。 

http://www.fsi.co.jp/event/Cloudkit/index.html 

 

 

 

 

nice to meet you は、株式会社ブイキューブの登録商標です。 

Google™ およびAndroid
®
 は、Google Incの商標および登録商標です。 

Xperia™ は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標です。 

Wi-Fi
®
  は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 

http://www.fsi.co.jp/event/Cloudkit/index.html


 

【国内Web会議市場シェアNo.1のブイキューブ 『nice to meet you』 とは】  

『nice to meet you』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「nice to meet youミーティング」、ウェビナー用で1,000拠点への同時配信

も行える「nice to meet youセミナー」、1対1のコミュニケーションを実現する「nice to meet youセールス

＆サポート」、企業企業・商品紹介をオンデマンドで行う「nice to meet youビデオ」、そしてそれらのコンテ

ンツを管理する「nice to meet you CMS」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、またパンデミック現象

の中、直接会わずに遠隔会議ができるという点が注目され、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/ （『nice to meet you』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『nice to meet you』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 

『nice to meet you』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/ 

nice to meet youミーティングnice to meet youミーティング nice to meet youセミナーnice to meet youセミナー nice to meet youセールス＆サポートnice to meet youセールス＆サポート nice to meet youビデオnice to meet youビデオ

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

