マスコミ関係者各位

2010 年２月４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

ま し た なおあき

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 ）が提供する資料同期型双方向
Web セミナーツール「nice to meet you セミナー」が、この度のアップデートにより、パワーポイント資料
のアニメーションが再生できるように、またホワイトボードの拡大表示が鮮明になりました。
※本リリース掲載先： http://www.nice2meet.us/ja/news/index2.php?id=388

【資料がより鮮明に。アニメーションもそのまま使える！ 】
パワーポイント資料（PPT,PPTX）の資料変換方式にベクター形式を追加し、下記を実現いたしました。
（これまでの形式（ビットマップ形式）も選択できます）

１.パワーポイント（PPT、PPTX）資料のアニメーションが再生できます。
２.パワーポイント資料の拡大表示
も鮮明に!!

ビットマップ形式

ベクター式
（上はイメージです。）

（※アニメーションを再生・資料を鮮明に表示するには、資料を事前にアップロードする必要があります。パワーポイントに埋め込んだ音と映像は再現できません）

※「nice to meet you セミナー」サイトでアニメーションをご覧いただけます：http://www.seminar.sc/function/upload.html

【ユーザーメリット】
・簡単な操作で、アニメーションを含んだプレゼン資料をそのまま使える
アニメーションの操作も通常のパワーポイントの操作と同じ。Enter や Backspace キーで操作できるため簡単！！
オンラインセミナー用にアニメーションを抜いた資料を新たに作る必要もありません。

・より視覚効果・学習効果の高い、インパクトのある Web セミナーが提供できる
・資料内の小さい文字も読みやすい!!
拡大しても資料内の文字が鮮明に表示されるため、小さい文字を含む資料でも読みやすくなりました。

【「nice to meet you セミナー」とは】
「nice to meet you セミナー」は、ウェブ会議シェア No.1* のブイキューブが開発・提供する、OS を選
ばず、インストール不要で「いつでも、どこでも、だれでも」手軽にセミナーを開催・受講できるオンライ
ンセミナーシステム。国内でも珍しい資料同期型の大規模ライブ配信が可能で、最大 2,000 拠点への配信が
できます。さらに、アンケートやチャットなどの双方向コミュニケーションを実現する機能が充実しており、
臨場感のあるセミナーを実現できることが特長。ライブ配信したセミナーを録画コンテンツとして簡単にオ
ンデマンド配信することもでき、新規顧客開拓セミナー、社内研修、教育研修などの各種研修、代理店セミ
ナー、商品プロモーションなど、ビジネスのあらゆる現場で、また小学校から大学、専門学校や塾など、教
育現場の様々なシーンでご利用いただいています。
※「nice to meet you セミナー」紹介サイト
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http://www.seminar.sc/

オ

）

【「nice to meet you セミナー」この度のアップデートの背景】
昨今の急激な経済状況の悪化も追い風となり、経費削減の有効手段、また効率のよいコミュニケーション
手段として、当社が推進するビジュアルコミュニケーションが市場に浸透。オンラインセミナー、ウェビナ
ーという言葉とともに、インターネット上で配信する Web セミナーが文化として根付きつつあります。
2005 年 11 月から提供をスタートいたしました「nice to meet you セミナー」もたくさんのお客様にご利
用いただき、おかげ様で 2010 年２月現在、オンデマンドセミナーコンテンツへのアクセス数が累計 280 万人
を、またライブセミナー（生中継セミナー）の参加者が 105 万人を突破いたしております。
そのなかで、プレゼンテーションおよびセミナー資料としてご利用の多いパワーポイントのアニメーショ
ン機能を Web セミナー上でも利用し、よりインパクトのある、印象に残るセミナーを実現したいという要望
が寄せられました。そこで、当社は「nice to meet you セミナー」の標準機能で、アニメーションを含むプ
レゼンテーション資料の再生を実現、また、資料拡大表示の際に文字が鮮明に表示されるよう、アップデー
トいたしました（
『nice to meet you』シリーズは平均３カ月に 1 回アップデートを実施しています）
。お客様
は、これまで通り「nice to meet you セミナー」ページにログインいただくだけで、アップデートされた機
能を選択・ご利用いただけます。ビジネス及び教育など、様々な分野で、視覚効果・学習効果の高い、より印
象に残るセミナーを開催ください。
国内でも珍しい資料同期型の大規模双方向ライブセミナーを実現する「nice to meet you セミナー」をご
提供する当社の『nice to meet you』は、おかげ様で昨年 Web 会議市場シェア No.1*を獲得いたしました。今
後もマーケットリーダーとして、他社サービスとの差別化をはかり、お客様により便利で身近なビジュアル
コミュニケーションをお届けしてまいります。
【「nice to meet you セミナー」が選ばれる理由】
１．セミナー開催のコストを削減しながら、面倒な事務手続き不要。簡単にセミナー開催ができる
２．インターネットに繋がれば誰でも参加できるので、距離に縛られず、幅広いターゲットに配信できる
３．映像・音声・資料・文字を１枚のインターフェースで表示し使用できるためメッセージが伝わりやすい
４．チャットで気軽に質疑応答ができる。またアンケート機能で、その場で受講者の意見を集められる
５．１クリック簡単録画でセミナーの様子をすべて録画できる
６．入退室履歴機能で受講者の参加状況を簡単グラフ表示、分析できる
７．
ライブ・オンデマンドセミナーどちらでもパワーポイント資料のアニメーションを再生できる
８．カスタマーサポート電話は 24 時間 365 日で受付。いつでも安心してセミナー配信できます
９．
「ECO メーター機能」で、削減できたコスト・移動時間・CO2 が簡単に見える

多彩な機能が１つの画面に分かりやすく配置された使いやすいインターフェースデザイン
講師側インターフェース

受講者側インターフェース
アンケート

講師
ホワイトボード
バナー広告
受講者
配布資料の
アップロード
チャット
録画ボタン
メッセージボタン

セミナー中のアンケート実施、アンケート集計もボタン一つで簡単！
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アンケート
回答ボタン

【Web 会議市場シェア No.１『nice to meet you』とは】
ブイキューブが開発・販売・保守・運営を行うビジュアルコミュニケーションプラットフォーム『nice to
meet you』は、お客様に支持され、2009 年３月に Web 会議市場シェア No.1 を獲得。Web 会議や、オンライン
セミナー、セールス活動やカスタマーサポートで活用いただける N 対 N、１対 N、１対１のコミュニケーショ
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。すべての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。
Flash をベースに開発されているため、専用ソフトウェアのインストールが不要で OS やブラウザを選ばず、
まさに「だれでも」簡単に導入、ご利用いただけることが魅力です。また、テレビ会議システムで使用されて
いる H.323 プロトコルとの連携も可能なため、既に導入されているテレビ会議システムの拡張用としてもご利
用いただけます。
【『nice to meet you』ラインナップ－『nice to meet you』５つのサービス
・
“nice to meet you ミーティング”
―国内外を問わず全国各地の支店や取引先との打ち合わせに利用されている Web 会議サービス
・
“nice to meet you セミナー”
―受講者最大 2000 名に向けて講義が可能なウェブセミナー配信サービス
・
“nice to meet you セールス＆サポート”
―商談やサービスの説明に利用されている、1 対 1 でのコミュニケーションに特化したサービス
・
“nice to meet you ビデオ”
―動画をアップロードするだけでウェブサイトに掲載できる動画変換・配信サービス
・
“nice to meet you ＣＭＳ”
―nice to meet you セミナー・ビデオの配信予約や、録画映像の管理を行えるサービス
セミナーやビデオの映像配信先のユーザーを CMS に会員として登録し、会員ごとにセミナーや
ビデオの映像を配信することが可能です。
＊『nice to meet you』は、2009 年３月 20 日、Web 会議（SI タイプ＋ASP タイプ）にて市場シェア 20.1%、Web 会
議（ASP タイプ）で市場シェア 30.7%を獲得し、シェア No.1 を獲得いたしました。
(株式会社シード･プランニング『2009 年版 テレビ会議/Web 会議の最新市場動向』による）

関連リリース：http://www.nice2meet.us/ja/news/index2.php?id=304）

■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（マシタ ナオアキ）
・ 創業
： 1998 年 10 月
・ 資本金
： 404,560,000 円
・ 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/
・ 『nice to meet you』サービス紹介サイト： http://www.nice2meet.us/
■当社サービス及び『nice to meet you』ついてのお問合わせ
・『nice to meet you』サービス紹介サイトからお問合わせいただけます：http://www.nice2meet.us/
株式会社ブイキューブ/ TEL:03-5768-3307 FAX：03-5501-9676
■株式会社ブイキューブ・本リリースに関するお問合わせ
株式会社ブイキューブ
広報担当 迫（サコ）
TEL:03-5768-3111 FAX:03-5501-9676 ／e-mail: release@pj.vcube.co.jp

3/3

