
本社と営業所、あるいは店舗同士など、離れた場所とのコミュニケーションを手軽に向上させる

Web会議のニーズは年々高まってきております。UNIVERGE Aspire WXのWeb会議は、

クラウドサービスとは違い、月額費用が不要、安定したVPN環境で利用できるといった、オンプレミ

ス型だからこその、多くのメリットを提供します。

オンプレ型Web会議

パソコンのWebブラウザ
(Google Chrome)で

手軽に会議

画面共有
資料を見ながら、会議を
進めることができます。

複数人で
プロジェクタに映せば複数
人で会議に参加することが
できます。

■Web会議を比較検討中のお客様
■フリーソフトに不満をお持ちのお客様

このような
お客様必見!

この装置を置くだけ!

月額費用不要で
初期費用も低コスト

安定したネットワーク
環境下で利用

クラウド契約不要

設置は本社のみ

オンプレ(設置)型だから、機器を設置
するだけで、月額費用は不要です。

各拠点側に設置は不要。そのためコスト
や作業工数を抑えることが可能です。

VPN環境を利用

セキュリティ面の安心

ネットワークにVPNを使うことがで
きるので、安定した品質で利用が可
能です。

インターネット環境を利用するより
高いセキュリティを確保できます。

カンタンに始めて、快適に使う

月額費用不要の
オンプレ型Web会議

UNIVERGE Aspire WX



月額利用料不要の、オンプレ型Web会議

Web会議って、
結局コストが高額
になってしまう

契約や構築に手間
がかかりすぎる。
何度も断念した…

聞こえない、
切れてしまう…
会議が進まない

多機能すぎても
使いこなせない
ムダだなぁ…

一般的なクラウドのWeb会議サービスは、初期導入
費用だけでなく、利用している期間はランニングコス
トがかかります。利用プランによっては追加料金がか
かることもあり、Web会議を恒久的なコミュニケー
ションツールとして利用する場合は、思いの外トータ
ルコストがかかります。

オンプレ型なので、月額費用不要

導入費用も低コスト

クラウドのWeb会議サービスは、多くのプランや
料金体系があり、契約が複雑な場合が多く、毎月の
支払業務も発生します。逆に、オンプレ型であって
も、本格的なTV会議システム導入となると、大掛
りな構築が必要となり、費用面・工数面で厳しく、
断念する企業が多いのが現状です。

ビデオ通話ができるフリーソフトも多く出回ってい
ますが、やはりインターネット環境では品質が安定
せず、会議を途中で何度も中断するという話をよく
聞きます。さらに、セキュリティ面の不安も当然あ
るという点も考慮すると、社内コミュニケーション
ツールとして恒久的に使い続けるのは厳しいのが現
実です。

高性能なサービスを導入したものの、結局社員が
使いこなせず利用していない機能ばかりというこ
とはありませんか？導入する遠隔会議システムは
従業員がカンタンに使いこなせることがとても重
要です。必要な機能を直感的に使いこなせること
で、社内に浸透させることができます。

Aspire WXなら

※設置工事費が別途かかります。お見積りは営業窓口まで。

クラウドサービスではないので、
面倒な契約は不要！

本社にのみ設置なのでカンタン！

Aspire WXなら

Aspire WXなら Aspire WXなら

VPN環境下で利用可能
安定したネットワーク環境下
なので快適に利用

セキュリティ面でも安心

クリック操作だけで会議開始

誰でも使いこなせるカンタン操作

必要な機能だけを利用可能

なかなか導入に至らないWeb会議。
あなたの会社で導入を妨げているものは？必要な機能とは？



構築も、設定も、操作もカンタン！
誰でも使いこなせるWeb会議

UNIVERGE Aspire WX

オフィスコミュニケーションゲートウェイ「Aspire WX」は、操作がカンタンであるのはもちろん、管理も

とってもカンタン。構築も非常にシンプルなので、「ネットワーク関係はよくわからない」という管理者の

方にも安心して導入いただけます。

利用画面イメージ

※別途Turnサーバが必要

会議室を利用し、
複数人で参加

店舗への移動中に参加！
緊急な要件でも、すぐに
正確に伝えることが可能

カメラで売り場を映し
ながら説明。現場の
状況を本部と共有す
ることができる

画面共有
資料を見ながら、会議を進め
ることができます。

複数人で
プロジェクタに映せば複数人で
会議に参加可能。プロジェクタ
やマイク、スピーカー、PCなど
必要なものは弊社で手配できま
す。

IDやパスワードは不要で、クリック操作だけで開催＆参加が可能です。

参加者を選択

Aspire WXのWeb会議の全体図

本部

エリアマネージャー

店舗

クリック！

参加者は、
URLをクリック
するだけ！

メール

ちょっとした用事や
会議中の相手に
はチャットで連絡。
メールよりスピー
ディ！

プレゼンス
相手の状態が
一目で分かる！

電話連携
電話機連携、スマー
トフォン連携、ブラウ
ザフォン連携から選
べます。

チャット

クリック操作で
メーラー起動！

メインオフィス(本部) 営業所

店舗外出先

Aspire WX Turnサーバ
※インターネットで繋ぐ場
合に必要です。

本社に
のみ設置

本社に設置したAspire WXに

VPNでつなぐ

本社に設置したAspire WXに

インターネットでつなぐ
※インターネット経由での利用は、品質を保証するものではありません。

安定した
通信

手軽に
接続

スマートデバイスを使って

インターネットでつなぐ
※iOSは未対応です。
※Wi-Fi通信は公衆無線LAN環境を利用時に限ります。

VPN

インターネット

グローバルIPアドレス
(固定1個)

グローバルIPアドレス
(固定1個)

映像非表示/ミュート

専用アプリ(UC100)を利用して、開催/参加
チャットやプレゼンスも



TV会議システムとの比較

構築も、設定も、操作もカンタン！誰でも使いこなせるWeb会議

管理者の方もこれなら安心。カンタンに使いこなすことができます。

利用する方も管理する方も、「使いこなせる」ことが重要です。
Aspire WXは、設定方法もカンタンなので、導入後の運用に不安なく、スタートいただけます。

■ユーザプログラミング ■ユーザマネジメントツール
・登録者名
・ID/パスワード
・電話番号
・メールアドレス など

クラウドWeb会議との比較

クラウドWeb会議は、月額費用がかかります。Web会議は一度
導入したら数年間使い続けるもの。トータルコストで比べたら、安
価な初期導入費のみでランニングコスト不要のAspire WXの方
がオトクです。

Aspire WXクラウドサービス

・通信が不安定
・セキュリティに不安がある
・追加料金が発生
・契約が煩雑
・正直まだクラウドに抵抗がある

UCアカウント作成

使用する社員のアカウントを作成する

アカウントの登録や編集は、お客様が使いやすい⽅をご利用ください

Webブラウザ
から主装置
にアクセス

弊社HPから

アプリをダウン
ロードし利用

他のサービスと何が違うの？比較検討したい…
違いを
ご説明

月額費用
12,000円
×3年

初期導入
費用

差額

約30万
約43万

1拠点あたり
3,000円/月の
サービスを、
4拠点で会議を
行う場合

クラウドサービス
不安要素

TV会議システムは、本格的かつ高品質であるゆえ、どうしても導
入コストが高額になってしまいます。また、本社/拠点に専用機器
の設置が必要なTV会議システムに対して、Aspire WXは、本社
にのみ設置、拠点は不要なので、カンタンにスタートさせることがで
きます。

Aspire WXクラウドサービス

・保守料や更新料が高額
・導入まで時間がかかる
・高機能ゆえ使いこなせない
・会議室を占有する
・毎回予約が必要

機器＋
工事費

機器＋
工事費

差額

約30万
約110万

4拠点で会議
行う場合
(本社:他拠点
装置50万)
(拠点:20万×
3拠点＝60万)

TV会議システム
導入のハードル

導入したお客様からの声

無料ツールを利用していましたが、音切れ
など品質への不満と、セキュリティ面での不
安がありました。Aspire WXなら、ランニ
ングコストが不要で、安価な初期導入費
で始められる点が気に入り、導入しました。

安価にスタートできる！
TV会議システムを利用していましたが、
毎回会議室を予約する手間から利用率
が悪く、また、たくさんある機能も使いこな
せていませんでした。Aspire WXの誰でも
使いこなせるカンタン操作が気に入り、導
入しました。

「使いこなせる」がポイント
週1回の店長会議を、Web会議で行おうと
検討していました。利用したことのないクラウド
サービスには抵抗を感じ、TV会議システムは
大掛りすぎると感じていました。Aspire WX
なら各店舗に専用機器の設置は不要で、本
社に置く機器を購入するだけという手軽さが
気に入りました。

本社のみ設置でカンタン

担当者 担当者 担当者
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