仮想ワークスペースを実現するさまざまなソリューション
Cisco Business Edition 6000
音 声、ビデオ、プレ ゼンス、メッセージング、
コンタクト センターを単一のサーバに統合した
オールインワンソリューション。システムのイン
ストール、サポート、運用管理を簡素化でき、
TCO 削減にも効果を発揮。

呼制御装置

Unified CM

1000

ユーザ

１ 台の Cisco UCS C220 M3 ラックマウント
サーバに、複数のアプリケーションを標準添付
● 25 〜 1,000 ユーザに対応
● ハードウェアとライセンスをバンドル価格で提供
● 構築作業の負担を軽減
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Virtual
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Instance /
VM
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TMS
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4 MCU
1000 端末

100 ビデオ

100 ビデオ

セッション

Provisioning
Management
Prime Collab

セッション

1000

ユーザ

VMware

●

UC Virtualization Hypervisor

BIOS、RAID、仮想マシン、

インストールファイルセットアップ済み

Cisco UCS C220 M3

ラックマウント サーバ

Cisco TelePresence

最大８つのアプリケーションを
1 台のサーバーで動作可能

PhoneAppli
Collaboration Directory（Web電話帳）

高精細ビデオと高品質オーディオに
よって、臨場感のある「フェイス to
フェイス」のコミュニケーションを
実現するビデオ会議システム。用
途や設置場所に応じて選択できる
さまざまなモデルをラインアップ。

Cisco WebEx

使用するデバイスや場所、時間を
問わず、ビジネスチャットや Web
会議などさまざまなコミュニケー
ションを実現するコラボレーション
クライアント。

インターネットに接続された PC や
スマートデバイスで、ビデオ会議や
資料の共有をいつでもどこでも行え
る SaaS 型の Web 会議システム。

パートナー企業とのソリューション共

一人ひとりの生産性を高めるために

最適化

同 開 発、設 計 提 案、販 売 支 援・導

提案

入から保守・運用サービス、トレー

ネットワンパートナーズの
付加価値の高いサポート、
サービスと共にお客様に提供

ニングや技術支援まで含めた、トー
タルな支援を実施。25 年以上に渡
り培った国内最高水準の技術力を持

お客様の
ICT
プラットフォーム

保守
運用

計画

つ「高付加価値ディストリビュータ」
として、パートナー企業の競争力を
高め、お客様ニーズに応える優れた
ソリューションを実現します。

構築

設計

ネットワンパートナーズ株式会社

www.netone-pa.co.jp

●本

社

● 西日本営業部

〒100-7026 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 JP タワー
TEL 03-6256-0700（代表）
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目 5-36
TEL 06-6105-0356（代表）

新大阪トラストタワー

〔FaceBook〕https://www.facebook.com/NetOnePartners
島﨑久子の耳寄り情報局にて「仮想ワークスペース」の動画配信中
掲載している商品名、システム名、名称は、各社の商標、または登録商標です。

「仮想ワークスペース」
ビジネス環境の変化に迅速に対応し、

Web 上で管理できる電話帳、相手
の状況を素早く把握できるプレゼン
ス機能、スマートフォンや携帯電話
との連携機能など、コミュニケーショ
ンに関するあらゆるアクションを最
適化するアプリケーション。

Cisco Jabber

ワークスタイル変革を支える
コミュニケーション＆コラボレーションの基盤

http://www.netone-pa.co.jp/videos/
2014.07

Net One Partners

デバイスの
多様化

働き方の
多様化

スマートフォン
タブレット端末
PC

Virtual Workspace

ビジネス環境の
変化
グローバル化
業務効率化
業務範囲の拡大

ダイバーシティ
バーチャルチーム

企業を取り巻く状況は大きく変わり、仕事の進め方も個人主体から

モバイルビデオ

ビデオ

タブレット端末やスマートフォンを活用して、外出先や
出張先からもビデオ会議に参加できます。

高精細・高音質のビデオコミュニケーショ

コラボレーションを重視したものへと移行しています。
時間や場所に捉われず、必要なときに必要な人と仕事ができる環境を整えることは、
多様な働き方を支え、ワークスタイルの変革を促す重要な取り組みの 1 つです。

高精細ビデオ

ン端末を用いたビデオ会議だけでなく、
PC やタブレット端末、スマートフォンとも

あたかもそこにいるような臨場感でコミュニケーション

高品質で容易なビデオコミュニケーション

でき、スピーディな意思決定を支援します。

を実現。

働きやすさを高め、生産性を向上させる

仮想ワークスペースを構築！
ICT の活用によって、これまでのオフィスに捉われていた制約をなくし、
より効率的に仕事ができる環境を整えることで、
一人ひとりの生産性を高め、ビジネスの成長を促します。

コールバック通話

電 話

ネットワンパートナーズは、豊富なコラボレーションソリューションを組み合わせ、

外出先から携帯電話で相手に電話を掛けるとき、オフィスの固定
電話の番号でコールバック可能に。お客様に伝える連絡先を 1 つ
にまとめられます。

Web 電話帳

社内の専門家など電話をかけたい相手（know who）を検索し、
在席状況（プレゼンス）の確認と連絡までをスピーディに行えます。

お客様の環境に適した仮想ワークスペースの実現をサポートします。
従来からの IP 電話の環境に加えて、国
産の Web 電話帳ソリューションをご提供。
端末に依存せず、どこでも効率的にコミュ
ニケーションできる電話の環境を整備。

取引先

いつでもどこでも
普段と同じ仕事ができる

モバイル

仮想ワークスペース
ビデオ

ビジネス
チャット

Web
会議

業務が行えるコミュニケーション＆コラボ
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PC、タブレット端末、スマートフォンで簡単に開催。資料共有、
ビデオ、音声を組み合わせて的確な意思疎通をどこでも行えます。

ビジネスチャット
電話の前のちょっとした連絡、在席していないときのメッセージ送
信など、小回りの利くコミュニケーションに役立ちます。

電話

機動力を損なわず、オフィスと同じように

本社

携帯電話と固定電話の連携により、内線通話を携帯電話でも行え
るようにして、効率的な連絡と携帯電話の通話料削減を実現します。

Web 会議

自宅

拠点

FMC 連携

外出先

レーション環境を実現。スマートデバイ
スの積極的な活用も促進。

オフィスツール（メール、タスク、予定表連携 )
モバイル 端 末 からも簡 単 に利 用できる各 種ツールをご 提 供。
GoogleApps や Oﬃce 365、Microsoft Exchange などとの連携に
も対応します。
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