2006 年 1 月 31 日
***************************************************
本リリースと同様のリリースが、株式会社アールネットコミュニケーションから重複して配信されること
があります。あらかじめ、了承ください。

***************************************************

ビデオ会議システム Visual Nexus ASP サービス『NET de MEET』開始
－プロバイダーを選ばず各種端末接続可能で定額の中小企業向け ASP サービス－
株式会社エヌジェーケー（コード番号：9748 東証第２部）
株式会社アールネットコミュニケーション
株式会社アールネットコミュニケーション（本社：東京都新宿区 代表取締役：中嶋 隆一、以下
R-net）は、国際規格完全準拠の IP ネットワーク多地点ビデオ会議システムを ASP 方式で利用でき
る「NET de MEET」を開発、株式会社エヌジェーケー（東証第 2 部 本社：東京都目黒区 代表取
締役社長：谷村 直志、以下 NJK）が「NET de MEET」の販売を 2 月 1 日から開始することになりま
したので、お知らせします。
「NET de MEET」の利用料金（税別）は、導入する環境、規模によって異なりますが、初期費用が
30 万円から、月額利用料が固定で 2３万円（最大 5 ユーザー）からとなっており、主に中小企業で
の導入に注力していきます。
「NET de MEET」は、トーメンサイバービジネス株式会社が開発した、国際規格準拠の IP ネットワ
ーク多地点ビデオ会議システム「Visual Nexus」（ビジュアルネクサス）の ASP サービス版です。
R-net が大企業や自治体・文教などの高品質なネットワークシステムを持つユーザに「Visual
Nexus」の販売・運用を手がける中で、サーバ構築・運用の手間やコスト面などから導入をためらう
企業が多く、ASP タイプのビデオ会議システムへのニーズが強かったことから、今回、「NET de
MEET」を開発しました。
「NET de MEET」は、「Visual Nexus Meeting Server」、「Visual Nexus Secure Transport」、「Visual
Nexus Endpoint」 の全ての機能を利用することが可能であり、それぞれ国際標準規格 H.323 に完
全準拠しているため、一般的に普及しているビデオ会議端末や NetMeeting 等と接続することがで
きます。
従来インターネット環境を利用したビデオ会議システムにおいてネックだった、Firewall、NAT 環
境下で使用できるようになった点を最大の特徴としており、インターネットを利用する場合でも、セキ
ュアな環境を保持したまま取引先と安心して通信することができます。
また、PC 型ソフトウエアビデオ会議システム「Visual Nexus Endpoint」はもちろんのこと、ポリコム、

ターンバーグ、SONY、アエスラー等のセットトップ型端末も利用できるため、インターネットプロバイ
ダーの制約を受けることなく利用できます。
さらに、映像や音声の品質はもちろん、MicrosoftOffice ドキュメントや動画ファイルの共有が可能
など、ビジネスシーンにおいて欠かせない機能を装備していながら、同等のシステムに比べ圧倒的
な低価格を実現しました。ASP ならではのメリットを活かし、「NET de MEET」は、ビデオ会議のニー
ズがありながらも保守運用の手間やコスト面からこれまで導入をためらってきた中小企業などに最
適のサービスといえます。
「NET de MEET」の販売は、「Visual Nexus」の販売に積極的に取り組み、システムインテグレー
タ(SI)としても実績がある NJK が行います。
この両社の連携により、販売・サービス・運用・開発のトータルサービスを提供し、企業のビデオ
会議システムのインフラ整備に貢献していくとともに、「NET de MEET」の普及・浸透を図っていきま
す。
以下、「NET de MEET」の製品概要です。

＜「NET de MEET」の製品概要＞
【主なサービスの特徴】
■国際標準規格 H.323 プロトコル完全準拠による高い相互接続性
ITU-T（国際電気通信連合 電気通信標準化部門）に完全準拠しています。一般的に普及している
セットトップボックス型のビデオ会議端末や NetMeeting 等との接続ができオープンなシステムを構築
することができます。そのため、現在の資産を活用してシステム拡張をすることが可能な他、外部で
ある他社や他組織が持っている H.323 準拠のビデオ会議端末とも容易に通信が可能です。また、独
自規格ではなく、標準規格を採用したことにより、ネットワーク障害時の問題点切分けが比較的容易
にできる等、保守性にも優れています。

■IP ネットワーク上での高品位・高品質な映像・音声・データ共有の実現
フランステレコム R&D の最新技術 eConf テクノロジーを採用し、映像・音声について世界最高水準
の品質を実現しています。更に、内蔵されたノイズキャンセラー、エコーキャンセラーにより、ストレス
の無い通話環境が提供されます。また、ビジネスシーンに不可欠である「ドキュメント・アプリケーショ
ン・動画ファイルの共有」が可能です。多地点間との通話時に最大で同時に 8 画面の映像を表示し
て、コミュニケーションが可能です。

■ビデオ会議の足かせとなる「Firewall」と「NAT」の問題を解消
一般的に、インターネット環境を利用してビデオ会議を行う場合は、Firewall のセキュリティ性を犠牲
にする設定が必要な場合が少なくありません。また、NAT によるアドレス変換が行われているネットワ
ーク間では利用できない場合が大半です。この様なビデオ会議導入の足かせとなる問題は、Visual
Nexus の H.323 トンネリング技術により解消されます。Firewall のセキュリティ性を犠牲にすることなく、
また NAT を越えた通信が可能となります。

【主なサービス内容】
■多地点ビデオ会議接続
■PC ソフトウェア端末(Visual Nexus Endpoint)の利用
■FW/NAT トラバーサル対応 (FW/NAT 越え通信機能)
■ヘルプデスク対応 平日 (9:00 ～ 17:00 対応：FAX、e-mail)
■障害監視・障害対応 (24 時間 365 日対応)
※サービス詳細については、下記 URL をご覧ください。http://www.r-netcom.co.jp/asp.php

【主な製品概要】
■製品名
「NET de MEET」
■利用可能端末
H.323 対応端末：Polycom、TANDBERG、Sony、aethra、NTT フレッツフォン他
※上記以外の具体的な接続可能機種については、お問い合せください。

PC ソフトウェア端末：Visual Nexus Endpoint
※PC にソフトウェア(Visual Nexus Endpoint)をインストールして、端末として利用できます。
※PC 利用にあたっては別途、ＵSB カメラ、ヘッドセット等が必要です。
※Windows2000 Pro SP5 以降、Windows XP Home/Pro に対応しています。

■料金体系
初期費用：
同時 20 ユーザまで 300,000 円（税込 315,000 円）
※同時 20 ユーザを超える場合については、お問い合わせください。

月額利用料金：
同時５ユーザまで 230,000 円（税込 241,500 円）
※契約ユーザー数単位に設定された月額利用料金となります。
※ユーザー数による料金の詳細は下記 URL でご確認ください。

http://www.r-netcom.co.jp/asp.php
＜株式会社アールネットコミュニケーションについて＞
株式会社アールネットコミュニケーションは、IP ネットワークによるリアルタイムアプリケーション及
びセキュリティー商品のソリューションプロバイダです。IP ネットワークによる映像音声機器の開発・
販売、セキュリティー・ネットワーク機器の開発・販売及び運用を主事業としております。
設立：2004年8月2日 資本金：4,550万円
主要株主：株式会社エヌジェーケー、トーメンサイバービジネス株式会社、八十二キャピタル株式
会社、株式会社バーテックスリンク、VTVジャパン株式会社、株式会社リキシステム（五十音順）

URL：http://www.r-netcom.co.jp

＜株式会社エヌジェーケーについて＞
株式会社エヌジェーケーは、ソフトウェア開発事業、ネットワーク機器・システム商品販売事業、
オリジナルパッケージ開発及び販売事業の３本柱を中心としたシステムインテグレーターです。株
式会社エヌジェーケー及びグループ会社のオリジナルパッケージを核とし、そこに主力のソフトウェ
ア開発事業の技術力を融合させることで様々な業種・業態向けのソリューションを提案しています。
今回のＡＳＰサービスを含む「ビジュアルコミュニケーションツール」の展開も、これからのネットワー
クのあり方、情報の共有化を見つめた提案の１つです。
設立：1970 年 4 月

資本金：42 億円

2001 年 11 月 東証第２部上場

URL:http://www.njk.co.jp/

＜トーメンサイバービジネス株式会社について＞
トーメンサイバービジネスは、ビデオ会議を主要な事業の一つ（ビジュアルコミュニケーション部
門）として位置付けております。トーメンサイバービジネスはこの事業において、会議に掛かる移動
費用・時間の軽減を世界最先端の通信技術で実現し、情報伝達の時間格差・地域格差を解消す
ること、更にビジネスプロセス改革の中核を世界最先端の通信技術と世界最高レベルの顧客満足
度で提供するというミッションステートメントのもと活動しています。
設立：1996 年 7 月

資本金：6 億円

2003 年 3 月 東証マザーズ上場

URL：http://www.tomen-g.co.jp

【本件に関するお問合わせ先】
■ニュースリリース
株式会社エヌジェーケー
経営企画部 遊佐英彦
TEL：03-5722-5700 FAX：03-5722-5778

E-Mail yusa-hd@njk.co.jp

■製 品
株式会社アールネットコミュニケーション
コミュニケーションシステムソリューション部 渡邊裕人、石原美穂
TEL：03-5339-8547

FAX：03-5339-8548

E-Mail: info@r-netcom.co.jp

株式会社エヌジェーケー
情報機器ネットワーク事業本部 ネットワーク営業統括部 西尾昌三、内山秀一
TEL：03-5722-5720

FAX：03-5722-5729

E-Mail： nw-sales@ml.njk.co.jp

＊本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

以 上

