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ペーパーレス会議ソリューション
「ConforMeeting/e」ご紹介資料

日本電気株式会社

NECソリューションイノベータ株式会社

※Zoom及びZoom名称を含むサービスはZoom Video Communications, Inc.が提供するサービスです。
※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

クラウドセキュリティ
(ISO27017)認証
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リモートワークにおける会議の変化と課題

リモートワークが急激に普及し、会議においても従来の会議室に集まるスタイルからリモートでの
Web会議型へ変化している中で、デジタルを活用した会議の在り方、意思決定のスピードアップ
と議論の質向上が求められています

・メール送付された資料が複数あり
最新版を見逃す。当日は議論より
内容理解が優先。

・Web会議ツールの共有操作に不慣れ。
時間を要す。周囲に聞くこともできず。

・印刷したいがために出社してしまう。

デジタル化の遅れ。感染/被災の恐れ。

Before

After

Before

After・事前に正式な最新資料を確認でき、
会議では議論に時間を使える。
短時間で会議を終了できる。

・資料共有のツール操作は不要。
一方で、資料の前後閲覧や資料上で
共有したい書き込み操作は簡単。

・紙を必要としない文化を醸成。

社内のデジタル化を推進。

・参加者が正式な最新資料で閲覧して
おらず、差し替えのやりとりなど
会議中にムダな時間が発生。

・参加者のWeb会議ツール操作に時間を要し
タイムキープが困難。

・リモート環境下の参加者に、情報漏えい
の観点から紙資料配布はできない。

・資料提出〆切をシステム登録期限の運用と
することで、参加者へ最新資料の事前配布
を徹底。

・共有操作を一貫して行いムダな時間をつく

らず。事前登録した議事で予定に沿って
進行をコントロール。

・参加者に使いやすい環境を提供することで
紙資料配布のニーズも無し。

ペーパーレス会議が新たな会議の在り方を提案します

わからない…

先のページや
過去の会議資料
も見られる！

参加者

事務局

参加者

会議参加者：役員や幹部など 会議の事務局
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ペーパーレス会議とは

ペーパーレス会議とは、紙に印刷していた資料をデジタル化しPCやタブレット端末を
用いて行う会議です。目的や出席者の範囲により様々なツールがあります。

ツール 特徴

プロジェクター
一台のPCを接続して投影することにより、画面を表示。
機器の用意だけで手軽だが、投影する場所によっては文字が見えづらくなる。

TV会議
PCと接続してデスクトップ画面を公開できるが、個人端末への配信は不可。
遠隔会議では高品質な音声と映像を伝達できる。

Web会議
デスクトップ画面を公開して資料を共有できるが、個人のメモ書きなどは不可。
遠隔会議では個人のPCから参加し、音声や映像が伝達できる。

ペーパーレス
会議システム

個人のPCから資料を共有。資料への書き込みや自身のペースで資料の先読み
ができるなど、紙と電子双方のメリットを享受した使い方ができる。
遠隔会議の場合は音声や映像などの共有はTV会議やWeb会議との併用が必要。

■ペーパーレス会議を行うためのツール
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会議準備から会議後までの会議プロセス全体をサポート。
会議の在り方を見直し、リモート環境下でも
Web会議と連動して会議参加者の理解促進・議論活性化と
円滑な会議運営を支援します。

やさしいUI 事務局の
業務効率化

働き方改革の
推進

スマート
デバイス活用

情報セキュリティ
強化

豊富な導入実績

NECが提案するペーパーレス会議システム：ConforMeeting/e
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ConforMeetingの適用シーン

□ トップ層向け □ 集合型

□ 事務局主導□ 資料報告型

は、特に以下の会議に適した機能を追求し、競合他社を圧倒するペーパーレス会議システムです

□ 多拠点型※

※多拠点会議の場合、音声や映像などの共有はTV会議やWeb会議との併用が必要です

役員会議

役員利用を想定した画面設計で
紙資料と同等の使いやすさを実現

秘匿性の高い資料もセキュアに管理

利用シーン

支店長会議

出張費や移動時間を削減しながら
効率的な会議を実現

審査会

マーカーによる効果的なプレゼンと
複数名での資料操作で
活発な意見交換が可能

事務局を必要とするあらゆる会議でご利用いただけます
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ConforMeeting/eが選ばれる4つの理由

１ ２

３ 4

議論を活性化 会議事務局の負担軽減

セキュリティ向上

効率的な資料操作で
説明に要する時間を短縮し

議論に集中できます

事務局運用をサポートし
資料の登録や差し替えを

大幅に簡易化します

充実したセキュリティ機能で
資料を安全に

参照、管理できます

進化を続ける製品強化

導入企業様の実運用を
製品に反映し

機能強化に取り組んでいます
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選ばれる理由①：議論を活性化

幅広い利用者層を想定した画面設計と
高レスポンスの画面同期

ワンタッチ・ワン操作で簡単に同期が可能
同期できる操作の種類も多く

ストレスなく意思疎通が図れます

先読み・個人手書き
個人作業モードで、非同期での先読みやメモ書きが可能

ワンタッチで議論に復帰でき、会議の[迷子]を無くします

過去資料をいつでも閲覧
会議中でも過去資料にアクセス可能

記憶に頼らない正確な情報で、議論を進められます<同期できる操作>
ページ送り、ポインタ

手書きメモ、テキストメモ
拡大縮小、資料切替

過去に出席した会議の資料を検索して
メモと共にいつでも呼び出せます

2019年度海外活

海外企画部

わかりやすい操作と充実した機能で、議論の活性化を支援します

子画面で報告画面を表示
子画面タップで、報告中の
ページへすぐに復帰します
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選ばれる理由②：会議事務局の負担軽減

タイムスケジュール管理
議事(発表者・資料・時間)を事前に登録でき

会議進行をスムーズに行えます

議事のコントロール
報告権の切り替えや参加者の状況を一覧で確認でき

滞りない会議運用を実現します

資料登録・差し替えの簡易化
ドラッグ＆ドロップで資料登録が完了
会議直前の資料差し替えも可能です

MS Office,PDF,テキストを
そのまま登録できます

任意の端末に
報告権を付与できます

個人作業中の端末を、報告中の画面に
一括同期させることができます

事務局運用をサポートする機能を備えています

登録した議事は
議事進行コンソールで

切り替えできます

※この機能はオンプレ版ではオプションです
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選ばれる理由③：セキュリティ向上

会議資料への不要なアクセスを防止
全資料参照可能、一部の議事のみ資料参照可能、

資料登録のみ可能など、柔軟な権限の設定が可能です

端末にデータが残らない
会議終了後はクライアントからデータを自動削除するので、

PC・タブレットからも安心して利用できます

資料を安全に参照、管理できます

参照権限のない資料に切り替えられました

(参照権限あり) (参照権限なし)

参照権限のないユーザには
資料を表示しません

会議資料は
サーバに保存

2019年度海外活用状況

海外企画部

資料の印刷不可
会議参加者がクライアントから資料の取り出しが

できないように機能を制限しています
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選ばれる理由④：進化を続ける製品強化

定期的なバージョンアップ
メジャーバージョンアップは2年～2年半に1回、

マイナーバージョンアップは1年に1回を予定しており、
常に利用者の声や市場ニーズを反映しています

豊富な運用実績に基づいた製品強化を行っています

豊富な導入実績(オンプレ版)

NECの役員が徹底的にレビュー

導入実績

170社以上

・IDaaS(SAML認証)連携
AzureAD等のIDaaSと連携し、IDの統合管理や
多要素認証により、ログイン時のセキュリティを強化

役員会議室のリニューアルに
合わせて製品を開発

自社開発・自社利用だからこその

「こだわり」が詰まっています

小規模から

100名超の

大規模まで対応

<V7.3リリース(2021年8月)> 

<新会議クライアントリリース(2022年4月)> 
・Windows版新会議クライアント(WPF版)

サイドローディングの設定、証明書の更新が不要となり、
仮想環境においても会議クライアントの展開や管理が容易に
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ConforMeetingの主な導入企業

ぺんてる株式会社様 日鉄物流株式会社様 その他にも
・ダイキン工業株式会社様
・日本製鉄株式会社様
・日本水産株式会社様
・株式会社丸運様
・鈴与システムテクノロジー株式会社様
・東邦瓦斯株式会社様
・生活協同組合連合会

コープネット事業連合様
・長崎大学様

など、業種を問わず多くの企業や自治体様で
ご利用いただいております

味の素株式会社様
アサヒグループ

ホールディングス株式会社様
株式会社サンライズ様栗田工業株式会社様
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会議参加者のメリット：理解促進

事前の議題把握や会議中の資料の先読み、過去資料の閲覧による理解促進

資料の事前共有がうまく行かず
会議で初見になることがある…

会議中に前回の資料が
確認できない…

事前に最新の議題を確認して
会議に臨めます！

メモ入りの過去資料に
いつでもアクセスできます！

前回の指摘は
何だっけ？

2019年度海外活

海外企画部

資料の検索も
可能

① ③

会議前 会議中

資料の先読み・戻り読み
個人のメモ書きができない…

非同期モードで別資料の参照や
個人のメモ書きも可能です！

報告者

参加者

報告者の
画面を

一方的に共有

報告者

参加者

会議中

②

報告画面も
子画面で参照

自宅や移動中でも
常に最新版を参照

報告者

参加者

事前にもらった
内容と違うぞ…
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会議参加者のメリット：議論活性化
リモート環境下でも簡単にWeb会議を起動
報告者自ら資料を操作し、参加者に同期されるので議論が活性化

複数のシステムをそれぞれ
起動する手間がかかる

クライアントにログインするだけで
Web会議も同時に起動します！

参加者自身が同期・同期解除の
操作をやらないといけない…

事務局が報告権をコントロールし
参加者は切替操作が不要です！

参加者の状態も
一覧で確認

④ ⑥

会議前 会議中

Web会議に
ログインして
次は資料を…

Web会議

Web会議

報告者がどこを話しているか
分からなくなる…

ページ送りや書き込みが同期され
会議の迷子を無くします！

○○ページの
XXの数字が…

マーカーや
テキストも同期

⑤

会議中

QRコードから
Web会議を別端末

でも起動可能

表示されてま
すか？
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事務局のメリット：円滑な会議運営・負担軽減

事務局主体の会議進行が可能で、資料準備や資料管理などの負担も軽減

資料は事前配付したいが
情報漏えいの不安や

最新版の利用徹底が難しい…

遠隔でフォローが難しく
議事進行がスムーズにできない…

秘匿性の高い資料の管理が
個人任せになってしまう…

システムに登録するだけなので
会議直前まで資料更新が可能です！

事前に議事を登録でき
円滑な会議進行が可能です！

会議資料はサーバで一元管理し
端末にデータを残しません！

会議終了後に
自動削除

Office文書も
そのまま登録

資料・報告者・
発表時間を管理

⑦ ⑧ ⑨

会議前 会議中 会議後

次の議題は…
画面共有

お願いします

資料の管理は
大丈夫かな…

最新の資料を
送ります
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ConforMeeting/eによる会議運用イメージ

参
加
者

事
務
局

会議前 会議中 会議後

会議設定・資料登録

会議資料の事前参照

議事進行

プレゼン・意思決定

回収・廃棄処理不要

会議資料の事後参照

自席や移動中でも会議前に
資料の先読みができます
個人のメモ書きも可能

自席で会議準備が完了
直前の資料差し替えも可能

マーカーや画面の同期による
効果的なプレゼン

会議中に記入したメモ入りの
資料を自席で参照

報告権付与や議事の切替で
会議をコントロール

会議端末にデータは残さず
サーバから自動削除も可能

会議参加時

会議出席

Web会議

Web会議

出席確認

ConforMeetingにログインし
Web会議も同時に起動

参加者の出席状況を一覧で
確認
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導入イメージ

本社/支社 執務室

自宅

Web会議

Web会議と連動し
スムーズに会議参加

画面の同期によって
会議の迷子を防止

Web会議

Web会議

資料は暗号化して
一元管理

事務局操作で
議事をコントロール

紙と同じ感覚で
非同期での資料の先読みや

メモ書きが可能

参加者

参加者

参加者参加者参加者

参加者 参加者

事務局
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「Web会議・TV会議×ConforMeeting」メリット

Web会議の資料共有の在り方を改善させることで、

リモート会議での議論活性化や円滑な会議運営を実現します

◆事務局による議事進行
◆資料の事前参照
◆個人のメモ書き・別資料参照
◆会議資料保存

事務局操作で
遠隔会議でも混乱なく
会議進行が可能です

参加者は資料を
事前に確認してメモを
残すことが可能です

会議中に非同期モードで
個人のメモ書きや

別資料の参照が可能です

◆高品質な音声・映像共有
◆録画機能

参加者はキャビネ機能で
会議中や会議後でも

資料やメモを閲覧できます

2019年度海外活

海外企画部

会議室

執務室

自宅

Web会議・TV会議
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事例：リモート会議における導入事例および効果【製造業A社様】

ソリューション概要お客様の要望/課題
⚫会議の意思疎通を円滑にして、意見交換や議論に時間を

掛けたい

⚫メール誤送信や資料管理による情報漏えいが不安

⚫ネットワークの負荷が重くて遅延が発生し、システムの
使い勝手に不満がある

課題解決策
⚫映像、音声の共有はWeb会議、資料の共有は

ConforMeetingを併用することで、資料の先読み・別資
料の参照が可能になり、理解促進につながる。

⚫会議資料はConforMeetingサーバで暗号化して一元管
理。過去資料もすべてサーバ内で管理。

⚫事務局操作で議事(報告者・資料)の切り替えを行い、会議
参加者に余計な操作をさせない。

ビジネスへの貢献
⚫映像、音声、資料の共有がスムーズに行えるようにな

り、会議時間が短縮

会議時間：30分短縮×15名 ≒ 7.5時間の工数削減

⚫メール添付がなくなり、誤送信や管理ミスによる情報漏
えいリスクを低減

⚫役員が自ら実践することで、会社のデジタル化を推進

リモート会議において“議論の活性化”を促進し、
議論の質の向上と意思決定のスピードアップ、会議運営の効率化を支援

Why
NEC?

下記3点を網羅するのはConforMeetingのみ

⚫事前の議題把握や、資料ページの先読みによる理解促進

⚫質問事項のメモ書き、過去資料閲覧により、様々な側面
から深い議論が可能

⚫事務局による議事のコントロールで、時間通りの会議進
行が可能
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導入効果

準備にかかる費用削減

準備にかかる時間を1回につき5時間削減

かかりきりで作業していたスタッフ3人を1人に削減、別の

作業と並行できる状態に

資料とりまとめ、プリントアウト、製本、運搬／郵送、保管
1

※導入されたお客さまの実績です。

コストの削減

破棄・保管にかかる費用削減

ファイリングを行うための工数や、資料保管のためのスペー

スにかかる費用削減を実現

ファイリング、保管備品、場所代、棚卸し作業
2

費用対効果

1ヶ月の会議開催・運営にかかる費用が約170万円削減。

会議運営に関わる費用と投資対効果
3

※SaaS版を導入いただいた場合の算出例です。

※導入されたお客さまの実績です。

情報漏えいリスク対策

紙資料やタブレットの置き忘れや盗難による紛失のリスク低

減や、情報漏えい時の対応に掛かる工数の削減

会議資料の紛失防止、リスク対策
4

1ヶ月につき

約170万円削減

※さらに移動費や移動時間の
工数削減も期待できる

算出例：
会議出席者30名の会議を月10回行い、準備等は事務局3名で実施。
システム導入後は完全ペーパーレス化し、事務局工数を50％削減。
Confor SaaS版、Zoom(Enterprise)を使用した場合。

※複数の導入ユーザ様の実績を基にした算出例です

※複数の導入ユーザ様の実績を基にした算出例です
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機能一覧①

区分 機能 機能内容 オンプレ SaaS

認証関連

ユーザ認証
ID、パスワード入力でユーザ認証を行います。システムにID、パスワードの登
録が必要です。

○ ○

カード認証連携 非接触ICカード(社員証等)でクライアントにログインできます。 ○※ ×

認証サーバ連携
ActiveDirectoryサーバ、もしくはIDaaSと連携しクライアントにログインでき
ます。IDaaSと接続する場合は、事前に動作確認が必要です。

○※
○

IDaaSに
対応

端末認証 サーバに接続する端末を限定できます。システムに端末IDの登録が必要です。 ○※ ○

資料操作
(個人・共有

操作)

資料共有
サーバに登録した会議資料を会議出席者全員で共有し、ページめくりや書き込
みなどの操作会議出席者全員の端末に反映することができます。

○ ○

個人作業 操作同期から外れ、資料の先読みや別資料の参照、メモ書きなどが可能です。 ○ ○

手書き入力 資料に手書きコメントが書き込めます。 ○ ○

キーボード入力 キーボートからメモ（コメント）入力ができます。 ○ ○

ポインタ入力
一定時間が経つと消える透過ペンです。資料を汚さず効果的なプレゼンができ
ます。報告中のみ利用可能です。

○ ○

過去資料参照 キャビネから、過去の会議資料を参照することができます。 ○ ○

資料のページ一覧
表示

資料のページ一覧を表示し、指定したページにジャンプすることができます。 ○ ○

資料即時登録 クライアント端末から資料を追加登録可能です。(Windows端末のみ) ○ ○

電子サイン 事前に登録した電子印鑑などを資料に捺印することができます。 ○ ×

○：標準機能、○※：オプション、×：提供なし
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機能一覧②

区分 機能 機能内容 オンプレ SaaS

資料管理

資料配付
事務局ツールにて、コメントを追加した会議資料をPDFもしくはMSOfficeの
ファイル形式で保存します。

○ ×

資料ダウンロード
Windows版会議クライアントから、コメントを追加したPDFの会議資料をダ
ウンロードできます。(オンプレ版の場合、会議サーバでの設定が必要です)

○ ○

キャビネ検索 キャビネ内の資料を、資料名・議事名で検索できます。 ○ ○

資料のアクセス権
設定

資料単位に閲覧できるユーザを設定可能です。 ○ ○

多言語資料の連動
表示

日本語資料と英語資料など、2か国語の資料を同期することができます。 ○ ○

拡張キャビネット
文書管理システムと連携し、会議前資料の版管理や保存した会議資料の高度な検
索が可能です。

○※ ×

運用管理

ユーザ情報管理 ユーザ情報の追加、削除、編集を行います。 ○ ○

会議情報管理 会議情報の追加、削除、編集を行います。 ○ ○

会議情報分析 会議の開催時間や議事時間などを表示します。CSVファイルでの出力も可能です。 ○ ○

採決機能
会議中に投票が行えます。結果はリアルタイムに集計され、採決結果を確認でき
ます。

○ ○

発表者タイマー カウントダウンタイマーを画面に表示します。タイムキーパーの設定も可能です。 ○ ○

Web会議連携
Web会議システムの起動URLを会議に設定することで、Web会議システムの同
時起動や、QRコードからの参加が可能です。

○ ○

議事進行コンソー
ル

発表者・出席者画面のモニタリングにより一斉画面同期や発言権のコントロール
が可能です。
議題と報告者を予め設定しておくことでタイムスケジュールが表示され、実際の
進行状況と比較した進行が可能です。

○※ ○

常設会議室
常設ハードウェアを使ったゲスト認証や、クライアント起動監視・一括ログイン
処理が可能です。

○※ ×

Outlook連携
Outlookと連携し、会議作成やスケジュール登録、ゲストユーザの作成ができま
す。

○※ ×

○：標準機能、○※：オプション、×：提供なし
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主な機能と画面イメージ①

会議クライアントはマルチOS（Windows、iPad、Android）に対応しています

Windowsクライアント iPadクライアント

「ワンクリック・ワン操作」で
直感的な操作が可能です

iPadの画面サイズや
タッチ操作に合わせた

画面レイアウト
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主な機能と画面イメージ②

会議の準備から、進行、会議後まで事務局をトータルサポートします

事務局ツール 議事進行コンソール
(オプション)

会議名、会議グループ、
開催日時を設定します

ドラッグ＆ドロップで
資料の登録が可能です

資料・報告者の切り替えや
参加者端末のモニタリングが

できます
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主な機能と画面イメージ③

Web会議連携

採決機能

多言語資料の連動表示

キャビネ拡張
(オプション)

会議中にリアルタイムに
投票・集計ができます

異なる言語の資料を
同じ資料として同期します

会議資料を文書管理システム
へ格納し、資料の二次活用が
よりセキュアに行えます

トップ会議を支える様々な便利機能をご提供しています

Web会議

Web会議

Web会議システムの同時起動や
QRコードからのWeb会議参加

が可能です
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システム構成（オンプレ版）
サーバ

オフィス

自席PC事務局端末

サーバ
会議登録
資料変換

サーバ内資料暗号化
文書管理システムへの

資料登録（オプション）

事務局ツール
会議・資料の登録

会議資料の配布

クライアント
会議資料の

事前・事後閲覧

会議サーバ
Web会議
(Zoom・Teams等)

会議室
議事進行コンソール

クライアントの状態把握と
管理（オプション）

PC・タブレット 管理PC

クライアント
（Windows/iPad/Android）

資料の閲覧・操作

クライアント クライアント

役員執務室 自宅

Web会議端末 Web会議端末

Web会議用モニタ・
マイク・カメラ等

凡例：本SLの提供範囲
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システム構成（SaaS版）
クラウドサービス

オフィス

自席PC事務局端末

サーバ
会議登録
資料変換

サーバ内資料暗号化

事務局ツール
会議・資料の登録

会議資料の配布

クライアント
会議資料の

事前・事後閲覧

Web会議
(Zoom・Teams等)

会議室
議事進行コンソール

クライアントの状態把握と
管理

PC・タブレット 管理PC

クライアント
（Windows/iPad/Android）

資料の閲覧・操作

クライアント クライアント

役員執務室 自宅

Web会議端末 Web会議端末

Web会議用モニタ・
マイク・カメラ等

サービス基盤

凡例：本SLの提供範囲
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ConforMeeting/e 動作環境

＜会議サーバ＞

OS Windows Server 2016／2019／2022

CPU Intel Xeon 1.8GHz 4コア以上

メモリ 8GB以上

HDD 250GB以上

データベース Microsoft SQL Server 2016／2017／2019

＜拡張キャビネットサーバ＞

OS Windows Server 2012 R2／2016

CPU 2 コア 1.8GHz 以上

メモリ 4GB以上

HDD
1GB以上（DB、実体データおよびファイル保管
領域を除く）

データベース PostgreSQL 9.5（バンドル）

必須ソフトウェア AdoptOpenJDK 8／Java SE 8

＜会議クライアント／事務局ツール／議事進行コンソール（Windows）＞

OS Windows Windows 10

CPU Intel Core i3以上 1.8GHz以上 2コア以上

メモリ 4GB以上

必須ソフトウェア
Microsoft Office 2016／2019(事務局ツール)
Microsoft .NET Core 3.1.18(会議クライアント(WPF版))

＜会議クライアント（iPad）＞

対応機種
iPad air／iPad air2／iPad mini ／iPad Pro／第5世代／第6
世代

OS
iOS 10／11／12
iPadOS 13／14／15

＜会議クライアント（Android）＞

CPU ARMアーキテクチャのみ

OS Android 6／7／8

※ 会議クライアント/事務局ツール/議事進行コンソールは同じPCにインストール可能です。
※ 会議クライアントは日本語、英語、中国語(繁体字、簡体字)に対応しています。
※ 会議クライアントにおいてMicrosoft Office形式の資料を登録する場合は、Microsoft 

Officeが必要です。Excel,Word,PowerPointが含まれるエディションをご利用ください。
＜会議クライアント(UWP版)／議事進行コンソールの場合＞
※ インスールにはサイドローディングの設定、および Windows Defender Firewallサービ

スの実行が必須となります。
※ グループポリシーでストアアプリのインストールおよび実行を許可する必要があります。
※ インストールはWindowsログインユーザーごとに実施する必要があります。
＜会議クライアント(WPF版)の場合＞
※ Active Directory連携、Azure Active Directory連携には対応しておりません。

※ 同時接続ユーザにより、サーバスペックは変動いたしますので、お問い合
わせください

※ 会議終了後の資料はPDFで保存できます。Microsoft Office形式で保存する
場合はMicrosoft Office2016/2019が必要です。Excel,Word,PowerPointが
含まれるエディションをご利用ください。

※ データベースはExpressEdition(無償)をご利用いただくことも可能です。
※ ConforMeeting/eの動作に必要なスペックとなります。別途、セキュリ

ティ対策ソフト等運用ツールの必要スペックを上乗せしてください。

▌ 会議サーバ（同時100ユーザまでの場合） ▌ 会議クライアント／事務局ツール／議事進行コンソール

▌ 拡張キャビネットサーバ（オプション）

※ 会議サーバと同一サーバにインストールすることも可能です。同一サーバで
稼働させる場合はご相談ください。

※ 必要なディスク容量は、会議開催頻度及び資料配付頻度によって変動します。

クライアントの動作環境は、オンプレ版・SaaS版共通です。オンプレ版の場合は会議サーバを
ご用意ください。
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ライセンス価格：ConforMeeting/e 【マルチＯＳ版】

Windows/iPad/Androidのクライアント端末を混在して利用する場合のライセンスです。
同時接続数※1に応じて本体ライセンスと追加ライセンスを組み合わせて選択します。

プロダクト名 標準価格(円) 備考

ConforMeeting/e 本体ライセンス

ConforMeeting/e 同時接続ライセンス(10) 3,500,000 会議サーバライセンス＋事務局ツール＋クライアント１０ライセンス

ConforMeeting/e  同時接続ライセンス(50） 8,000,000 会議サーバライセンス＋事務局ツール＋クライアント５０ライセンス

ConforMeeting/e 追加ライセンス※2

ConforMeeting/e  同時接続追加ライセンス(５) 1,000,000 クライアント追加５ライセンス(追加ライセンスだけの購入は出来ません）

ConforMeeting/e オプション

議事進行コンソールオプション 1,500,000
事務局用オプション １サーバライセンス（一斉同期、発言コントロール、会議
状況モニタリング等）

常設会議室オプション 1,500,000
常設会議室オプション １サーバライセンス（常設ＨＷを使ったゲスト認証、ク
ライアント起動監視、一括ログイン等）

ユーザ認証：ActiveDirectory連携 500,000 ActiveDirectoryもしくはIDaaS※3ユーザ認証モジュールテンプレート

ICカード連携：FeliCa認証モジュール 500,000 ICカード連携モジュールテンプレート

キャビネ拡張オプション 2,000,000
会議資料の検索など、文書管理機能がご利用いただけます。

（同時接続20クライアントまで利用可能）

プロダクトご購入時には別途保守費用がかかります。標準価格×15％（年間）

(※1)同時接続数とは、同時に会議に出席できる人数です。登録ユーザ数やクライアントのインストール台数に制限はありません。
(※2)同時接続数50を超える場合はご相談ください。
(※3)IDaaS認証連携を行う場合は、事前に動作確認が必要です。
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ライセンス価格：ConforMeeting/e【iPad、Android版】

プロダクト名 標準価格（円） 備考

ConforMeeting/e 本体

ConforMeeting/e iPad限定 同時接続ライセンス（10） 1,800,000
会議サーバライセンス＋事務局ツール＋クライアント１０ライセン
ス＋議事進行コンソール

ConforMeeting/e iPad限定 同時接続ライセンス（20） 2,700,000
会議サーバライセンス＋事務局ツール＋クライアント２０ライセン
ス＋議事進行コンソール

ConforMeeting/e iPad限定 同時接続ライセンス（30） 3,600,000
会議サーバライセンス＋事務局ツール＋クライアント３０ライセン
ス＋議事進行コンソール

ConforMeeting/e 追加ライセンス

ConforMeeting/e iPad限定 追加ライセンス（5） 500,000
クライアント追加５ライセンス

(追加ライセンスだけの購入不可）

ConforMeeting/e オプション

iPadアクセスセキュリティオプション 300,000 会議サーバへの接続を登録したiPad端末のみに限定します。

キャビネ拡張オプション 2,000,000
会議で利用した資料の管理を行います。

（20クライアントまで利用可能）

クライアント端末がすべてがiPad、もしくはすべてがAndroidの場合のライセンスです。
同時アクセス数に応じて本体ライセンスと追加ライセンスを組み合わせて選択します。
別途、事務局用のWindows端末は必要です。

プロダクトご購入時には別途保守費用がかかります。標準価格×15％（年間）
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SaaS版サービス価格

基本サービス＋必要な追加ID・追加ディスクを選択します。

メニュー 標準月額利用料金(税別) 備考

基本サービス 20,000円

ユーザID数：10
ディスク容量：1GB
議事進行コンソール
IDaaS連携

※

最低契約期間：6ヶ月

追加ユーザ 2,000円/1ID 契約は5ID単位

追加ディスク 5,000円/5GB

(※)IDaaS認証連携を行う場合は、事前に動作確認が必要です。
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保守サポート（オンプレ版）

保守サポート内容について

保守契約について

◼ 保守サポートにあたり、初年度より保守契約が必要となります。

◼ 契約の更新は既存の保守契約満了までに更新用の保守契約をご購入いただきます。

◼ お客様問合せ窓口より電子メールによるお問合せ対応

◼ 対応時間

弊社規定の実働日 9:00～17:00

◼ バージョンアップ、リビジョンアップ最新版の無償提供（バージョンアップ、リビジョンアップ
作業は含まれておりません）
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サービスレベル（SaaS版）

注２ お客様の契約部門に対する窓口機能です。お客様のエンドユーザ様からのお問い合わせは、まず契約部門にて
受け付けて頂いて、必要に応じてヘルプデスクにお問い合わせください。日本語での対応に限ります。

注１ 下記はサービス提供時間に含まれません。
・定期メンテナンスのためのサービスの停止
・セキュリティ問題対応などの緊急メンテナンスのためのサービスの停止
・ネットワークの障害など外部提供サービスの影響によるサービスの停止

サービス提供時間 ※注１ 24時間 365日

ヘルプデスク ※注２

■問い合わせ受付時間：
E-mail：24時間365日

■問い合わせに対する回答時間：
弊社営業日の9:00～17:00受付分は2営業日以内に一次回答
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無料トライアルのご案内

30日間、無料でConforMeeting SaaS環境をご利用いただけます

伴走型トライアル

弊社のサポートメンバーが
手厚くサポート。

お客様の課題解決や
評価ポイントに対し、一緒に

検討いたします。

会議開催マニュアル進呈

システム導入しても進行に
不安があるとの声にお応えし、

ConforMeetingを使った
会議開催の流れマニュアルを

差し上げます。

会議関係者を全員交えて
みんなで体験

経営陣、役員の方なども
自由に参加・体験できます。
弊社のサポートメンバーが
経営層様向けのご説明も

同席いたします。

無料トライアルの詳細・お申込みはこちらから

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sl/conformeeting/saas/

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sl/conformeeting/saas/





