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本製品（またはサービス）は、適切なセキュリティ対策をお客様ご自身で講じた環境下にてご利用ください。
万一、本製品（またはサービス）に対しお客様が適切なセキュリティ対策を行わなかったことに起因して、お客様または第三者に損害が生じた場合、当社は当該損害について一切の責任を負わないものといたします。

 UNIVERGE BLUEの活用例

ラインナップ

スマホからオフィスの電話番号でお客様へ発信できる

スマホやPCからオフィスのキーテレフォン/PBX
に収容されている電話回線を使って外部へ発信
ができます。その際通知する番号は会社の番号
なので、個人の携帯番号を使う必要はありません。

業務時間外のスマホへの着信にはガイダンスを流せる

夜間も休日もお客様からスマホに電話がかかってくる
ことありませんか？ UNIVERGE BLUEなら、時間外
はオフィスと同じように留守番ガイダンスが流せます。
これならオンとオフをしっかり切り替えられますよね。

資料共有と会話メモの共有で、忘れとズレのない会議を

資料や画面を共有しながら会話ができるので、
伝えたいことがスムーズに伝わります。また、会
議中には共同でメモを取ることができ、会議終了
後にそのメモが参加者にメール配信されるので、
話した内容の認識のズレがなくなります。

今連絡がつく人がひと目で分かるので、業務が止まらない

電話をかけたのに、相手が電話に出ず、仕事が止
まってしまうことはありませんか？UNIVERGE 
BLUEなら、社内メンバーの状態をひと目で確認
できます。電話をかけようとした相手が忙しそう
でも、代わりの人が見つかるかもしれません。

チャットのログが見返せるから安心

チャットのログが残るので、後から確認したり、
相手との合意形成が楽に行えます。電話では難
しい用語が出てきたり、わからない内容を話さ
れるとメモを取るのも難しいですが、チャットな
らそんな心配もありません。

● UNIVERGE BLUE CONNECT for Windows 
　 ・ サポートOSバージョン ：
      Windows7以降、64bit(32bitは未サポート)
● UNIVERGE BLUE CONNECT for Mac
　 ・ サポートOSバージョン ： macOS Mojave以降
● UNIVERGE BLUE SHARE for Windows
　 ・ UNIVERGE BLUE SHAREのファイルストリーミング
      モードは、Windows8.1以降でのみサポート
　 ・ .NetFramework4.5.1が必要
●UNIVERGE BLUE SHARE for Mac
    ・ サポートOSバージョン ： macOS Mojave以降

UNIVERGE BLUE 専用電話機
「DT900Sシリーズ」

● UNIVERGE BLUE CONNECTモバイルアプリケーション
    ・ サポートバージョン：iOS11.0以降、AndroidTM 6.0以降
● UNIVERGE BLUE MEETモバイルアプリケーション 
    ・ サポートバージョン：iOS11.0以降、AndroidTM 6.0以降
● UNIVERGE BLUE SHAREモバイルアプリケーション
　 ・ サポートバージョン：iOS11.0以降、AndroidTM 6.0以降

ファイルのメール添付は不要！常に最新ファイルを共有

日々のたくさんのメールのやりとりの中から最新ファ
イルを見つけるのは大変です。UNIVERGE BLUEな
ら、常に最新のファイルがクラウドにあるので、メー
ルの中からファイルを探す手間がなくなります。外部
への共有もWebリンクでカンタンです。

● 32ボタン
　タッチパネル
　電話機

● 6ボタン
　SIPマルチライン
　電話機

● 32ボタン
　セルフラベリング
　電話機

https://www.necplatforms.co.jp/product/blue/

※連携するキーテレフォン/PBXによって使える機能は異なります。 ※連携するキーテレフォン/PBXによって使える機能は異なります。

PC用アプリケーション スマートフォン用アプリケーション

オフィスの番号
03-1234-5678

UNIVERGE BLUEの
活用例をもっと見てみる

常に最新

本日の業務は
終了しました



クラウドとオンプレのハイブリッドで
日本企業の働き方を広げるコミュニケーションが完成する

UNIVERGE BLUE

働き方を広げる4つの機能

ファイル共有
● 最新ファイルをクラウド上で
バックアップ

● 最大容量50GB/ユーザ
● Webリンクで社外メンバーに
大容量ファイルを送れる

● Webリンクでファイルにパスワードや
ダウンロード有効期限の設定が可能

● PCやスマホから、オフィスの電話回線を使って発信
● その際、通知する発信者番号はオフィスの電話番号なので、 
携帯電話番号を相手に伝えることなくスマホを利用できる

● 保留・転送、外線発信時の通話録音などの
オンプレキーテレフォン/PBXの機能が
スマホやPCでも利用できる

オンプレキーテレフォン/PBXとの連携

チャット/プレゼンス/通話

自宅でも外出先でも移動中でも、オフィスと同じコミュニケーション環境

メンバーとつながる

UNIVERGE BLUE CONNECT  | ユニバージュ ブルー コネクト

メンバーとすばやく共有 メンバーと共同作業

● 1対１やグループでのチャット
● 相手の状況をプレゼンス表示
● 過去のチャットの検索が可能
● チャットにファイル添付が可能
● 絵文字でニュアンスが伝わる
● 音声通話もクリック操作で簡単に発信

● PCやスマホから参加
● 最大100人/1会議室まで
● 社外メンバーもクラウドで
かんたんに参加できる

● 資料共有や複数人での書き込みが可能
● 会議中に共有メモをとることができ、
議事録として参加者へ自動でメール配信

Web会議

PCでも、モバイルでも、
ロケーションを選ばないコミュニケーション

音声通話、チャット、Web会議、さらにオンプレキーテレフォン/PBXとの連携
といったコミュニケーションツールをひとつにまとめた、クラウドサービスです。

シンプルな構成で、複雑な設定は不要。PCやスマホからアプリを立ち上げ、 
すぐにメンバーとコミュニケーションがはじめられます。

オフィスや自宅でPCから、外出先でスマホから。
クラウドサービスだから、ロケーションを気にせずどこでも使えます。

音声通話、チャット、Web会議、ファイル共有
これからの働き方に必要なコラボレーションツール

繋がりたいときに、すぐに繋がる豊富なコミュニケーションツール。
これまでの働き方から大きくスピードアップします。

日本の働き方にフィットする
コミュニケーションプラットフォーム

日本のオフィスに欠かせないオフィスの固定電話ともスムーズに連携。
内線通話はもちろん、PCやスマホからオフィスの電話回線を使えます。

※連携するキーテレフォン/PBXによって使える機能は異なります。

※連携するキーテレフォン/PBXによって使える機能は異なります。チャット

プレゼンスWeb会議

音声通話

ファイル共有

オンプレ
キーテレフォン
/PBX連携

 日本の働き方にフィットする、クラウドとオンプレキーテレフォン/PBXのハイブリッド構成

 UNIVERGE BLUEで提供するコラボレーションツール

公衆網

公衆網

OFFICE PUBLIC・HOME

オンプレ
キーテレフォン/PBX

内線電話機

オフィスの電話回線への
着信を、PCやスマホに
転送可能

UNIVERGE BLUEと連携可能な
キーテレフォン/PBX

UNIVERGE
Aspire WX

UNIVERGE
SV9500CT

音声通話を行うことが多い方へ、
UNIVERGE BLUE専用の
電話機もご用意しています。

DT900S
シリーズ

オフィスの内線電話機
との内線通話が可能

PCやスマホから
オフィスの電話回線を
使って発信可能

オフィスの電話回線の
ダイヤルイン着信に
応答可能

どこにいても、
PCやスマホと
チャットやWeb会議、
音声通話が可能

UNIVERGE BLUEは、チャット、Web会議、ファイル共有といったコラボレーションツールに加え、日本のオフィスに欠かせないキーテレフォン/PBXの内線
電話機ともスムーズに連携し、場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現します。

● PC、スマホ、内線電話機で内線通話が可能

● プレゼンス表示で、今つながる人が
　 ひと目でわかる

● 1対1のダイレクトメッセージと、
    グループで会話する
    チャンネルでチャット
    ができる

● Web会議中にファイルを表示し、
    複数人で画面に直接書き込める

● 会議参加者は共同でメモを
    書くことができ、
    会議終了後に
　 自動でメール
　 配信される

● 常に最新のファイルを、PCやスマホから
    オンラインで利用できる

● Webリンクで外部メンバーへも
    大容量のファイル転送ができる

PCやスマホ間はもちろん、オフィスにあるキーテレ
フォン/PBXの内線電話機とも内線通話ができます。

オフィスへの着信をPCやスマホに転送できるので、
テレワーク環境でも電話応対業務を行えます。

PCやスマホからでもオフィスの電話回線を使って外部へ発信
できます。その際、発信者番号はオフィスの電話番号が通知されます。

UNIVERGE BLUEのベースとなるツールで、
プレゼンス表示、音声通話、チャット機能が使えます。

● オフィスへの着信をPCやスマホに転送 ● オフィスの電話回線を使って発信

UNIVERGE BLUE MEET  | ユニバージュ ブルー ミート
Web会議のためのツールです。
PCやスマホから、どこからでも会議に参加できます。

UNIVERGE BLUE SHARE  | ユニバージュ ブルー シェア
ファイル共有とファイルバックアップのツールです。 
どのデバイスからでも最新ファイルにアクセスできます。

● PCやス
● その際
携帯電話

● 保留・転
オンプレ
スマホや

オンプレ

※連携する

リンクで外部メンバ へもでメモを




