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浮かびます。世界的にも、一つの花が咲くのをこんなにも

国中で待ち焦がれることはあまり例がないそうで、サクラが

日本でどれだけ長く大勢の人から愛されてきたかを垣間見れ

るような気がしました。

今年は五月から、いよいよ新しい元号も始まります。気持ち

を新たに、春のエネルギーを感じながら穏やかに健康に過ご

しましょう！

本誌は今後も製品の最新情報はもちろん、会社の取り組み

などのコンテンツを充実させながら、皆様のお手元へお届け

いたします。

本誌を読んでのご感想・ご意見も是非お聞かせください。

次号もどうぞ、お楽しみに。

（編集：マーケティング部）

陽春の候、新しい門出をお祝いするかのように色とりどりの

花が咲き乱れる季節に入りました。真新しいスーツに身を

包み、若さとエネルギーを蓄えた新社会人の姿を見ると、今

まさに咲こうとする花のつぼみを思い起こさせて、見ている

だけでとても清々しい気持ちになります。

先日とある外国人の方から「サクラフブキって何？」と尋ね

られました。フブキ…吹雪…snowstorm、blowing snow、

driving snow …間違いがないよう辞書で確認しても、あの

何とも形容しがたい、サクラの花びらが乱れ舞い散る美しい

さまを、単純に吹雪として表すには少し足りないような気持ち

になりました。

調べてみると、日本にはサクラを表す表現が本当にたくさん

あることに驚かされます。花曇り（はなぐもり）、零れ桜（こぼ

れざくら）、薄桜（うすざくら）、花霞（はながすみ）、飛花（ひか）。

どれも日本人の心をキュッとさせる繊細で美しい情景が目に

編 集 後 記

ご感想・ご意見をお待ちしております

本誌をご覧いただいたご感想・ご意見をお聞かせください。
ご感想やご意見はこちらのQRコードからご投稿ください。
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https://media.oceanbridge.jp/form/OBMenquete
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新しい「令和」の時代が始まります

応募期間：2019年4月23日（火）～5月31日（金）

アンケートにお答えいただくと、抽選でオーシャンブリッジのグッズが当たります！

オーシャンブリッジマガジンでは、今後も皆様の役に立つ情報を

お届けし、初めて読んでいただく方にも、長くご愛読いただいている

方にも楽しんで読んでいただける誌面作りを目指します。

Web ページ上でアンケートにお答えいただき、ぜひ皆様のご意見・

ご感想をお聞かせください。

ささやかではありますが、アンケートにご協力いただいた方の中から

抽選で、オーシャンブリッジのグッズをプレゼントいたします。

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

右のQRコードからアクセス▶

Web 上でキーワードで検索

以下のURLをブラウザのアドレスバーに入力

https://media.oceanbridge.jp/form/obmagazine6th

オーシャンブリッジマガジン　アンケート

2019年4月1日、平成に代わる新しい元号「令和」が発表されました。
新たな時代の幕開けに、期待で胸を膨らませる方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。

平成25年の創刊以来、季刊誌として発行してまいりました『OceanBridge Magazine（オーシャンブリッジマガジン）』も、今号で24号となります。
バックナンバーを読み返しながら改めて平成を振り返りますと、インターネットやスマホの普及、働き方改革など、改めて平成という

時代がテクノロジーの進化により大きな変革を遂げた時代であったか良く分かります。

新しい元号の開始に合わせ、弊社も気持ちを新たにこれまで以上に皆様に楽しんで読んでいただける誌面作りを目指していきたいと存じます。
今後とも変わらぬご支援よろしくお願い申し上げます。

※お客様からご提供いただいた個人情報は、弊社ホームページ「個人情報の取り扱いについて」記載の内容に基づき、収集目的の範囲内で利用すると

ともに適切な方法で管理し、特段の事情がない限りお客様の承諾無く第三者に開示・提供することはありません。

※プレゼントは厳正なる抽選の上、2019年 6月以降、当選者にのみに送らせていただきます。

創刊号（平成25、夏号） 5号（平成26、夏号） 8号（平成27、春号） 13号（平成28、夏号）

16号（平成29、春号） 118号（平成29、秋号） 21号（平成30、夏号） 24号（平成31、春号）

オーシャンブリッジ

マガジンについて

ご意見をお聞かせください

オーシャンブリッジ

マガジンについて

ご意見をお聞かせください

オーシャンブリッジ

マガジンについて

ご意見をお聞かせください

キャンペーン（アンケート）のご参加方法

参加方法

1

参加方法

2

参加方法

3

オーシャンブリッジ マガジンオーシャンブリッジ マガジン
アンケートに答えてプレゼントを当てよう！

キャンペーン

記念すべき第1号。
ビッグデータの活用に高い注目が集
まり始めた頃でした。

情報セキュリティにまつわる脅威が
拡大。サイバー攻撃対策などが話題に
なった年でした。

クラウドファーストが浸透し、事業者
間で激しい競争が行われた頃でした。

IoTが広く認知され、VRやロボット
にも注目が集まるようになりました。

AIやRPAなどの様々な先端技術が
市場を賑わしました。

政府が推奨する「テレワーク・デイ（第
1回）」に、900団体以上、約6.3万人
が参加しました。

経済産業省が、デジタルトランス
フォーメーション（DX）推進に向けた
ガイドラインを発表しました。

オーシャンブリッジ　マガジン　バックナンバーOceanBridge Magazineのバックナンバーは、Web上でご覧いただけます。

おかげさまで6周年！
これからも、たくさんの方に
楽しんでもらえる誌面作りを
目指して頑張ります。

2 OceanBridge Magazine Vol.24 OceanBridge Magazine Vol.24 3
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日本市場における豊富な実績と強固な事業基盤
これまで米国製、英国製、スロベニア製、オランダ製を中心に、サーバーソフトウェア、デスクトップソフトウェア、クラ
ウドサービスなどを数多く立ち上げてきました。
これらソフトウェアや IT サービスを、50 社を超える国内パートナー企業との販売・技術・マーケティング面でのアライアンス
を通じ、大手企業を中心とする数万社のエンドユーザー企業に対して販売し、サポートを提供しています。
こうした豊富な実績と強固な事業基盤を活かし、今後も続々と新しい ITツールを海外から発掘し、日本市場に提供していきます。

オーシャンブリッジのバリュー
海外のテクノロジーと日本の顧客ニーズを結び付ける最適なシナリオを構築できるのが、オーシャンブリッジのバリューです。
海外の IT ベンダーに対しては、テクノロジーと日本市場を最短距離で結び付ける、事業戦略・マーケティング戦略・販売戦略
などの事業展開シナリオと、広範なパートナー＆顧客ネットワークにより、スピーディな事業立ち上げ・収益拡大を実現
します。
国内のパートナー企業に対しては、システム連携によるソリューション構築や共同マーケティングなどを通じた、海外の最新
テクノロジーと自社ビジネスを結び付けるための協業シナリオにより、新たなビジネスチャンスをもたらします。
国内のエンドユーザー企業に対しては、海外発の最新ソリューションにより業務課題を解決し、投資対効果をあげるために、
ニーズに合わせた活用提案や、ケーススタディなどの様々な活用シナリオを提供します。

ビジネスモデル
海外製のソフトウェアや IT サービスを発掘・ローカライズ（日本語化）し、日本市場に合った形で国内パートナー企業との
アライアンスを通じて、幅広くエンドユーザーに販売しています。製品選定の基準は、私たち自身が1ユーザー、1ビジネス
パーソンの視点で「これは便利！」「ぜひ使いたい！」と心から思えるかどうか。
そうした本当に“つかえる” IT ツールを、幅広いパートナーネットワークと安心のサポート体制を通じて、日本市場に提供
しています。

海外には、日本でまだ知られていないソフトウェアや IT サービスが数多くあります。
オーシャンブリッジはその中からお客様に喜ばれる本当に便利でユニークな製品を見つけ出し、

日本のお客様に最適なかたちでお届けします。
海外のテクノロジーと日本市場をつなぐ「架け橋」として、日本の産業に貢献していきます。

海外

海外ITベンダー

海外ITベンダー

カナダ
アメリカ

マーケティングパートナー
約20社

販売パートナー
約30社

提供

協業

イギリス

スロベニア

エンドユーザー
15,000社
以上

国内

● パートナーネットワーク
● テクニカルサポート
● マーケティングノウハウ

● 事業開発
● ローカライズ（日本語化）

● 日本市場のニーズ理解
● 事業戦略立案
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オーシャンブリッジの
”つかえる”ソフトウェア＆サービス

主要海外 IT ベンダーと主な取り扱い製品

4 OceanBridge Magazine Vol.24 OceanBridge Magazine Vol.24 5

オランダ

離れた場所の PC 同士で画面共有を行う「ワン
タイム接続」、遠隔地にあるサーバーや出先で
iPhone や iPad などから社内の PC に接続可能
な「常駐接続」、複数のユーザー間で画面共有や
チャットが可能な「Web 会議」を 1つのライセ
ンスで利用できるリモートコントロールツール
です。セキュリティポリシーに合わせてオンプ
レミス、プライベートクラウド、パブリッククラ
ウドの 3つのライセンスを選択できます。

容量の大きいMicrosoft Office、JPEG、PDF
ファイルなどをファイル形式はそのままに、
最大 50 分の 1 に圧縮するソフトウェアです。
用途に合わせてデスクトップエディション、
ファイルサーバーエディション、ソフトウェア
開発キット（SDK）で展開しています。

AO大判長尺の TIFF や HPGL など様々な形式
のファイルを高速表示し、スムーズな操作性と
業務効率化に特化した機能が備わっている
ビューアです。Brava Desktop、Brava サー
バー連携版のエディションで展開しています。
Blazon はあらゆるフォーマットを自動変換
するマルチフォーマットコンバータです。

簡単に安心してすぐにつながる Web 画面共有
ツールです。ソフトウェアのダウンロードや
インストールが一切不要で、ブラウザさえあれば
いつでも手軽に対象の Web ページのみを画面
共有できます。テキストチャットの他にビデオ
チャットも標準で搭載されており、双方向での
円滑なコミュニケーションが可能です。

ワンタイム＋常駐接続で使えるリモートコントロール

画面共有ツール

データ圧縮ソフト

高速・多機能ビューア
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”つかえる”ソフトウェア＆サービス

主要海外 IT ベンダーと主な取り扱い製品
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離れた場所の PC 同士で画面共有を行う「ワン
タイム接続」、遠隔地にあるサーバーや出先で
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な「常駐接続」、複数のユーザー間で画面共有や
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ビューアです。Brava Desktop、Brava サー
バー連携版のエディションで展開しています。
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するマルチフォーマットコンバータです。

簡単に安心してすぐにつながる Web 画面共有
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チャットも標準で搭載されており、双方向での
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2日間の会議を終え、最終日はNeuxpower Solutions 社の全社員
が参加して夕食会を行いました。タワーブリッジ付近にある
Neuxpower Solutions 社のメンバーがお気に入りのインド料理の
レストランに行き、スパイスのきいた料理を存分に楽しみました。
今回の滞在では、互いのビジネス状況の共有や製品に関する
ディスカッションなどをメインの目的としていましたが、実際
に会って会話することで信頼関係をさらに深めることができ、
非常に有意義な出張となりました。

日本からイギリスのヒースロー空港までは、約12時間
のフライトです。「NXPowerLite」の開発元である
Neuxpower Solutions社とは、日々メールやチャット、
Web会議などで密接にやり取りを行っていますが、エン
ジニアを交えて実際に面と向かって話し合うのはほぼ
初めてだったので、道中は期待と緊張が入り混じった
気持ちでした。ヒースロー空港からロンドン中心部へは、
ヒースローエクスプレスという列車で15分ほど移動し
ました。

オーシャンブリッジは、海外のテクノロジーと日本市場を
つなぐ「架け橋」をミッションとしています。お客様により
満足のいく製品をご提供できる「架け橋」となれるよう、
Neuxpower Solutions社と協力して一層努力に励んでま
いりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ロンドン市内を流れるテムズ川にかかるタワーブリッジです。
今も現役の跳開式の可動橋ですが、出張中は残念ながら橋が
開くところは見れませんでした。
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11月末のロンドンは平均気温が10℃を下回ると
聞いていましたが、到着した日も風が強かったこと
もあり、とても寒く感じました。ロンドン中心部に
は17時ごろに到着しましたが、すでに日没を迎え、
辺りは暗くなっていました。

ロンドン塔付近の屋外アイススケート場です。老若男女多くの
人でにぎわっていました。世界遺産を背景にアイススケート
が楽しめます。

今回は寒い時期のロンドンを訪問しましたが、ぜひ今度は夏の
時期にプライベートで観光に行きたいです。

Neuxpower Solutions社は、全社員が在宅勤務を行って
いるため、オフィスを構えていません。月に数回、ロンドンの
ターミナル駅の1つであるウォータールー駅付近の貸会議室
で、全員で顔を合わせながら会議を行います。この貸会議室
には共有スペースがあり、自由に紅茶やコーヒーを飲むことが
できます。紅茶はなんと6種類も用意されおり、さすが紅茶
の国イギリスだと感じさせられました。

会議では、日本のビジネス状況の共有のほかに、現在開発中の
動画ファイルの圧縮を行う新製品（NXPowerLite ビデオ）
の最終確認や、今後もユーザーの皆様により良いサービスを
ご提供できるよう、既存製品の改善要望の共有などを行いま
した。開発元のメンバーと直接顔を合わせて会話することで、
カメラやマイクを使ったWeb会議よりも活気のある率直な
ディスカッションができました。

海外出張レポート
～ NXPowerLite 開発元（イギリス）訪問～

Neuxpower Solutions社 訪問3

昨年 11 月、代表取締役社長・中田と、製品主幹・他谷の 2名で英国（ロンドン）

に渡り、データ圧縮ソフト「NXPowerLite」の開発元である Neuxpower 

Solutions 社を訪問しました。今後のリリース計画や製品改善などの議題を

中心に積極的に現地で交流し、情報共有をすすめて参りました。

最終日に感じたこと4

ロンドン市内2
ヒースロー空港へ1
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オーシャンブリッジの活動

全員がペラペラというわけではありません。社内に英語の得意な社員は大勢おりますが、

そのほとんどは日本で普通に中学から英語の勉強を開始しており、いわゆる帰国子女

ではありません。オーシャンブリッジでは、社員が日々の業務を通じ、各自がそれぞれに

工夫しながら語学スキルを磨いています。

オーシャンブリッジで働く社員は、海外製品の取り扱い

を通じて他国のパートナーとビジネスを行うという

貴重な機会をいただいております。

日本を代表して海外の人たちと信頼関係を構築すると

いうグローバルな視点を持ちながら、今後も自分たちの

能力を活かし成長し続けられるよう努力していきます。

現在オーシャンブリッジでは、イギリス、オランダ、カナダ、スロベニアの4ヵ国の

製品を取り扱っていますが、基本的に海外パートナーとは英語で仕事をしてい

ます。時差があるため、基本的にメールやSNSツールを使ってやり取りを行い

ますが、状況に応じてチャットやWeb会議を行い、リアルタイムで会話をしな

がら一緒に仕事を行うこともあります。

重要な契約の締結など、顔を合わせたコミュニケーションが必要な場合は海外

出張に行くこともあります。海外パートナーが来日した際は、日本について色々

な質問を受けるので、英語よりもむしろ日本の正しい知識や最近の流行を勉強

しています。

海外パートナーとは何語で仕事をしているの？

オーシャンブリッジの社員は全員英語がペラペラなの？

社内SNSグループ「OB Labo（海橋成長支援研究

所）」では、スキルアップに役立つ情報や、社内外の

研修に関するお知らせが随時公開されます。

年度の変わり目は特に新しいことに挑戦したくなる

情報に溢れています。

社内SNS（海橋成長支援研究所）3

技術部メンバーが活用している社内SNSグループ

「みんなで技術英語」では、海外パートナーとの日々

のやりとりを通じて得られたテクニカル・ライティ

ング特有の言い回しやフレーズ、単語などをメモ

して皆で共有しています。

実務を通して皆で情報を共有することで、継続的に

スキルアップを図ることができます。

社内SNS（みんなで技術英語）4

面白そうな研修を見つけるとワクワクします。

最新のIT技術の知識習得にも役立ってます。

オーシャンブリッジでは年1回、全社員を対象に社内で

TOEIC（Listening & Reading）の試験を実地しています。

1月に実施されることが多いため、新年に向けて気持ちが

引き締まります。

年1回のTOEIC試験5

BB CC
AA

～オーシャンブリッジ、語学学習への取り組み～～オーシャンブリッジ、語学学習への取り組み～

「つかえるITを、世界から」をミッションに、海外にあるユニークで便利なIT製品をご案内しているオーシャンブリッジ。

今回は語学に関して、お客様からよくいただくご質問にお答えします。

インターネットが普及し、ボーダレスな取引が

加速しつつある今日、海外パートナーと対等に

信頼関係を構築しながらビジネスを行うため

には、やはり英語の学習は必須といえるでしょう。

オーシャンブリッジでは、社員一人一人が仕事

を通じて英語のスキルアップを図る取り組み

や、学習を応援する制度があります。

次のページでは、その一部をご紹介します。

社内でどんな取り組みをしているの？

社員のスキルアップの研修や、資格支援の費用を会社が

「9割」負担する制度です。

語学以外でも申請できますが、現在は英会話（通学・オンライ

ン）やTOEICなどに活用する社員が多いようです。

能力開発申請1
推奨する資格試験に合格すると、会社から報奨金が支給

される制度です。

TOEICでは「Listening & Reading」「Speaking & 

Writing」で一定スコアを超えると、報奨金が支給されます。

資格取得報奨金制度2

勉強するモチベーションが上がります！定期的にTOEICを受験できるので助かってます。

OceanBridge Magazine Vol.24 OceanBridge Magazine Vol.248 9
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Writing」で一定スコアを超えると、報奨金が支給されます。
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勉強するモチベーションが上がります！定期的にTOEICを受験できるので助かってます。
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２. 操作説明サービス 

操作方法がわからず、かつ口頭での説明だけでは問題の

解決が難しい場合に、リモート接続を行って同じ画面

を共有し、操作を見せながら説明します。

既存のネットワーク設定の変更やVPNソフトは

不要！

ISL Light上からRDP接続、SSH接続によるセッ

ションが実行可能になりました。

常駐モジュールをインストールしていない端末にも

接続可能になりました。

（ISL Onlineのセッション内にRDP/SSH通信を

通しゲートウェイ端末経由で対象端末に接続します）
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ワンタイム＋常駐接続で使えるリモートコントロールツール

製品導入事例
株式会社エス・エム・エスサポートサービス 様

株式会社エス・エム・エスサポートサービス 

介護経営支援グループの皆様にお話を伺い

ました。

リリース内容および製品の詳しい情報は、Webページをご参照ください。 ISL リリースノート

これらのサービスは主に体験期間中のユーザーに対して提供

しています。カイポケの導入において、PC操作に不慣れな方

や、保険請求事務が初めての方などに対して十分なメリット

を感じていただくことを大切にしています。現在コールセン

ターでは、「データ移行サービス」と「操作説明サービス」を

合わせて月間で数百回リモートサポートを提供しています。

ー コールセンターにおけるISL Onlineの意義はどのよ
うにお考えですか。

正式に契約をいただいたお客様へのサポートに加え、体験期間

中のお客様へのサポート品質を高めることで「カイポケの

ご利用につなげる」効果があると考えています。正確な情報を

把握しているわけではないのですが、ISL Onlineによってお客

様に負担をかける事なく確実なデータ移行を終える事で、ス

ムーズに体験のスタート地点に立ち、助走段階より先に進むこ

とのできたお客様は、引き続きカイポケを利用したいと考えら

れると思います。本来の意味での体験期間を過ごし、カイポケ

の価値を評価することに注力することができているからだと

考えます。その意味で、ISL Onlineは体験ユーザーの成約率を

高めることに貢献しています。コールセンターが自社サービス

のマーケットシェア拡大の一役を担っているということは、

応対をするオペレーターたちのやりがいにも繋がっています。

2月28日、「セキュアなテレワーク」を実現するために機能を

強化した最新版をリリースしました！

ますます便利で使いやすくなるISL Online。

今回は実装された新機能の一部をご紹介いたします。

ー 現在ISL Onlineをどのように使われていますか。

当社は、エス・エム・エスグループが運営するサービスをご

利用いただく医療・介護業界の事業者や従事者、求職者の

方々へのサポートを行うコールセンター機能を担ってい

ます。主力サービスの1つが「カイポケ」で、ICT活用による

介護事業者の経営・業務の効率化や働き方改革をサポート

するクラウドサービスです。

W h a t ' s  N e wW h a t ' s  N e w

セキュアテレワーク セキュアゲートウェイ

Windows/macOSのパスワードの使用 優先入力言語の自動選択

Windows OSへの接続時に、サウンドの共有が可能

になりました。

アクセスパスワードの代わりに、常駐モジュールを

インストールした端末のWindows/macOSユー

ザーを使用した接続が可能になりました。

セキュリティ強化のため、2048ビットRSA暗号鍵

に対応しました。

接続先への文字入力時、優先する入力言語を自動

で選択するようになりました。

（接続元の IMEの設定が日本語の場合、自動で接続

先の IMEを優先して接続を行います）

サウンド共有 2048bit RSA暗号鍵対応 ISL Onlineは、主にカイポケのユーザー向けリモートサ

ポートに用いています。具体的には以下の２種類のサービス

を用意しております。

接続する側

接続される側

ファイアウォール

接続する側 接続される側

ISL Online サーバー
ISL Conference Proxy

ファイアウォール

RDPによる
画面共有

ISLによる
接続

１. データ移行サービス 

ご希望されるお客様に対してデータ移行作業を代行

しています。

ISL Onlineによって、コールセンターが契約中のお客様サポートだけでなく、

自社サービスの成約率向上にも貢献できるようになりました
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2019年3月12日に「Brava for FileServer 16.3.3.1」をリリースしました。新機能および強化点をご紹介します。

Brava for FileServer
最新バージョンリリース
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ファイルサーバーをWebポータル化する文書共有ソリューション

Windows Server 2016に対応
サーバー OSとして、Microsoft Windows Server 

2016をサポート対象に追加しました。また、Office

ファイル変換に使用するアプリケーションとして、Office 

2016（32bit）をサポート対象に追加しました。

特に重工業業界や自動車業界など大判長尺『図面』を扱う製造業の設計現場の方々、
生産部門や品質管理部門の方々におススメのファイルビューアです。

スマートUI
HTMLビューアの表示種別に「スマートUI」を追加しました。

見た目にわかりやすく、直観的に、様々なデバイスで共通

してご利用いただけます。

無料遠隔デモンストレーション実施中

Brava製品は現在、弊社リモートツール（ISL Online)を使用して、オンラインで無料の製品説明を行っております。

インターネットに繋がるPCと電話さえご用意いただければ、どこからでも遠隔デモにご参加いただけます。

製品の詳しい情報は、Webサイトをご覧ください。 Brava ファイルサーバー

Brava for FileServerとは？Brava for FileServerとは？

ファイルサーバーに保存した文書や図面ファイルを、

ファイルサーバーのフォルダ構造のままWebポータル

に変換して公開するソリューションです。オリジナル

ファイルではなく、表示専用に変換されたデータを閲覧

するため、テキストコピーや印刷、またはダウンロード

などを禁止でき、iPadや各種ブラウザで閲覧が可能です。

標準機能として
全文検索エンジンを実装
従来は、別途検索エンジンをご用意いただく必要がありま

したが、最新版では全文検索が可能となる検索エンジンを

標準で搭載しました。これにより、ファイルサーバー上に

ある大量の文書の中から指定した文字列を含む文書を

簡単に検索し、ヒットした結果をBravaビューアで高速に

表示できるようになりました。

Brava Desktopに関する詳細は、製品のWebサイトをご覧ください。 Brava デスクトップ

ファイル比較

設計業務や製造現場において、
以下のようなお悩みはございませんか？

設計業務や製造現場において、
以下のようなお悩みはございませんか？

Brava Desktopなら・・・

高速表示

「閲覧」機能に特化しているため、価格を抑えて導入が可能

マウスでの直感的な操作が可能

高速・高精度な画面表示

Emailによる技術サポート※

バージョンアップ時の最新版プログラムの無償提供※

※保守サポート加入が必要です

「Brava  Desktop」が、その課題を解決します！「Brava  Desktop」が、その課題を解決します！

大判長尺ファイルでも
高速表示

DWG/DXF/DWF,HPGL
PDF/Officeも対応

人件費コスト削減を実現 差分をわかりやすく表示

A0サイズも
サクッ！と表示

TIFF/CAD/PDF
など様々な
形式に対応

検図マニュアル
規約改訂作業に

図面×テキスト
一発チェック

A0サイズも
サクッ！と表示

TIFF/CAD/PDF
など様々な
形式に対応

検図マニュアル
規約改訂作業に

図面×テキスト
一発チェック

a a’

図面の表示速度が遅く、
外注や委託先への修正
箇所の確認に時間がか
かる

標準搭載のビューアやフ
リーツールを使っている
ため、使い方などを都度
調べて対処することから
業務効率が低下している

使用しているツールが
多機能すぎて「図面を見
るだけ」のユーザーが使
いこなせない
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簡単に安心してすぐにつながるWeb画面共有
ツールです。
ソフトウェアのダウンロードやインストールが
一切不要で、ブラウザさえあればいつでも手軽
に対象のWebページのみを画面共有できます。

NXPowerLite ファイルサーバーエディションに関する
詳細は、Webページをご覧ください。 NXPowerLite ファイルサーバー

Web画面共有ツール

Surf lyとは

昨年7月に登場した、Web画面共有ツール「Surfly」。どんな機能があるの？どんな風に使えばいいの？という皆様の
声にお応えし、今号からSurflyの機能をピックアップしてご紹介します！

活用が期待できる企業例

2つのライセンス体系

お客様のご利用環境に合わせて、2種類のライセンスをご
用意しております。

ファイルサーバーエディション ベーシック

ファイルサーバーエディション ミニ

ご利用条件など、詳細はWebページをご参照ください。

一般的に「インバウンド」とは、お客様の問合せや相談を電話
で受ける業務を指しますが、Webページ上で同様のことが
できる機能がSurflyの「Webインバウンドコール」です。
Webインバウンドコールを活用すると、お客様がお困りの
ページから画面共有できるようになるため、お客様の心理的
な不安が解消されるほか、オペレーターもリアルタイムで
お客様の動きを確認しながら効果的にサポートできます。
Webインバウンドコールは、10数行のJavaScriptコード
をWebページに埋め込むことでご利用いただけます。また、
Webページ共通のフッターに設定することで、対象Web
サイトの全てのページからWeb画面の共有を開始できる
機能を追加できます。
Webインバウンドコールを使ってWeb画面の共有を開始

SaaSサービス提供会社

オンラインのみの店舗構成会社

Webインバウンドコール機能を活用することで、サポートの対応時間を大幅に短縮や、顧客満足度の向上が可能です。
Surflyは、2週間の無料体験版もご用意しております。ぜひこれを機会にお試しください！

すると、ブラウザ上のマウス操作（スクロール/クリック）
権限などはすべてお客様が持つことになります。
お客様の中には「画面共有を開始すると、オペレーターが好
き勝手に操作するのでは？」「不要なものまで勝手に購入さ
せられてしまうのでは？」という心配を抱える方も少なく
ありません。Surflyにはオペレーター側に操作権限を持た
せない設定もあるため、安心してご利用いただけます。
また、オペレーターがSurflyのサーバーにログインしたら
「Web共有画面ボタン」を表示させるという仕組みを作る
ことで、オペレーター不在時のお客様からのWeb画面の
共有開始を防ぎ、お客様に無駄な待ち時間を与えず、顧客
満足度の向上に貢献します。

Windows Server 2008/2008 R2の延長サポート期限（2020年1月14日）がいよいよ目前に迫っています。
1月15日に公開された日本マイクロソフトの発表によると、昨年12月時点の推計で、日本国内ではWindows 
Server 2008を搭載したサーバーが「48万台」、Windows 7を搭載したPC が法人で「1,600万台」、一般家庭で
「1,100万台」が稼働していると予測されています。
どの企業にとってもOSのサポート終了は頭を悩ます重要な問題です。とりわけ、毎日大量のファイルやデータが
蓄積され、頻繁に更新も行われるファイルサーバーについては、サポート終了後のセキュリティリスクだけでなく、
ハードウェアの老朽化による故障なども懸念されることから、これを機会に早急にリプレースやデータ移行を検討
されている企業様も多いご様子です。

サーバーのリプレースやデータ移行に向けた、ファイルサーバー内の
膨大なデータの整理・統合は、サーバー容量やネットワーク負荷の
問題に日々取り組まれている管理者の皆様に共通する重要な課題です。
NXPowerLite ファイルサーバーエディションは、サーバーリプ
レースや統合前にファイルを圧縮することで、データの移行時間を
短縮し、より小さな容量のサーバーで運用を開始できます。
サーバーリプレース時の移行時間やコスト削減、運用開始後のバック
アップやウィルススキャン時間の短縮、ネットワーク負荷の軽減などの
様々なメリットをもたらします。

サーバー・ストレージに関するお悩みを、手間をかけずに劇的解決！

ストレージ容量不足を解消 バックアップ・リストア時間
およびウイルススキャン時間の短縮 ネットワーク負荷の軽減

クラウド利用時のコスト削減 ファイルサーバーのリプレース
および統合の時間とコスト削減 iPadでの表示速度向上
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データ圧縮ソフト

ファイルサーバーエディションファイルサーバーエディション
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2 画面共有開始！画面共有開始！

お客様オペレーター

Webインバウンドコール機能第1回

コンタクトセンター

ECサイト運営会社

NXPowerL i te  
ファイルサーバーエディション
NXPowerL i te  
ファイルサーバーエディション は、
ファイルサーバーの 
リプレース・データ移行の
強い味方です！
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浮かびます。世界的にも、一つの花が咲くのをこんなにも

国中で待ち焦がれることはあまり例がないそうで、サクラが

日本でどれだけ長く大勢の人から愛されてきたかを垣間見れ

るような気がしました。

今年は五月から、いよいよ新しい元号も始まります。気持ち

を新たに、春のエネルギーを感じながら穏やかに健康に過ご

しましょう！

本誌は今後も製品の最新情報はもちろん、会社の取り組み

などのコンテンツを充実させながら、皆様のお手元へお届け

いたします。

本誌を読んでのご感想・ご意見も是非お聞かせください。

次号もどうぞ、お楽しみに。

（編集：マーケティング部）

陽春の候、新しい門出をお祝いするかのように色とりどりの

花が咲き乱れる季節に入りました。真新しいスーツに身を

包み、若さとエネルギーを蓄えた新社会人の姿を見ると、今

まさに咲こうとする花のつぼみを思い起こさせて、見ている

だけでとても清々しい気持ちになります。

先日とある外国人の方から「サクラフブキって何？」と尋ね

られました。フブキ…吹雪…snowstorm、blowing snow、

driving snow …間違いがないよう辞書で確認しても、あの

何とも形容しがたい、サクラの花びらが乱れ舞い散る美しい

さまを、単純に吹雪として表すには少し足りないような気持ち

になりました。

調べてみると、日本にはサクラを表す表現が本当にたくさん

あることに驚かされます。花曇り（はなぐもり）、零れ桜（こぼ

れざくら）、薄桜（うすざくら）、花霞（はながすみ）、飛花（ひか）。

どれも日本人の心をキュッとさせる繊細で美しい情景が目に

編 集 後 記

ご感想・ご意見をお待ちしております

本誌をご覧いただいたご感想・ご意見をお聞かせください。
ご感想やご意見はこちらのQRコードからご投稿ください。
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https://media.oceanbridge.jp/form/OBMenquete
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