
■商品の保証について ●TeleOfficeライセンスの利用期間は、契約によりご利用開始から1年間、3年間、5年間です。 ■商品ご使用について ●TeleOfficeサービスご利用の際には、インターネット環境が必要になります。
インターネット環境が十分に準備されない場合には、正しくサービスがご利用いただけない場合がありますので、ご利用に際しては、お買い上げの販売窓口にご相談ください。 ●取扱説明資料などの注意に従った正常な
使用状況でご利用ください。 ■カタログについてのご注意 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●Microsoft、 Windows、 
Microsoft .NET Frameworkは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●インテル、インテル Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation
の商標です。 ●Google、 Android、 Google PlayおよびGoogle Chromeは、Google LLCの商標または登録商標です。 ●Apple、 iPad、 iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。IOSは、
Ciscoの米国およびその他の国の登録商標であり、Apple Inc.がライセンスに基づき使用しています。iPhoneはアイホン株式会社の登録商標であり、Apple Inc.がライセンスに基づき使用しています。App Storeは、
Apple Inc.のサービスマークです。●Mozilla、 Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●BIG PADは、シャープ株式会社の登録商標です。●その他、製品名などの固
有名称は、各社の商標または登録商標です。 

■商品ご理解のために

スマートフォン・
タブレット端末から
でもご覧いただけます。

いつでもどこからでも「今」を共有する

電子黒板 タッチディスプレイ

https://jp.sharp/business/bigpad/

クラウド型 Web 会議サービス

https://www.sharp-sbs.co.jp/teleoffice/ 

®
※ フリーダイヤルサービスをご利用できない場合は、電話 : 043-299-8011

受付／対応時間 月曜日～金曜日（9:00～17:00）
＊土曜日・日曜日 祝日など弊社休日を除く

シャープ株式会社 ビジネスソリューション事業本部
ビジュアルソリューション事業部 国内営業部

●ご購入相談窓口

0120-015885

…
…

■価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、販売店に
　ご相談ください。もし、販売店でお分かりにならない
　ときは、左記におたずねください。
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シーバンスＳ館

クラウド型Web会議サービス
TeleOffice ライセンス

2019-12

タッチディスプレイ「BIG PAD」 / 
クラウド型Web会議サービス「TeleOffice」

TeleOffice 無料トライアル案内

SHARP BtoB Showroom のご案内

お貸出しID数

5ID
6ID以上での同時接続をご確認になりたい場合は、
営業担当までご相談ください。

シャープの法人向け事業の取り組みを最新のソリューションや商材を通じてご紹介いたします。BIG PADをはじめとするディスプレイ関連製品を一堂に展示。 
さらに場内には設置事例を具体的にご覧いただけるスペースや、さまざまな体験コーナーなど、具体的にご確認いただける場所を随所に設けています。
じっくりと、最適なソリューションを見つけ出していただけるショールームです。TeleOfficeもご体感いただけますので、ご予約のうえ、ぜひご来館ください。

インターネット接続環境、パソコン・タブレット端末・スマートフォン、 （USB接
続式）マイク・スピーカー・カメラなどの機材は、お客様にてご用意ください。

ご注意事項

https://www.sharp-sbs.co.jp/teleoffice/trial.html【無料トライアル申し込みWebサイト】

※ 無料トライアル使用期間：1ヶ月　※ この無料トライアルは予告なく変更または終了する場合がございます。

申込フォーム入力 トライアル事務局から連絡 申込用紙入力 トライアル開設 スタート

12面マルチディスプレイ＆8K再生システム

所在地 : 〒105-0023
　　　   東京都港区芝浦1丁目2番3号
　　　   シーバンスS館

開館時間 : 10:00 - 17:00

休館日 : 土・日・祝日・夏期・年末年始

▶ JR山手線、京浜東北線、東京モノレール
　 「浜松町駅」南口出口より、徒歩約7分

■アクセスマップ

▶ 都営地下鉄三田線、浅草線
　 「三田駅」A9出口より徒歩約8分

▶ 都営地下鉄浅草線、大江戸線
　 「大門駅」B2出口より徒歩約10分

▶ 新交通ゆりかもめ
　 「日の出駅」より徒歩約3分

H.10 #TEL1912
●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号
https://www.sharp-sbs.co.jp/
●詳細はお取扱い販売店もしくは下記弊社営業担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先
■札　幌 ： 011-641-5101
■仙　台 ： 022-288-8705
■千　葉 ： 043-299-8409
■名古屋 ： 052-332-2651
■大　阪 ： 06-6794-9618

■高　松 ： 087-823-4861
■広　島 ： 082-875-0220
■福　岡 ： 092-575-6410
■鹿児島 ： 099-253-6128

このカタログの内容は、2019年12月現在のものです。

SHARP BtoB Showroom　　https://jp.sharp/business/btob_showroom/

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

の詳細はこちらへの詳細はこちらへ



災害対策ハドルミーティング社内訓示テレワーク遠隔会議 営業同行 現場連携 教育研修 ペーパーレス会議

独自の資料共有技術
拠点同士の資料操作がリアルタイムに反映。端
末を選ばない共有書き込みや、資料操作で会
議をスムーズに進行。

遠隔コミュニケーションに改革を。

1 2

その他機能・サービスが充実
初期費用無料。インターネットにつながれば、お手持ちの端末で
さまざまな遠隔コミュニケーションが実現できます。

安心・安全重視のクラウドサービス
資料・映像の通信を暗号化し、ID＋パスワード
に加えて、端末認証によって不正なアクセスを
ブロック。

アイコンタッチ
で簡単操作

シーンで選べる
会議モード

司会者による映像
と音声の指定制御

全員・個別で
チャット会話

資料を選んで機密・
エクスポート禁止設定可能

会議ごとに資料保存
できるライブラリ

TeleOffice専用
コールセンター

無償バージョンアップ
で常時最新版に更新

大型 電子黒板
BIG PAD連動

速くて見やすい資料表示

いつでもどこでもコミュニケーション
自由自在に資料を操作

スマートデバイスでも「参加するだけ」ではなく「会議作成」が
でき、「主催者」として会議を開催することも可能

スマートデバイスで会議作成・開催

映像を確認している他拠点の指示を受けて、ピンポイントで写
真を撮影し、その場で資料共有が可能

その場でクィックアップロード

SSL/AESによる通信暗号化で「盗聴」や「データの改ざん」
を防止

通信を暗号化

会議リストと資料は開催者と参加者のみに共有され、資料ごと
の機密設定も可能

ID 単位のデータ管理

通信環境やマイク、スピーカー状況は、
インジケータで常時確認可能

拡大表示がほぼリアルタイムでクリアに表示
一覧メニューがわかりやすい

直感でアイコンをタッチ操作

特長3特長2特長1

スマート
デバイス

スマート
デバイス

「会議コストを下げたい」「会議をペーパーレス化したい」「テレワークを始めたい」「現場対応を迅速にしたい」
「オンラインセミナーを導入したい」　　　　　コミュニケーションの「したい」を実現しませんか？

スマートデバイスでも抜群の操作感
iOS・Android™・Windows搭載端末対応。
タブレット端末やスマートフォンがあれば、 
PCがなくてもすぐに会議を開催できます。

ツールバーにあるアイコンの
タッチで、ページめくり・拡大
縮小・書き込み・ポインター表
示などの資料操作が行えま
す。ツールバーは、上下左右の
任意の端に固定表示できるの
で、タッチパネルでの利用にも
最適です。

大きなサイズの資料や高精細画像をスピーディかつ鮮明に
拡大縮小し、書き込みを同期。参加者同士の同時書き込みや
個人だけの書き込みができ、書き込んだ資料は元の資料とは
別に、クラウド上に自動保存され、いつでも閲覧が可能です。

会議を継続できるように、ネットワークの状況に応じて最適
な画質と表示拠点数を自動調整します。また、拠点ごとに
マイクスピーカーの音量調整による良質な音声環境の設
定が簡単に行えます。映像のみを表示して、TV 会議として
もご利用いただけます。

発表（資料操作）権の取得、参加者の状況確認、会議資料
の切り替えや追加、画面共有など、会議のメイン操作は
メニューバーから行えます。

会議操作がひと目でわかる

ページめくり・資料切替・拡大縮小・書き込み・ポインター・テキ
スト入力・個別閲覧の強制同期

資料操作がすばやくスムーズに同期

共有書き込み・個人書き込み・個別に別資料を閲覧・会議中の
資料追加が可能

共有・個別の資料操作

元資料・共有書き込み資料・個人書き込み資料を個別に自動
保存し、会議終了後にいつでも閲覧可能

自動保存でペーパーレス

ページめくり・共有書き込み・個人書き込みなど、PC同様の資
料操作がシンプルタッチで可能

スムーズに資料操作
ID+パスワード認証に加え、初回の端末登録によって未登録端
末からのアクセスをブロック

ID+パスワード ＆端末登録



現場写真を共有し、情報を書き込んでいくことで、より精度の
高い情報共有が可能。 全拠点の状況をリアルタイムで更新。
本部にいる技術者や専門家が、映像や情報を元に指示を送る
ことでスピーディーで適切な対策が可能になります。

▶現場連携・災害対策

必要なメンバーでさっと集まり短時間で議論をする「ハドル
ミーティング」。最適なツールとして40V型/50V型 BIG PAD
と一緒にご活用いただけます。

▶ハドルミーティング
教室や会場に訪問せず、研修や授業への参加が可能に。離島な
どで参加困難な受講希望者も、別教室や自宅から受講いただ
くことが可能になります。

▶教育研修（学校、学習塾）

自宅やカフェなど、場所を選ばずに会議参加や社内配信、ホワ
イトボード共有といった会社とのコミュニケーションが可能に。
効率的に業務を進められる環境への整備につながります。

▶テレワーク

交 通 費 資　料＋

災害現場

TeleOfficeはクラウド型の「コラボレーションプラットフォーム」です。インターネット環境に接続でき
る端末さえあれば、いつでもどこからでもリアルタイムに情報を共有できます。

自　宅 カフェ

会　社

教室
（メイン会場）

別教室
（サブ会場）

災害対策
本部

被災状況を把握し
リアルタイムに対応

離れた場所との遠隔会議だけでなく、災害対策を含む現場との連携や双方向のやり取りが可能な
オンライン講座、専用端末を利用した店舗でのお客様案内の効率化など、幅広くご利用いただけます。

CLOUD

3 4

Web会議 オフィス、外出先など、さまざまなシ ーンで働き方を改革

活用用途
導入効果

音 声

映 像
資 料

画 像

拠点
会議室

作業現場 出張先

本社
会議室

オフィス用途 官公庁用途 リテール用途 教育用途

ハドルミーティングのイメージ
＋40V型 BIG PAD

専門家の的確な指示 最新状況の更新

現場写真の共有 状況の伝達

TeleOffice Web会議の特長

ご契約例 同時接続数：31 / 端末数： 300 / ユーザーID：300 / ディスク容量： 150GB
ルーム制ライセンス（#TOST12）×1 / ルーム拡張ライセンス（#TOST13）×4

ご契約例 同時接続数：11 / 端末数： 100 / ユーザーID：100 / ディスク容量： 50GB
ルーム制ライセンス（#TOST12）×1 

ご契約例
同時接続数：6 / 端末数： 50 / ユーザーID：50 / ディスク容量： 25GB
ルーム制ライセンス（#TOSTH61）×1　BIG PAD 40V型（PN-L401C）×2 

会議参加人数 : 出張（大阪）×1名 / 現地（東京）×2名

交通費＋資料準備にかかる費用＝49,900円/1回

印刷代：2,400 円
（@10円×80ページ×3名）

調整人件費：1,500 円
（時給3,000 円×0.5h）

新幹線：往復28,000 円
（片道14,000 円×2）

移動中の人件費：18,000 円
（時給3,000 円×3h×2）

年間24回 年間50回
49,900円×24回 49,900円×50回

2,495,000円1,197,600円

TeleOfficeで年間何回でも下記費用で会議が可能

400,000円

約65％
削減

約80％
削減

コスト削減の効果（試算）（税別）

東京-大阪出張
●定例会議
●グループミーティング
●フロア間の見える化
●面談

●登校困難な学生の授業参加
●セミナー
●情報交換会
●オンライン講座（塾）

●店舗専用端末での
お客様案内の効率化

●本部・店舗間や取引先と
の定例会議

●災害対策
●離れた拠点との連絡会
●外出困難な住民との連絡

ご契約例
同時接続数：16 / 端末数： 150 / ユーザーID：150 / ディスク容量： 75GB
ルーム制ライセンス（#TOST12）×1 / ルーム拡張ライセンス（#TOST13）×1

※2

※1

※1 費用は一例であり概算です。会議室に係るコストは含みません。　※2 端末や通信に必要な機器および、通信費、出張費は含みません。

ルーム制ライセンス
11同時接続・100ID

●コスト削減（移動に係るコスト、会議室確保に係るコスト、資料削減コスト）
●働き方改革（移動時間、作業時間の削減）
●コミュニケーションの活性、効率化（場所にとらわれない、遠隔地との双方向の情報共有）



部門会議

スマートな会議運営

CLOUD

会議のクラウド＆ペーパーレス化で経費をスリムに。元資料や書き込んだ資料は、自動保存機能でい
つでも閲覧が可能。会議情報の開示は参加者のみ。さらに、会議中のみ資料表示する機密設定も選
択できるので、役員会議や店長会議など重要な会議でも安心して使用できます。

❺ ❻

会 議 前
資料をアップロードするだ けのラクラク準
備。会議直前でもすばやく最新資料をアップ
ロード。

会 議 中
クラウド上の資料にメモを取って、手元はスッキ
リ。会議中でもアップロードで、不足資料や修正
資料を都度追加。同一資料の閲覧で、新・旧資
料混在による会議時間ロスの心配なし。

会 議 後
資料のクラウド保存で、ファイリング不要。個別
資料ダウンロード禁止＆会議外の閲覧禁止設定
で、機密文書のシュレッダー処理が不要。スマー
トデバイスで外出先からいつでも資料を閲覧。

ペーパーレス会議 会議のペーパーレス化で安全 にコスト削減

資 料 画 像

CLOUD

教育
・
研修

役員会議

一般的な
会議準備

TeleOffice
会議準備

あとはTeleOfficeで会議に参加するだけ資料をアップロードして会議作成

資料配布ホチキス止め印 刷

アップロード可能ファイル形式 .doc .docx .xls .xlsx .ppt .pptx .xps .rtf .pdf 
.txt .jpg .jpeg.png .gif .bmp .mp4 .mts .avi .wmv .mpg .mov .3gp
最大ファイル容量 100MB 最大ページ数 300ページ

※予備印刷代…予備・資料差し替えなどの予備印刷
　印刷代の25％

オフィスにおける各種会議から、建設現場の施工調整、大学や病院、官公庁での研修会など、
さまざまなシーンでご利用いただけます。

活用用途

●部門会議・企画会議・役員会議
●社内研修・社内教育
●オフィススペースの有効活用
●災害対策

オフィス用途

●現場定例会議・職長会議
●施工調整会議

製造・建設現場用途

●（大学）研究室・教授会
●（小中高）職員会議
●授業の予習、復習

教育用途

TeleOfficeペーパレス会議の特長

大幅な時間削減、コストダウン

導入効果 紙媒体を削減するとデスク周りが
スッキリしてオフィスの環境が改善されます

会議参加人数：12名 / 会議資料：A4サイズ・カラー・30ページ×12名

印刷費用＋作業人件費＝8,700円/1回

予備印刷代：900 円
(3,600円×25％)

印刷代：3,600 円
（@10 円×30 ページ×12名）

配布・諸経費：1,500 円
（時給3,000 円×0.5h）

会議終了後の資料メール送信など：900 円
（時給3,000 円×0.3h）

印刷・ホチキス止め：1,800 円
（時給3,000 円×0.6h）

年間50回 年間70回
8,700円×50回 8,700円×70回

609,000円435,000円

TeleOfficeで年間何回でも下記費用で
ペーパーレス会議が可能 

 110,000円

約75％
削減

約80％
削減

コスト削減の効果(試算)（税別）

資 料
映像/音声

CLOUD
画 像

iOS・Android™・
Windows搭載
端末対応

※2

※1

※1 費用は一例であり概算です。　※2 端末や通信に必要な機器および、通信費、出張費は含みません。

ペーパーレスライセンス
10ID

追加で共有したい資料、写真も会議中に
クラウドにアップロードが可能。メール等
でやり取りをする必要はありません。

一般的な会議準備に比べ、TeleOfficeは印刷やホチキス止め、資料の事前配布など必要なく、資料をアップロードし、会議に参加する
だけ。また印刷費用や作業員の人件費等、時間とコストの削減が可能です。

▶会議がはじまってからでも
　資料をアップロード

発表者のページめくりや拡大縮小など
資料操作をスムーズに参加者に同期。
参加者ごとの個別操作も可能。

▶紙をめくっている感覚で
　資料がスムーズに同期

●会議前後の資料への書き込み機能
　会議開催前に事前に資料への書
き込みができるので、発表前など
に、自分だけのメモを追記しておく
ことも可能です。
●複数資料表示機能
　クラウド内にある複数の資料を同
時に表示することができるので、
会議中に別の打ち合わせ資料の
閲覧、比較などが可能です。

印刷費用 資　料＋

ペーパーレス ライセンス専用機能

●コスト削減（資料準備の時間コスト、資料印刷コスト、資料廃棄コスト）
●書類整理の手間削減
●情報の漏えい防止
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クライアント要件

制限事項

①Windows® PC
●OS： Windows®7、Windows®8.1, Windows®10
●CPU： インテル® Core™ i5 2.3 GHz以上（推奨）
●メモリ ：4GB以上（推奨）
●画面サイズ： WXGA（1280×800）以上(推奨)
●必須コンポーネント： Microsoft .NET Framework 4.5 以降
●アプリケーション： お客様専用サイトよりダウンロードしてインストール
②ブラウザ版クライアント
●Google Chrome、Mozilla Firefox

●認証プロキシサーバーはNTLM認証（Windows統合認証）、Basic認証、Digest認証に対応しています。
●3G・4G/LTE/Wi-Fiなどの無線回線を経由して接続いただく場合、電波状況によって接続が不安定になる場合があります。
●通信帯域は、1端末あたり（上り/下り） 1Mbps/2Mbpsを確保することで快適にご利用いただけます。

③Android™（タブレット端末/スマートフォン）
●OS： Android 5.0以降（推奨）
●CPU：ARM系CPU（推奨）
●対応機種： 上記OSが動作する機種
●アプリケーション： Google Playよりダウンロードしてインストール
※端末やシステムによってクライアントの動作性能が左右されますので、事前の動作確認をお勧めいたします。
④iOS®（iPad/iPhone）
●OS：iOS® 9.0以降
●対応機種： iPad Air以降、iPhone 6 以降推奨
●App Storeよりダウンロードしてインストール

サービス形態
対応言語
1会議あたりの最大参加者数

サービス条件

製品名

会議の
スケジューリング

セキュリティ

会議資料

会議内ツール

ビデオ会議機能

その他

対応クライアント

料金体系

ルーム制ライセンス

クラウドASP（個社別のサーバURLを割当）
TeleOffice ルームライセンス

・日本語・英語・中国語（簡体）
250接続　最大8画面表示

定額制　初期費用なし　年額制
ルーム制ライセンス ： 同時1１接続　100ID　資料保存容量50GBまで
ルーム制拡張ライセンス(※) ： 同時5接続追加　50ID追加　資料保存容量25GB追加
(※) 基本ルームに追加するライセンス
(※) 最大250同時接続（個別契約により更に拡張可能）

● ①参加者が自由に設定変更ができるインフォーマル会議 ②主催者がコントロールするフォーマル会議
● ①管理者が登録したユーザの組織別アドレス帳 ②個人毎のグループ ③お気に入り

○（Windows版のみ）
○（iOS,Androidはダウンロード不可）

●
●
●
●
●

○（Windows版のみ）
●（テナント単位の設定　要申込）

●
●

○（オプション料金）
○（オプション料金）

クラウド上に任意の期間保存  ※申込み時に保持期間を設定します。
.doc .docx .xls .xlsx .ppt .pptx .xps .rtf .pdf .txt .jpg .jpeg .png .gif .bmp .mp4 .mts .avi .wmv .mpg .mov .3gp

●
●

○（iOS,Androidはダウンロード不可）
アップロード可能容量：1ファイル100MB 最大ページ数：300ページ 契約の容量まで保存可能 ※ルーム制11同時接続契約の場合50GB

○（ホスト：Windows版のみ　表示：全プラットフォーム）
●
●
●
●
●
●

●（個人ノートの記入は可能）
●
●
●
●
●

●（フローティングモード、固定モードの選択が可能）
●（複数人が同時に利用可能）※ポインターに参加者名の表示可能

●（ペン入力（線の太さ、色の変更が可能）、半透明ペン、図形ペンに対応）※拡大縮小可能
●（１つのテキストボックスを、複数人で同時に編集可能）※拡大縮小可能

○（Windows版のみ）
●

○（Windows版のみ）
○（Windows版のみ）
○（Windows版のみ）

消しゴム、スクリーンキャプチャ、図形選択、拡大縮小、フリーズペイン、アンドゥ、リドゥ
1280×720

①Windows版：8画面※上り1Mbps/下り2Mbps
　　　　　　　4画面※上り250Kbps/下り500Kbps
②iOS版：４画面
③Android™ 版：4画面
※最大表示数は、ネットワークの状況やＰＣのパフォーマンスによって変動します。
※画面数を超える接続がある場合、最後の話者が優先して表示されます。（話者優先モードの場合）

①送信最大250Kbps／受信最大500Kbps ②送信最大1Mbps／受信最大2Mbps ※申込み時に左記いずれかを設定します。
①話者優先モード ②指定切替モード  ※順序指定／発表者優先が選択可能

○ （ビデオ会議の映像と音声をサーバで録画） ※申込み時にテナント単位で設定します。（オプション料金）
○ H.323準拠のテレビ会議システムとビデオと音声接続が可能  ※申込み時にテナント単位で設定します。（オプション料金）

iOSやAndroidだけで、会議準備～開催～終了後の資料確認まで可能
ブラウザのプラグインなしで、ビデオ会議や資料共有などの機能を実現 ※Google ChromeおよびMozilla Firefox

①面積消しゴム対応
②消しゴム⇒ペンへの自動切替
※対応機種
PN-L602B/PN-L702B/PN-L603A/PN-L603B/PN-L603WA/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L805H

スマートフォン、タブレット端末のカメラを呼び出し、写真撮影後にアップロードする機能
■ビデオ会議機能なし
■必要なID数分だけ安価に購入可能
■資料ウインドウを複数オープン
■会議の開始前／後に資料への書き込みが可能
※別ライセンス体系

■スマートグラス対応
EPSON社 BT-2000/2200,BT-350対応
Dynabook社 DE100+AR100対応
■Android外付けカメラ対応
■部屋機能、自動ビデオ会議参加機能などでワンタッチ参加可能
※別ライセンス体系

Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10,iOS 9.0以降,Android 5.0以降,Webブラウザ（Google Chrome,Mozilla Firefox)
●
●

●（Outlook,Googleなど）
○（Windows版のみ）

会議予約／招待
招待メールの制御
カレンダーへの登録
インスタント会議機能
会議種別
グループ（アドレス帳）機能
CSVファイルによる参加者一括登録
資料の事前配布／確認
通信の暗号化
ID＆パスワード認証
ゲスト参加
参加者毎の権限設定
資料単位のアクセス権制御
会議ログの参照機能
自動削除
会議終了時の削除
端末登録（未登録端末をブロック）
IPアドレス制限
専用線
保存期間
対応フォーマット
画面解像度に応じた最適画像表示
拡大時の最適解像度表示
資料のダウンロード（手書きメモ付き）

デスクトップ／アプリケーション共有
発表権（自由に移動可能）
独立モード
強制同期（独立モード解除）
共有ノート
双方向書き込み（コラボモード）
個人ノート
参加者による操作禁止（セミナーモード）
テキストチャット
動画共有
参加者一覧表示
会議中の資料追加
会議中の参加者追加
ツールバーの設定
ポインター表示
ペン入力
テキストボックス
参加者一覧ウインドウの分離／結合
資料・ビデオ表示サイズ切替
ビデオウインドウの分離／結合
メニュー表示／非表示切替
全画面表示
その他ツール
ビデオ映像の最大解像度

最大表示画面数

帯域
映像表示モード
録画
他社テレビ会議接続
モバイル
HTML５（WebRTC）対応

BIG PAD 連携

クイックアップロード

TeleOffice ペーパーレスライセンス

TeleOffice 遠隔作業支援ライセンス

ファイルサイズ

■ 機能一覧表

■ システム要件

■ 選べるライセンス体系

ルーム制ライセンス例 3会議を同時開催　同時接続11の場合

Web会議
ライセンス

ルーム制ライセンス ルーム制(ハーフ)ライセンス

ユーザーID制ライセンス
(#TOST11)

TeleOfficeにはWeb会議ライセンス（ルーム制とID制）に加え、ペーパーレスと遠隔作業支援のライセンス体系があります。
お客様のニーズに合わせてライセンス体系をお選びいただくことが可能です。

ルーム制は、同時接続数を基準にしたライセンスで
すので、契約範囲内であれば複数の会議の同時開
催が可能です。ユーザーID制は、利用する人数分を
ご契約（共用不可）いただくライセンスとなります。

ルーム制ライセンスは同時接続数単位の課金。最大同時接続数の範囲内であれば、複数の会議を同時
に開催可能です。基本の契約の場合、11同時接続、100ユーザID、100端末でのご利用が可能です。 

ペーパーレス
ライセンス

ユーザー単位の課金。同一ユーザーの端末台数は無制限です。会議前でも資料の参照や手書きの追記
が可能です。保存も参照も自由にできる、資料共有機能のみのペーパーレス会議に特化したプランです。

遠隔作業支援
ライセンス

スマートグラスをご利用いただけるプランです。PCとスマートグラスの一対一の形態だけではなく、
複数の端末で作業支援が可能です。同時にご利用になる端末数による課金です。

6同時接続

1ユーザー専用

ペーパーレスライセンス（#TOSTP1)
10IDのペーパーレスの会議環境を提供

ペーパーレス追加ライセンス（#TOSTP2)
1IDのペーパーレスの会議環境を追加

50 ID

(同時接続、端末数、データ1年保存で制限無し)

ルーム制拡張
ライセンス
(＃TOST13)

5同時接続［追加］

50端末［追加］
25GB［追加］

50ID［追加］

端末数追加
ライセンス
(＃TOST14)
50端末［追加］

テレビ会議接続オプション
(＃TOSTV1)
テレビ会議との

1接続を追加
ビデオ会議録画を
1会議(接続)追加

特定IPアドレスのみ
接続できるよう制限

ビデオ会議録画オプション
(＃TOSTR1)

IPアドレス制限オプション
(＃TOSTIPL)

1度ご購入いただくと
契約期間中有効

※ 利用する人数分をご契約（共用不可）いただく方式です。

※利用する接続分をご契約いただく方式です。

ライセンスの利用期間は、特に記載のない場合、1年間です。

ライセンスの利用期間は、特に記載のない場合、1年間です。

ユーザーID制ライセンス ルーム制ライセンスオプション

ルーム制ライセンス

遠隔作業支援ライセンス（#TOSTE1)
5IDの遠隔作業支援環境を提供

遠隔作業支援追加ライセンス(#TOSTE2)
1IDの遠隔作業支援環境を追加

BIG PADと一緒にご利用いただく前提の専用ライセンスです

ライセンスの利用期間は、特に記載のない場合、1年間です。

11同時接続 100 ID
100端末 50GB 50端末 25GB

B打合せA会議 Cミーティング

1年ライセンス
3年ライセンス
5年ライセンス

#TOSTH61
#TOSTH63 
#TOSTH65

同時接続が増える場合はライ
センス追加が必要になります

同時録画が増える場合はライ
センス追加が必要になります

1年ライセンス
3年ライセンス
5年ライセンス

#TOST12
#TOST123
#TOST12５



(PN-ZS70K)
スタンド

BIG PAD
(PN-L703B)

(PN-ZS703A)
スタンド

BIG PAD
(PN-L703B)

(PN-ZS601)
スタンド

BIG PAD
(PN-L401C)

パソコン
(HP ProDesk 400)
デスクトップ共有用
ワークステーション
(HP Z2 Mini G3)

社内LAN

災害対策

ペーパーレス会議

教育研修

【支店 供給ネットワーク】

凡   

例

75V 65V85V

40V

50V80V 70V

BIG PAD
PN-L703B

本社と連携 管轄内営業所
と連携

TeleOffice テレビ会議接続オプション

9 10

推奨人数：
～8名程度

#YMCS10

ヤマハ 
ユニファイドコミュニケーション
マイクスピーカーシステム

推奨人数：8名～ 
参加人数にあわせた
#YMCS10 への
連結拡張が可能

＃YMS700DをBIG PADに
取り付ける際に利用

#YMCZEX

ヤマハ YVC-1000用拡張マイク

推奨人数：～6名程度
#FLXUC

ヤマハ USBスピーカーフォン

推奨人数：～3名程度
リモートワークに最適な
USB/Bluetooth®対応
ポータブルスピーカーフォン

#YM200BD
#YM200WD

ヤマハ 
ユニファイドコミュニケーション
スピーカーフォン

パン＆チルト機能
ズーム機能
リモコン操作

#PTZPRO2

ロジクール 会議用カメラ 

1080p HD画質
#C930ER

ロジクール Webカメラ

USBケーブル1本でPCと簡単に接続
できるカメラ付きマイクスピーカー

ヤマハ ビデオサウンド
コラボレーションシステム 
for Huddle Rooms

日本フォームサービス
＃YMS700D用取付金具

TeleOffice テレビ会議接続オプション
と組合せてご利用いただけます。

※スタンドはPN-ZS703Aを利用
※BIG PAD 60～80V型と組合せ可能
　（詳細はお問い合わせください）

H.323で接続可能な機種が前提
（詳細はお問い合わせください）

USB接続
ノイズキャンセル
マイク搭載

#H390R
Aver SVC 100/500 他

ロジクール USBヘッドセット

#BLCS700

上記以外にも動作確認済の周辺機器はございます。詳細はお問い合わせください。掲載事例の詳細・その他の事例はシャープ株式会社ホームページ（https://jp.sharp/business/case/w_meeting/）もしくは、弊社ホームページ（https://www.sharp-sbs.co.jp/cases/）からご覧いただけます。

●クラウド型Web会議サービス TeleOffice　ユーザーID数：250 ID
●タッチディスプレイ「BIG PAD」
　PN-L703B（70V型）×2 台　・PN-L603B（60V型）×1 台

●クラウド型Web会議サービス TeleOffice　ユーザーID数：540ID

BIG PAD
PN-L703B

BIG PAD
PN-L703B

BIG PAD
PN-L703B

BIG PAD
PN-L703B

BIG PAD
PN-L703B

スクリーン

業務用レーザー
超短焦点
プロジェクター
(PG-LU400Z)

対策室

【本社】

月間データ
容量

LTE30GB

Wi-Fi利用時
バッテリー

データ容量
30GBで

遠隔会議
約75時間分

最大通信速度

150Mbps
受信時

送信時 最大20時間
50Mbps

TV会議システム（動作検証済）

#YMS700D

※送信250Kbps/受信500Kbpsの設定でご利用頂いた場合の参考値です。

導入事例

保安管理部マネージャー 森様は、｢従来の無線電話とFAXを中心としたやりとりで
は、表現方法によって現場状況が様々に予想できるため、正確な状況把握に時間がか
かってしまう場合もありました。『双方向デスクトップ共有システム』、『TeleOffice』を
インストールした『BIG PAD』を導入してからは、ホワイトボード機能を利用して音声と
映像もやりとりするので、複数人で客観的に現状を確認でき、判断・指示時間も大幅
に削減できました。『BIG PAD』に表示した内容はデータ保存ができるので、対応策の
振り返りと更なる最善策の検討に活かせます。また、本システムを利用した防災訓練は
臨場感があり、社員の一体感が一段と強くなりました。」とおっしゃっています。

東邦液化ガス株式会社 さま

東邦液化ガス株式会社 保安管理部様は、災害に備えたBCP（事業継続計画）の実
践に取り組んでおられます。本社・支店・営業所の各拠点に導入されたシャープのタッ
チディスプレイ「BIG PAD」とBIG PAD 連携システム「双方向デスクトップ共有システ
ム」を活用し、正確な情報共有と拠点間の連携強化を実現しています。さらに現場（モ
バイル端末）からの情報を営業所→支店→本社の各拠点で画面共有しながら、マル
チ・プラットフォームに対応したクラウド型Web 会議サービス「TeleOffice」を活用し
て音声と映像でスピーディーに指示を出し、本社から現場へ図面や設備情報等を提
供して、早期の復旧に役立てておられます。平常時にはこのソリューションを拠点間の
テレビ会議、保安教育の一斉配信など、幅広い用途でご活用いただいています。

東邦液化ガス株式会社様では、社会インフラを担う企業として、日頃から災害や事故な
ど不測の事態への対応策を検討されています。全方位から情報を集約し、対応の優先順
位を短時間に決める必要があります。しかし、従来の無線電話やFAX などを利用した方
法では正確に伝えにくい情報もあるため、電子黒板を利用したデジタルネットワーク化
を検討。営業所がつかんだ現場情報を管轄支店に集約し、支店と本社でリアルタイムに
その情報を活用するシステムとして、『BIG PAD』とBIG PAD 連携システム『双方向デス
クトップ共有システム』、『TeleOffice』、現場用にモバイル端末を導入されました。さら
に、シャープの監視カメラを充填所に設置し、施設の全景や充填設備の状況を「BIG 
PAD」に表示するなど、災害に備えたトータルネットワークシステムを構築されました。

導入のきっかけ

導入後の感想

導入商品

システム概要図

導入商品

●TeleOffice は、必要な拠点数に応じた複数の同時接続が可能。出張費の大
幅削減に貢献。

●会議資料をクラウド上で共有してペーパーレス化。BIG PAD に自在に書き込
みでき保存も可能。

●専用機器が不要のクラウド型でタブレット端末にも対応しており、スムーズに
導入できたこともメリット。

日本全国に新規出店が続く中、各地の店長を招集する会議の効率化とコスト
カットが喫緊の課題でした。従来からテレビ会議システムを導入していましたが、
接続できるアカウント数に限りがあったうえ、1対1の通信しかできず、充分に活
用できていませんでした。

導入前の課題

導入後の変化

災害時の緊急・復旧対応に必要な情報集約に「双方向デスクトップ共有
システム」と「TeleOffice」の連携ソリューションが活躍中。

株式会社ロフト さま
TeleOffice で店長会議の出張費削減と効率化を実現
クラウドの会議資料共有でペーパーレス化を促進

●TeleOffice への一新で大幅な経費削減を実現。既存のタブレット端末が活
用でき、導入コストを大幅カット。

●タブレット端末でも使いやすいアイコン主体の画面デザインで、操作が簡単な
こともメリット。

●会議や打ち合わせなどへ用途が拡がり、移動費削減とコミュニケーション強
化に貢献。

生命保険業に必要な資格取得を目的とした新人研修で、既に約100 拠点にお
いてテレビ会議システムを導入していました。しかし、専用機器と回線を使用す
るため、導入コストだけでなく、運用･保守コストも割高で、使用する際の準備に
も手間がかかることなどが課題となっていました。

導入前の課題

導入後の変化

富国生命保険相互会社 さま
遠隔地の講師と映像でつなぐ職員研修で効率化を実現
各拠点間の会議や打ち合わせなど活用シーンも多彩に

タブレット端末
（屋外利用）

【営業所】

（2018年7月）

（2016年11月）

（2015年5月）
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ミドルサイズのBIG PADとTeleOfficeで少人数に適したスペースで
ミーティングを行えます。

●オープンスペースをミー
ティングスペースとして
有効活用したい

●会議室の予約が取りに
くい

大容量モバイルルーターとTeleOfficeのセットで外出先や現場から
スマートフォンやタブレット端末で会議に参加可能です。

外観

タッチパネル

●各オープン価格　●PN-L401Cの外観写真は同梱のデスクトップスタンド装着時。その他の外観写真は別売のフロアスタンド装着時。■ タッチディスプレイ BIG PAD

■ TeleOffice 推奨周辺機器

形名
4Kコントローラー内蔵モデル

PN-L851H
4Kコントローラー内蔵モデル

PN-L651H
4Kコントローラー内蔵モデル

PN-L751H
ミドルサイズモデル

PN-L401C
ミドルサイズモデル

PN-L501C
4Kモデル

PN-L705H
4Kモデル

PN-L805H
70V型80V型 40V型50V型 85V型 75V型 65V型

静 電 容 量 方 式 InGlass™ 赤外線遮断検出方式

ハドルミーティングに最適

こんな方にオススメ

●会議室にあるテレビ会議システムを有効活用しながら外出先でも会議に
参加できるようにしたい

こんな方にオススメ

●外出先でも利用したいがデータ容量の制限が不
安なので大容量ルーターと組合わせて利用したい

●利用したい場所に有線LAN(インターネット回線)
がない

こんな方にオススメ

●手軽にTeleOfficeを利用したいので専用PCを準備したい
●Web会議を始めたいが最適な機器構成がわからない

こんな方にオススメ

構 成 内 容 例

H.323で接続可能なテレビ会議システムの例（動作確認済）
Aver社 : EVCシリーズ、SVCシリーズ
CISCO社 : Tandberg、MCU4200、MUC4300シリーズ他

ルーターとセットで遠隔コミュニケーションをもっと身近に

モバイルルーターパック

※1 ご利用には別途、インターネット回線が必要です。その他動作要件につきましては弊社担当営業に
　    お問い合わせください。

※ テレビ会議システムにインターネットから接続できるように準備が必要です。

カメラマイク･スピーカー BIG PAD

40V型/50V型 BIG PAD + TeleOfficeパック

すでに構築されているテレビ会議システムにTeleOfficeを追加する
ことで、外出先からのテレビ会議への参加が可能になります。

セットアップ済のTeleOffice専用機なので、設定に迷うことなくすぐ
に使用可能です。※1

今あるテレビ会議システムを有効活用 Web会議を専用機で手軽に構築

TeleOffice専用アプライアンステレビ会議システム連携

会議用接続端末

■ TeleOfficeソリューション

※

監視
カメラシステム

【充填所】

テレビ会議＋TeleOffice
参加拠点

インターネット

TeleOffice（モバイル）
参加者

iDeep.com




