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SaaS型マネージドビデオ会議サービス

IIJグローバルソリューションズ 「COLLABO de! World」
図表 「COLLABO de! World」のサービス概要

フルマネージドのビデオ会議サービス
グローバル規模でワンストップ提供
IIJグローバルソリューションズがSaaS型マネージドビデオ会議サービス「COLLABO de! World」を開始した。システム
の設計から機器・回線の調達、導入、運用、エンドユーザー・ヘルプデスクまでをグローバル規模、かつフルマネージドで
提供することで、システム管理者の負担を大幅に軽減する。
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マネージドサービスは、拠点側とセ

③のクラウド型多地点接続サービス
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