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Web会議システム「MORA Video Conference」
図表2 「MORA Video Conference Ver.10」で提供するビジネススタイルのイメージ

Android/iOS対応で場所を選ばず利用
携帯電話代理店が提供するWeb会議
Web会議システム「MORA Video Conference」を展開するITXが、6月に機能を拡充した「Ver.10」を投入する。
Android/iOS対応を実現し、スマートフォン／タブレットを活用しての会議への参加が可能になる。また、リモートツール
と組み合わせたソリューションで顧客の業務支援を強化する。
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資料共有機能強化

主な実現機能
●PDF資料の表示機能強化
●Officeドキュメント共有方法追加

Video ConferenceのIDを持つユーザーがIDを持たない人を呼び込める招待用URLの発行を行うページを

作成し、招待数分のURLを発行
●アクセス制御機能
（ASPでは要AdminToolオプション）…管理者が接続元のIPアドレスでログインに制限をかける機能を追加
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図表1 「MORA Video Conference Ver.10」でバージョンアップする機能
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事業企画推進部
ネットワークソリューショングループ
TEL：0120-600-663
URL：http://www.web-kaigi.com/

能になったほか、参加者間で表示倍

販売チャネルも拡がる。同社のメイ
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