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Windows / Mac / Android / iOS 対応

ー All-in-One グループウェアで「働き方」に変革を ー

【IT導入補助金 認定ツール】

ITreview で5冠受賞

https://chat-messenger.com/
https://chat-messenger.com/contactus
https://www.itreview.jp/products/chat-messenger/reviews
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Chat&Messenger 5 つの特徴

1. ビジネスチャット、Web会議会議、ファイル共有、スケジュール・タスク管理、

勤怠管理、設備予約、付箋、スクリーンキャプチャを統合したグループウェア

2. 無料で利用できる(有料プラン有り)

3. 社内ユーザを自動認識するため、難しい設定不要

4. オンプレミス、クラウド両対応

セキュリティを重視し機密情報を扱うチームはオンプレミス (プライベートLAN 専用)で、営業先・テレワー

クなど社外でも利用するチームはクラウドを利用する、と言った使い分けができる。【業界初】

5. グループウェア・ビジネスチャット・Web会議は高機能かつ業界最安値宣言

政府省庁、財閥銀行グループ、大企業、IT、県庁・市役所、大学、病院で全社導入実績多数
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【ビジネスチャット】 チャット、スケジュール、Web会議がスムーズに連携
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【ビジネスチャット】 ブラウザでも手軽にビジネスチャット
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【ビジネスチャット】 画像ペイント機能搭載！チャットでレビューを効率化
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【Web会議】 会議録画、ペイント、議事録作成、多言語自動翻訳、
あらゆる機能を使いやすく統合
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【Web会議】 相手側アカウント登録不要！クイックWeb会議



【Web会議】 資料共有やWeb会議レコードディングが簡単
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モバイル端末(Android / iOS) でも利用できる

10



【ビジネスチャット】 音声・カメラ・動画撮影してから配信も可能
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【スケジュール】 メンバーの、空き時間にスケジュール予約
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【スケジュール】 スケジュール登録してWeb会議
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【スケジュール】 スケジュール予約と同時に会議室や設備も予約ができる



【文書管理】 ビジネスチャットと文書管理がシームレスに統合
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【勤怠管理】 テレワークに特化した勤怠管理を搭載
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【勤怠管理】 テレワークでもPC稼働状況見える化
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Chat&Messenger クラウドの特徴

▪ Chat&Messenger をリモートオフィスやテレワークでも利用したい

▪ デスクトップ、モバイル (Android/iOS) 間で、ビデオ通話を利用したい

▪ VPN 接続のコスト削減を行いながら、セキュアに拠点間で連携したい

▪ オンプレミスを保守出来る人がいないため、弊社に運用を委託したい

セキュリティの高い LAN、テレワーク・モバイルを利用したクラウド、
部署毎にポリシーを決めて利用できる
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【クラウド】企業向けにセキュリティーを重視したシステム設計
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オンプレミスの特徴

▪ クラウドサービスを自社内オンプレミス環境へ

▪ Web会議、スケジュール共有、会議室・施設予約、文書管理・ファイル共

有を各拠点やモバイル端末と連携できる

▪ メッセージログの監査に対応 （コンプライアンス対応）

▪ Active Directory と連携し認証できる

▪大手企業、優良企業、大学、病院、官公庁など、機密性が高いデータ(ク

ラウド上へ保管できない)を扱う組織で多数導入実績あり
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【CAMServer】 クラウドサービスを自社内オンプレミス環境へ
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オンプレミスCAMServer は Chat&Messenger と同じ
感覚でPCへインストールするだけで、サーバとして
2,000 ユーザは処理出来るように最適化されています。

サーバ構築に必要となるIT スキル
(Webサーバ、DBサーバなど) は一切不要



【CAMServer】 Active Directory と連携が可能
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※詳細はWebページで

https://chat-messenger.com/manual/camserver/active-directory-ldap


【CAMServer】 冗長化・負荷分散の構成
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社内の要求レベル・コストに応じ
最適な環境を簡単に構築

※詳細はWebページで

https://chat-messenger.com/manual/camserver/load-balancing


【CAMServer】 高速差分バックアップ
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※詳細はWebページで

簡単な設定で高速差分
バックアップを実現

https://chat-messenger.com/manual/camserver/backup_data


【CAMServer】 異なるLANセグメントのユーザを自動認識
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【CAMServer】 インターネット接続出来ない場合でもモバイルとビデオ通話
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【CAMServer】 閉域網 Android 環境での Push 通知配信
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■ Chat&Messenger 各クライアントは WebSocket を使い、オンプレミス CAMServer に接続

■ CAMServer からメッセージのリアルタイム配信を行う

分散環境であってもリアルタイム配信が可能

■外部インターネット接続不要で Android の Push 通知が可能

通常 Android の Push 通知は、OS提供元の Google サーバから配信されるため閉域網環境では通知を受け取る事ができません。

「バックグラウンドモード
有効」にする事で、アプリ
をバックグラウンドでも常
駐させ(OS準拠の方法)、
WebSocket を接続した状態
にします。

着信時はローカル通知で
Push通知を行います。



各プラン比較 ※詳細はWebページで
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https://chat-messenger.com/plan_overview


オンプレミスCAMServer プラン比較
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※詳細はWebページで

https://chat-messenger.com/contact/plan_camserver.html
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Chat&Messenger クラウド プラン比較 ※詳細はWebページで

https://chat-messenger.com/contact/plan.html
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