
高品質Web会議システム

離れた拠点との会議 海外や国内の離れた拠点と顔や資料を見て会議が可能

iOS端末対応 セミナー等の開催

ご注文、お問い合わせは各大学生協店舗まで

エコノミー
1か月

エコノミー
1年

ビジネス
1か月

ビジネス
1年

注文
番号

705 706 707 708

型番 OJ-ECO5-M1 OJ-ECO5-Y1 OJ-BUS5-M1 OJ-BUS5-Y1

税込
組価

¥14,100 ¥141,000 ¥25,100 ¥251,000

解像
度

320×240 1280×720

共有
機能

ホワイトボード
ドキュメント

デスクトップ、ブラウザ
アプリケーション、ドキュメント

ホワイトボード

スト
レー
ジ

なし 5GB

※上記以外のプランも御座います。詳しくは次ページをご参照ください。

◆OmniJoin＜オムニジョイン＞とは・・・
専用機材不要のWeb会議システムです。
インターネット環境とPCやiOS端末があればすぐに始められます！



オムニジョイン 価格一覧

最
大
接
続
可
能
端
末
数

ビジネスフレックスプラン ビジネスプラン エコノミープラン

型番 希望小売価格(税込) 型番 希望小売価格(税込) 型番 希望小売価格(税込)

3 OJ-BUS3-Y1 ¥181,440 OJ-ECO3-Y1 ¥103,680 

5 OJ-BFL5-Y1 ¥317,520 カタログ掲載 カタログ掲載

10 OJ-BFL10-Y1 ¥486,000 OJ-BUS10-Y1 ¥375,840 OJ-ECO10-Y1 ¥213,840 

15 OJ-BFL15-Y1 ¥648,000 OJ-BUS15-Y1 ¥453,600 

20 OJ-BFL20-Y1 ¥810,000 OJ-BUS20-Y1 ¥537,840 

30 OJ-BFL30-Y1 ¥1,134,000 OJ-BUS30-Y1 ¥648,000 

40 OJ-BFL40-Y1 ¥1,425,600 OJ-BUS40-Y1 ¥732,240 

50 OJ-BFL50-Y1 ¥1,684,800 OJ-BUS50-Y1 ¥810,000 

60 OJ-BFL60-Y1 ¥1,944,000 OJ-BUS60-Y1 ¥874,800 

70 OJ-BFL70-Y1 ¥2,203,200 OJ-BUS70-Y1 ¥933,120 

80 OJ-BFL80-Y1 ¥2,430,000 OJ-BUS80-Y1 ¥984,960 

90 OJ-BFL90-Y1 ¥2,656,800 OJ-BUS90-Y1 ¥1,030,320 

100 OJ-BFL100-Y1 ¥2,883,600 OJ-BUS100-Y1 ¥1,075,680 

150 OJ-BFL150-Y1 ¥3,726,000 OJ-BUS150-Y1 ¥1,296,000 

ビジネスプラン エコノミープラン

型番 税込組価 型番 税込組価

最大接続可能
端末数

5 OJ-BUS5-M1 ¥25,100 OJ-ECO5-M1 ¥14,100 

5 OJ-BUS5-Y1 ¥251,000 OJ-ECO5-Y1 ¥141,000 ※大学生協オリジナル1か月パック

◆カタログ掲載パッケージ一覧

◆その他パッケージ一覧

各プラン詳細
http://www.brother.co.jp/product/wcs/omnijoin/cost/index.aspx

2週間のフリートライアルお申込み
http://www.brother.co.jp/product/wcs/omnijoin/trial/index.aspx

TV会議システムとの連携について
http://www.brother.co.jp/product/wcs/omnijoin/cost/index.aspx

メーカー問い合わせフォーム
http://www.brother.co.jp/product/wcs/omnijoin/trial/index.aspx

http://www.brother.co.jp/product/wcs/omnijoin/cost/index.aspx
http://www.brother.co.jp/product/wcs/omnijoin/trial/index.aspx
http://www.brother.co.jp/product/wcs/omnijoin/cost/index.aspx
http://www.brother.co.jp/product/wcs/omnijoin/trial/index.aspx


■オムニジョイン導入事例：千葉大学生活協同組合ライフセンター様

新入生サポートセンターのモニター用にWeb会議システムを導入！
店舗からの会場混雑状況の確認と、随時資料共有で効率的な運営へ

▼生協内のパソコン画面。通常業務を
しながら、デスクトップ右上に配置した
オムニジョイン画面で会場内の状況を確認。 ■生協情報：

千葉大学生活協同組合
ライフセンター
千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
■利用プラン：
エコノミープラン
1カ月5拠点版
生協専用パッケージ

（型番：OJ-ECO5-M1）

導入
step1

新入生サポートセンターの
集客状況を、離れた
店舗から確認したい！

毎年3月初旬から末まで「新入生サポートセンター」を開き、

大学合格者への住まい、共済保険、パソコン等を提案。

しかし会場と生協店舗が離れており、混雑状況を随時

店舗の生協職員が確認するべくWeb会議導入を検討

しました。そこで目をつけたのが「オムニジョイン」でした。

導入
step2

期間限定で使え、
誰でもでも簡単に利用で
きるものを。

ネット回線さえ準備すれば、専用機材不要ですぐに

接続ができ、1カ月単位での利用ができるため導入

を決定しました。学生・職員が利用するにあたっての

インターフェイスの使いやすさや、パソコン上で来場者

記録等の資料共有ができることもポイントになりました。

導入
step3

リアルタイムでの
資料共有・編集方法は
要検討。

今回5台のパソコン（会場2台、店舗2台、事務所1台）

でオムニジョインを利用していますが、来場者記録用の資料

は共有することはできても、各PCからの編集は不可。

上位プランの「ビジネス」では共有・編集はできるものの、

共有元のPCを他業務でも利用するため、常時共有状態

だと少々不便。来期に向け良い方法を検討中です。

会場を
モニター

会場を
モニター

▶2つの定点カメラから
生協店舗・事務所
から会場をモニター。



Web会議システム 相談シート

※この度はWeb会議システムの導入をご検討頂き誠にありがとう御座います。最適なプランをご提案させて頂くために、検討内容をお聞かせください。

大学名/キャンパス名 お名前

学部名/研究室名 Email

電話番号 FAX番号

◆下記の内容に関し、当てはまるものに✔をお願いいたします。

他大学や外部機関との交流や連携

日常のﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

研究室やゼミの講義

野外活動

その他【 】

1か月未満

1～6か月未満

6か月～1年未満

1年以上

その他【 】

5台未満

10台未満

20台未満

30台未満

30台以上

パソコン

タブレット

スマートフォン

資料の共有

共有している資料の編集

複数の会議の同時開催

録画機能

その他 【 】

【使用用途】 【使用期間】 【接続端末数】 【接続端末】 【欲しい機能や使いたい機能】

◆その他ご要望やご質問がございましたらご記入ください。

Windows iOS

対応
OS

Windows® Vista以降
(Windows7® 以降推奨)

OS X 10.10 Yosemite、OS X 10.11 El Capitain、
macOS 10.12 Sierra、
macOS 10.13 High Sierra

Web
ブラウザ

Windows® Internet Explorer® 11
、Edge
Mozilla® Firefox®、Google 
Chrome™

Safari、Mozilla® Firefox®、
Google Chrome™

【参考：対応OS】

【使用用途】

ご記入頂き、誠にありがとうございました。
お近くの大学生協までお持ち頂くか、FAX/メールにてご連絡ください。上記をもとにご提案機
種を選定し、ご連絡させて頂きます。

※映像と音声のみ(資料共有なし)

2拠点接続時参考値 単位：kbps

フレームレート 単位：fps

10 15 20 30

優先する
解像度の
設定値

160×120 82 85 88 90

320×240 102 105 110 120

640×480 150 160 180 210

1280×720 360 510 580 660

1970×1080 810 960 1060 ー


