
Web会議システムの導入目的は、広いビジネスシーンから 

KEY tool at activity plan and user sharing 

「実現の可能性をあなたと考える」 It looks for the possibility…                             Ariel Corporation 

カレンダー
の一元化 

便利なWeb会議が、更に容
易に使えれば、もっと効果
が出せる。 

宿泊予約・チケット予約・天気予報・ 
国内外のニュースなど、速やかに使いたいWebサービ
スを利用者が簡単に設定。 

既に使っているカレンダーやスケジュールが有
るので、会議予約／会議スケジュールだけ、別
管理するのは避けたい。 

東京/札幌/福岡/NY/香港/上海 
往復旅費はいくら？ 
他にも宿泊費や諸手当など、 
年間経費？ 

社員の限られた
時間を効率化 

出張準備も
煩雑です！ 

利用/参加者
を限定できる 

画面とメール
で開催通知 予定漏れや出席漏れも 

これで大丈夫。 

関係者以外は会議の存在
も見えない。 

出張経費 
の削減 
(24) 

連絡インフラ 
の整備 
(21) 

その他 

ユーザーサポートや社内 
での業務サポート 

(17) 

災害対策インフラ 
(5) 

遠隔業務 
(6) 

社員研修 
(10) 

K a u s . 2 0 1 1  主 な 機 能  

Web 
コミュニティ 

■ 組織内・チーム内での速やかな情報伝達や呼出会話を実現 
■ 組織内・チーム内での通信費の削減。 
■ インターネットを使った災害に強いインフラの整備 

Web 
カスタマー 

窓口 

■ 組織・チーム内でのカスタマーセンターとして利用 
■ 組織・チーム内でのヘルプデスクや対応窓口として利用 
■ カスタマー窓口の利用状況、（空き／利用可／利用中） 

ご参考 

㈱SOBAプロジェクト社のWeb会議システム 
 SOBA mieruka 月額利用料 ¥5,000/ライセンス 
 SOBA CITYは無償版としてご利用可能ですが、 
・一部の機能がご利用できません。 
・製品サポート保守がございません。 
・セキュリティーがmieruka有償版よりは軽易です。 
 
Googleカレンダーは、無償でのご利用が可能であり 
スケジュール共有においては、スマートフォンなど、 
多くの利用メリットが有ります。  
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Ｗｅｂ会議をフルにビジネス活用、 
 その費用対効果をいくら見込みますか？ 

初期費用 
不要 ￥ゼロ 

～ 今すぐ、無料トライアルでお試し下さい ～ 

追加費用 
無しで利用可能 

有償版 Kaus media 

月々わずか３００円 

会議室管理 
■ リアルな実会議室とWebの仮想会議室を１つに纏めて管理 
■ Join（Web会議起動・参加）を行う。 
■ 会議参加者の入力補助指定（グループ設定・パスワード設定） 

会議予約管理 

■ 予約情報は、ユーザー様が指定するスケジュールに１つに 
  纏めて使う事が可能。（一部、オプション） 
■ サイクル開催（繰り返し）やメール／画面での開催通知 
■ 会議参加者の入力補助指定（グループ設定・パスワード設定） 

Web会議 
選択 

■ 有償版 Kaus mediaは、SOBA mieruka/CITY 選択可能 
■ 無償版 Kaus LEは、SOBA mieruka/CITY,Skype選択可能 
※ 詳しくは、Kaus製品機能表にて確認願います。 
  http://www.kaus.ariel-co.com 
 

カレンダー 
選択 

■ コントロール画面からGoogle カレンダーIDを指定するだけで 
  Googleカレンダーへの予定が一元管理できます。 
■ 今お使いのスケジュールやグループへのデータ統一が、 
  一部有償にて対応可能。 

有償版 Kaus media  2011 

無償フリーソフト Kaus LE  2011 

活動プランとユーザ共有のための大切なツールをご提案します。 



「実現の可能性をあなたと考える」 It looks for the possibility…                           Ariel Corporation 
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クロスプラットフォーム 

Windows Mac OS Linux 

Microsoft Silverlight 4 

■ Windows 
 Windows XP SP3、Server 2008/2008 R2、Vista、Windows 7(32/64bit)  
■ MacOS  
 10.4.8以降のPowerPC、10.4.11以降のIntel Mac  
■ Linux  
 Moonlightが動作する環境 
x64 1.6 GHz 以上プロセッサおよび512MB以上のRAM。HD空き容量50MB 

 

事前にトライアル版にて動作評価頂けます… http://www.kaus.ariel-co.com 

 

システム動作環境 

ASP Web会議システムとの連動（APIを使用） 

本製品、Kaus.2011には、Web会議システムの機能は有りません。 
連動ご利用される場合は、別途Web会議システムを準備して頂く必
要が有ります。 

今お使いのスケジュール・カレンダー・グループウェア 

データ書き込み／参照／情報公開／通知を 
一元化しましょう。 

Kaus.2011は、既存システムから連動・データ連携を視野に設計
されています。 

本製品、Kaus.2011には、会議室予約機能以外のスケジュールデー
タの保存を無くしました。 
同時にＫａｕｓ．２０１１は、Googleカレンダーとの連動する機能
を無償実装しています。（無くても動作します） 
今お使いのスケジュール管理システムをご指定頂き、Add-onカスタ
マイズに対応させて頂きます。（オプション機能有り） 

多種多様のスケジューラーはもう不要。 
導入に時間と費用を掛けないシステム構成となっています！ 

本製品「Kaus media．2011」はライセンス利用料での購入となります。 

ID 
１ライセンス 

月額（税別） 
￥３００ 

年間（税別） 
￥３,６００ 

お申込みは弊社 ㈱アリエルHP・Kaus製品ご案内Webサイトから行えます。 

※ 初回申込みは３ヶ月以上のお申込みとなります。 
※ 別途、お得なボリューム割引有り！ 

HPから一発ダウンロードして、体感いただけます。 

Made In 京都-Japan の ASP Web会議システム 
http://www.soba-project.com 

弊社は、申込み・サポート正規代理店です。 

多くのお客様は、多種多様なWeb会議システムの中から何を基準に
選べばよいか？お悩みです。 
そんな時、お気軽にお問合せ頂ければ幸いです。  

    株式会社 アリエル http://www.ariel-co.com 

〒150-0002     TEL 03-6868-7617 
東京都渋谷区3-5-16 渋谷3丁目スクエアビル2F 
カスタマー E-Mail support@ariel-co.com 
 
Ｋａｕｓ製品ご案内Webサイト 

 http://www.kaus.ariel-co.com 

お問い合せ・申し込み、 
Kaus製品ご案内Webサイトから次の情報が取得できます。 
 
□ 製品情報  □ システム要件 
□ トライアル申込み □ 正規申込み 
□ お申込み内容の変更 □ 価格情報 
□ ダウンロード（インストールマニュアル・本製品） 
□ FAQ  □ media/LE、製品機能表 
□ Web会議システムに関する情報リンクなど 
□ スケジュール共有に関する情報リンクなど 
□ RIA環境（Silverlight）に関する情報リンクなど 

本書は、2011.1.1時点での記載内容です。予告無く変更をさせて頂く場合がございます。予めご了承をお願い致します。 このパンフレット に記載されている会社名，製品名等は，各社の商標また登録商標です。 


