
「ミート イン」のご紹介

いつでも、どこでも、
すぐにミーティングを。

ログイン不要！ 1秒でオンラインコミュニケーション

スマホ
対応

URL作成で、即接続!



meet inなら、すぐに会ってミーティングができる！

世界中のどこにいても、パソコン・スマホが一台あれば、

好きな文字列（URL）を入力して
ルームを作成

使い方は超簡単！ たったこれだけ！

なぜなら

ログイン不要！ アプリダウンロード不要！ 固定回線不要！

meet inとは
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接続完了！



世界で唯一、スマホ、iPad、PC全ての機器で
アプリのダウンロードやログイン・固定電話は一切不要。
meet inのTOPページ上で作成したURLを共有するだけでスタート可能。世界中どこにいてもパソコンやタブレットが1台あればいつでもmeet in。

ログイン不要で
すぐにつながる

meet inのTOPページ上で作成し

たURLを共有するだけで、即座に

オンラインコミュニケーションを

始めることができます。

ログイン不要

好きなURLで
何度でも使えるルーム

接続は好きなURLを何度でも繰り

返し使うことができます。支社間

でのミーティグなど何度もコミュ

ニケーションをとる場合に大変便

利です。

好きなURLで接続

固定回線不要・
ブラウザだけで会話可能

パソコンやスマートフォンがあれ

ばデバイス間ですぐに会話ができ

ます。カメラが付いていなくても、

音声での会話や資料の共有などに

問題はありません。

固定回線不要

webブラウザだけ
あればOK

webブラウザのみあれば利用が可

能です。アプリのダウンロードが

不要なので、導入にかかる手間が

少なくてすみます。

アプリダウンロード
不要

超ラクチン特徴1
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ワンアクションで資料やメモを一発共有。
資料を共有したければ、画面にドラッグ＆ドロップで一発で共有。録画もメモの共有も画面の共有もクリック一つで簡単に。会わなくてもいつでも、
だれでも簡単にミーティングが出来きます。

いつでも簡単に
対話を録画できます

残しておきたいゲストとの対話は、

画面にあるボタンひとつですぐに

録画&ダウンロードできます。商

談を振り返ったり、議事録に利用

できます。

録画機能

ゲストと同時に
メモを編集できる

共有メモに入力すると同じ情報が

リアルタイムにゲストの画面に表

示されます。音声だけでなくスケ

ジュールや決定事項に不備がない

か文字で共有することができます。

共有メモ

画面にドラック&ドロップで
資料がすぐに共有できます

共有メモに入力すると同じ情報が

リアルタイムにゲストの画面に表

示されます。音声だけでなくスケ

ジュールや決定事項に不備がない

か文字で共有することができます。

相手と自分の画面を
共有できます

自分と相手の画面を共有しながら

会話をすることが可能です。シス

テムの操作方法を確認したり、資

料などを共有すれば、コミュニ

ケーションがより円滑になります。

資料共有 画面共有

超簡単特徴2
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活用事例・実績ついて（不動産仲介会社様）

■不動産仲介会社様
※顧客は、70%がスマホから参加している。

1)顧客の来店時に、他店舗の空き社員と接続し、物件紹介を実施
⇒来店された際、来店店舗のスタッフが埋まっていても、接客することで失注することがなくなった。

2)IT重説を実施
⇒顧客がわざわざ来店せずに、ご自宅にいながら重説が可能になり、不動産会社側としても店舗にいなくても重説が実施可能になった事で、働き方改革に繋がった。

3)オンラインで物件の内見を実施
⇒仲介物件の内見が週末に偏っていて、物権マッチングから内見までの時間がかかりすぎて他社に先を越されることがあったが、
物件マッチング当日に顧客はご自宅から接続して頂き、営業マンが物件現場で住宅の中をご覧頂き、仮申し込みまで持っていくことで受注率が向上した。

■新卒採用
1）OBOG訪問をLINEなどの個人情報交換をせずにオンラインで実施
⇒セクハラ防止策として運用し、女子大生の応募が増加した
⇒移動時間の削減により接触回数が向上した
⇒OB,OG対象者もお昼の時間帯など時間の調整が容易で管理工数が削減した

2)片道1.5時間以上、移動時間がかかるエントリー者に対して、
オンライン説明会を実施
⇒地方学生の参加率が向上した
⇒優秀な地方学生を採用できるようになった
⇒交通費支給の金額が削減された

3)内定者のフォローとしてオンライン質問会を実施
⇒内定通知者との接触頻度を倍増されられた
⇒内定通知後の辞退率が減少した

■その他
1)面接官のトーレニング（モニタリング機能で上司が同席）
2)本社の人事と支店の責任者同席の面接（移動することなく実施）
3)各支店との打ち合わせ（移動することなく実施）
など



営業パーソンの営業効率は3倍以上に。
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事例1 営業・商談

営業にmeet inを活用することで

お問い合わせの対応 交流会で会った企業へ 展示会で会った企業へ 営業を受ける場合

無駄な移動時間をカットしてその分生産性をアップ



求人方法の幅が増え応募率もアップ
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事例2 面接・人事

面接・人事にmeet inを活用することで

遠隔地の
応募者の面接に

履歴書不要の
即日面接も

志望度を重要視しない
気軽な面接に

すぐに会って
面接がしたい時に

面接の手間を減らし、気軽に求職者と出会えた



新しい働き方の可能性が広がった
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事例3 在宅勤務での活用

業務の運用にmeet inを活用することで

在宅勤務の
メンバーと

顧問契約中の
社外の方と

遠隔の
パートナー企業と

マーケティング調査や
モニターと

社内業務の専門性を高め生産性が向上した
…専門性の高い仕事

…ルーティンワーク



オンラインでのミーティングで
移動時間を減らすことで大幅なコスト削減が実現
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・月給／30万円+保険／5万+販管費／15万円

＝1月あたり人件費50万円

【人件費】

【時給】

・50万÷20営業日＝2.5万円

・2.5万円÷8時間

＝約時給3,000円

■ 20営業日、1日8時間勤務をした場合

50万円
3,000円

［内訳・計算式］

社員1人あたりの
給与を時給に換算すると…

社員1人が
1日2件の訪問をした場合…

【移動時間】 18万円

・3,000円×3時間/1日×20

＝1月あたりの移動コスト18万円

［内訳・計算式］

■ 1日2件1時間の訪問をし、

移動に3時間かかった場合

【コストシュミレーション】

1日1件の打ち合わせを
オンライン化すると…！

【移動時間】 -9万円

社員20名が
オンライン化すると…！

【移動時間】 -180万円

meet inは月3万円から始められます！

なのに！



競合他社との違い
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世界で唯一、スマホ・iPad、PCでも一切アプリのインストールが不要で接続可能

Meet-in ベルフェイス Zoom Skype

アカウント数
（同時開催可能数）

30（キャンペーン） 3 1 1

初期費用 0 別途見積 0

月額利用料（円） 30,000円～ 72000円～ ＠2000円 無料

同時通話可能上限人数 6拠点 3拠点までを推奨（最大5拠点） 100拠点 10拠点

ユーザ―は
利用しやすいか

・URLクリックのみで接続
・ルーム名の入力で接続

・音声は電話で聞く
(画面共有システム）
・番号入力するのみ

・アプリインストール後、
URLをクリックし接続
・会議室の作成に
（ホスト側）慣れが必要

招待されたユーザもアカウン
ト必要

スマホ利用は可能か
URLクリックのみで利用可能
（アプリ不要）

使用不可
携帯アプリのインストールが
必要

携帯アプリのインストールが
必要

接続は安定し、
画像は綺麗か

・WEB RTC接続
・電波状況により、画像の自動
調整機能あり
・接続不安定時のリカバリーは、
Zoomの7倍のスピード

・WEB RTC接続
・電波状況により、画像の自動
調整機能あり
・接続不安定時のリカバリーは、
Zoomの7倍のスピード

・サーバー経由接続
・接続安定度は高い

・複数人数で接続すると重く
なる
・Chrome、Edge以外のブラ
ウザは使えない

その他機能は

・上司のモニタリング機能あり
・電子契約システム搭載
・ミーティング内容をAIがテキ
スト化

・背景画像を選択可能
・Googleカレンダーと連動

通話時間制限はあるか 上限なし 上限なし 有償版であればなし 1か月100時間まで

資料を共有した際
トークスクリプト表示

できるか
スクリプト表示可能 スクリプト表示可能 不可 不可



ご利用料金プラン

料金プラン
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※下記以外のご利用はお問い合わせください。

スタンダード
プラン

¥30,000／月

スタンダード
50

¥50,000／月

スタンダード
100

¥70,000／月

スタンダード
300

¥150,000／月

スタンダード
600

¥240,000／月

スタンダード
1000

¥300,000／月

アカウント発行数 ～30人 ~50人 ~100人 ~300人 ~600人 ~1000人

最大同時接続 6人 6人 6人 6人 6人 6人

基本機能

ルーム作成、画面共有、
録画、資料共有
ホワイトボード機能、

共有メモ、ルームのロック機能、
プロフィール表示機能、
埋め込みタグ発行、
マジックミラー機能

● ● ● ● ● ●

資料保存容量 5GB 5GB 10GB 20GB 30GB 40GB

資料メモ機能 ● ● ● ● ● ●

資料保管&管理 ● ● ● ● ● ●

接続内容の保存&
管理

● ● ● ● ● ●

電子契約機能
※オプション

¥10,000／月→無料
全登録アカウントにて、契約締結し放題
※契約ごとの成功報酬金額なし

※コロナ対策の特別キャンペーン！
スタンダードプランが30ルーム利用可能に！


