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【参考事例】サッポロビール株式会社

「Web会議ツールでは終了後の雑談がなく、リモートワーク

でメンバーとメンバーの関係性などを把握できないことに

課題感」

WEB会議ツールとバーチャルオフィスの違い

会議帯を設けず自由に

コミュニケーションできるのが

バーチャルオフィス！

決まった時間に集まって

コミュニケーションできるのが

Web会議ツール！

🎥録画録音機能開発中！🎙

https://ovice.in/ja/usecase-sapporobeer/


既存ツールと比較したoViceの強み

oVice オフライン
（出社）

web会議ツール

※TEAMS会議やzoom等

チャット・メール

※TEAMSチャットやslack等
電話

チャット △ △ △ ◎ ×

相談・立ち話 ◎ ◎ 〇 △ △

ディスカッション ◎※双方向 ◎※双方向 〇※一方方向 △ ×

会議 〇 ◎ ◎ × ×

画面共有 ◎ △ ◎ × ×

資料保存・編集 × ◯ △ 〇 ×

ステータスの可視化 ◎ ◯ △ × ×

緊急性の高い会話 ◎ ◎ △ △ 〇

💡ポイント💡
従来のコミュニケーションの 一歩先（黄色い部分） を

業務改善として求めるかどうかが、 oViceを導入検討の軸となります。



 コミュニケーション

機会創出 

コミュニケーション

コスト削減

コミュニケーションの

ハードルを下げる
ステータスの管理 

孤独感の解消

５つのメリット

訴求



①

コミュニケーション

機会創出

「偶発的なコミュニケーション」を

生むことができる、それがoViceです。

「偶発的なコミュニケーション」をすぐに生む、

というのは難しいかもしれません。

そんな時には、出社時に設けていた

「フランクなコミュニケーションの場」をoViceで。

リモート勤務で少なくなった気軽なコミュニケーションを

オンラインで再現することが可能です。

事例

「週2回出社」のこれからを oViceでより良く  サッポロビールのハイブリッドワーク

MRの働き方改革  大手製薬会社はどのようにバーチャルオフィスを浸透させたのか

「ワークスイッチングー変化する企業たちー」株式会社ラック（ Youtube動画）

ex. キックオフ、勉強会、雑談会、もくもく会、飲み会、歓送迎会、ランチ会

出社している時は隣の席の方や、

カフェスペース等でばったり

会った方との会話があったのに…

リモートだとコミュニケーションを

とるタイミングがない!!

“ 

https://ovice.in/ja/usecase-sapporobeer/
https://ovice.in/ja/usecase-astrazeneca/
https://youtu.be/FgtQz0c8I7E


事例

バーチャルオフィス導入 “まばらなログイン ”促進す

るには？「oViceなしは、きつい」と言われるように

なるまで

”Slack+Zoom” VS ”oVice+oVice内Zoom” VS “oVice”

oViceでは1回の「ちょっといいですか？」で最大 139秒削減できる !

2名ずつのメンバーでミーティングを開始するまでの時間を計測

ZOOMのみ oViceでZOOM oViceのみ

連絡/声かけ 0秒※Slack 15秒※oViceチャッ

ト
6秒※音声

応答 46秒※Slack 25秒※oViceチャッ

ト
14秒※音声

URL発行 1分46秒 1分40秒 ー

画面共有/ビデオオン 2分46秒 1分50秒 27秒

②

コミュニケーション

コスト削減

「ちょっといい？」から会話に至る

までの工数を減らしたい！

“ 

実証実験

実験内容

結果

https://ovice.in/ja/usecase-chugaipharm/
https://ovice.in/ja/usecase-chugaipharm/
https://ovice.in/ja/usecase-chugaipharm/


③コミュニケーションのハードルを下げる

oViceでは今いるメンバーや空いているメンバーが可視化でき、

緊急度が高い内容の場合は差し込みで質問ができます！

例)お客様対応ですぐに上長に確認したい場合  etc…

事例    リモートワークのパフォーマンスをもう一段上げるために。「 oViceに入ろう」声かけで普及

今ちょっといいで

すか？

反応がないなぁ。

もしかしたらいない

のかも？

メンションチャット

で声をかけておこ

う！

でもそれはお互い様。

質問する時の流れを作ってよりコミュニケーションハードルを低くしましょう。

例）声をかけて反応がなかったらメンションチャットに切り替えて反応を待つ

「話したいタイミングで気軽に声をかけたい」

「話しかけても反応がない !?」

https://ovice.in/ja/usecase-privtech/


④ ステータスの管理

絵文字で一目瞭然！絵文字の指定で切り分ける方法

https://ovice.in/ja/usecase-tsukulink/

oVice内のアバターの場所で一目瞭然！エリア指定で切り分ける方法

https://thinkit.co.jp/article/18597

https://www.en-soku.com/life/73544

https://diamond.jp/articles/-/262139?page=2

● 今誰が何をしているのか

● 今誰が話しかけても良い状態なのか

● 誰が手一杯で余裕がなさそうか

● 誰が誰に相談をしているか

運用のルールを設けることで、各個人の状態を簡単に確認できるようになります。

＼ 実際に使っているお客様の声 ／

ステータス可視化の事例 

https://ovice.in/ja/usecase-tsukulink/
https://thinkit.co.jp/article/18597
https://www.en-soku.com/life/73544
https://diamond.jp/articles/-/262139?page=2


Coming Soon　カレンダー連携



営業電話後の会話ができない…オンライン特有の「孤独感」の解消

https://ovice.in/ja/usecase-unimatsc/

今までの「当たり前」をoViceで再現

https://ovice.in/ja/usecase-superstudio/

https://ovice.in/ja/usecase-unlog/

全社キックオフをパブリックビューイング

https://ovice.in/ja/usecase-trenders/

oViceではアバターで存在感を感じられ、いつでも話しかけられる

環境であれば孤独に感じることが減るのではないかと考えています。

⑤
孤独感の解消

一緒に働いている感”を

感じられる環境がほしい

“ 

仲間たちの様子”が見えず

孤独を感じる

“  孤独感解消の事例 

https://ovice.in/ja/usecase-unimatsc/
https://ovice.in/ja/usecase-superstudio/
https://ovice.in/ja/usecase-unlog/
https://ovice.in/ja/usecase-trenders/


事例



ちょっとした相談、声がけ 入室してくれない…を解決するために 他チーム、他部署展開の工夫

新入社員のフォローアップ 新入社員のフォローアップ 他拠点運用の工夫

ハイブリッドワークでの活用 マネジメントを兼ねた運用 社内・社外イベント

https://ovice.in/ja/usecase-brainpad/
https://ovice.in/ja/usecase-wiz/
https://ovice.in/ja/usecase-kioxia/index.html
https://ovice.in/ja/usecase-wiz/
https://www.en-soku.com/life/80383
https://ovice.in/ja/usecase-humanstage/
https://ovice.in/ja/usecase-craftorch/
https://ovice.in/ja/usecase-chugaipharm/
https://ovice.in/ja/usecase-jera/


お客様が公開して

くださった事例

Peaceful Morning株式会社（全社忘年会）

クリエーションライン株式会社（全社会議）

株式会社ゼネラルパートナーズ（忘年会）

株式会社ジョイゾー（社内交流イベント）

株式会社ニット

株式会社ネクイノ

株式会社サンエル（SunL）

株式会社Zaim

オフィスとしての利用

イベント会場としての利用

https://note.com/sennosuke/n/nc1692521e289
https://note.com/project_j_k/n/nb4efe5005d27
https://note.com/gp__info/n/n0e5a7968e621
https://note.com/joyzojp/n/n378c430ded6a
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000380.000059127.html
https://note.com/ni_inc/n/neac72d6fb08f
https://blog.sunl.jp/ovice-taikendan/
https://blog.zaim.co.jp/n/nd00011ade1b4


Tips



社内研修や

新人教育など

オフラインで

もともと

実施していた

イベントを

オンラインで！

社内研修 ランチ会

新人研修OJT もくもく会

朝のラジオ体操 Gaming Night

https://o-kun.com/archives/2909/ovice/
https://note.com/h_yoshida/n/n6cf673e03dcb
https://www.notion.so/ovice/oVice-Gaming-Night-fcf8eb3d47ef4502bc5e835f9ac803b2
https://ovice.in/ja/usecase-projectdesign/
https://ovice.in/ja/usecase-oisix/


季節ごとの

レイアウト変更

弊社デフォルト

レイアウトのご紹介

春 迎春

夏 秋冬

バレンタイン クリスマス

https://www.notion.so/ovice/oVice-Gaming-Night-fcf8eb3d47ef4502bc5e835f9ac803b2


リアクション機能

会話中に声を出したり、ビデオ映像を出さなくても、

リアクション機能を活用することで一定のコミュニケーションを

生むことが可能です！

相手が聞いているか不安になることも少なくなります。

声をかけたいけど、音声だと・・・という時にも

hand✋のリアクションが便利です。

お話中

すみません！

耳だけ参加だけど

承知しました〜



アバターで楽しむ

背景に擬態してみたり、

今の気分を絵文字で

表現してみたり…

使い方の幅は広いので、

楽しく活用していただければ

幸いです！

“ 
背景に擬態?! Happyな気分♪

今すごく忙しい💦 手が空いてます✋


