スタイリッシュ、
快適、高音質。
特長

• 高音質でモダンなデザイン—従業員にと
って魅力的な製品。

• クラス最高の音質で、フィット感を調節可
能なヘッドセットは、180 度回転スピーカ
ーとフレキシブルなマイク ブームで微調
整にも対応。
• 長時間快適に着用できる心地良いパッド
入りヘッドバンドと柔らかいイヤー クッシ
ョン。

• Microsoft Team バージョンでは、Teams
アプリケーションに瞬時にアクセスできる
専用の Teams ボタンにより簡単にコラボ
レーションおよびコミュニケーションが可
能。

BLACKWIRE 3300 シリーズ

Blackwire 3300 シリーズは、
ビジネス向けに製造されたヘッドセットで、最高品質の
オーディオ体験を提供します。従業員が使いたくなるデザインで、高い投資効果を発
揮。Blackwire 3300 シリーズの最大の魅力は、
モダンでスタイリッシュなデザインで
す。マイク ブームが柔らかく、
フィット感をカスタマイズすることができます。
快適なパ
ッド入りヘッドバンド、
まるで枕のように柔らかいイヤー クッション、180 度回転スピ
ーカーを備えたヘッドセットは、細やかな調整にも対応します。さらに、
スマートなデ
ザインだけでなく、Poly ならではの高音質を実現。
価格が心配な方もご安心くださ
い。Blackwire 3300 シリーズは予算に合わせやすい価格です。
• モノラルまたはステレオのオーバー ヘッド式オプション。

• ご利用のデバイスに適したモデルを選択可能: USB-AまたはUSB-CによるPC接続および
3.5 mm コネクタによるモバイル デバイス接続。
• シンプルで信頼性の高い有線デザイン。
• 操作が簡単でトレーニング不要。

BLACKWIRE
3300 シリーズ
製品仕様
接続可能デバイス

• PC（USB/USB-C）、
モバイル デバイスおよ
びタブレット（3.5mm コネクタ）(BW3315/
BW3325)、USB-C 対応デバイス
互換性

• Windows® または Mac OS
PC オーディオ受信

周波数特性

• 最大 6.8 kHz の PC ワイドバンド音声テ
レフォニー、
または 20 Hz〜20 KHz のマ
ルチメディア (Hi-Fi ステレオ BW3320/
BW3325) 向けに最適化されたダイナミッ
ク EQ

BW3310

BW3315

マイクの感度

ブームの回転

マイク ブームの長さ

コール コントロール

• -38 dBV/Pa

• 135 m

マイクの帯域幅

• 100～10000 Hz  
聴覚保護機能

• SoundGuard: 118 dBA を超える音量から
耳を保護する音響制限機能。G616 のサポ
ートにより102 dBSPL レベルに制限。
   
重量 (ケーブルを含む)

• 102 g (BW3310、BW3315)

スピーカー サイズ

• 130 g (BW3320、BW3325)

スピーカー感度

• 70 g (BW3310、BW3315)

• 32 mm

• 116 dB*

重量 (ケーブルを除く)

• 96 g (BW3320、BW3325)

スピーカー入力インピーダンス

ケーブル長 (インライン モジュールからヘッ
ドセット)

スピーカーの帯域幅 (音声モード)

• 1175 mm (BW3315、BW3325)

• 32 Ω

• 200～6800 Hz

スピーカーの帯域幅 (メディア モード)

ケーブル長 (USB からインライン モジュール)

最大音響出力
• 118 dBSPL

ケーブル長
(USB からヘッドセットまでの全長)

マイクおよびテクノロジー

• 2150 mm (BW3315、BW3325)

• 100 Hz ～ 10 kHz (6.8 kHzまでの PC ワイ
ドバンド音声に最適化)

• 280°

• BW33xx: 着信応答/通話終了ボタン、音
量、
ミュート

• BW33xx-M: 着信応答/通話終了ボタンと
専用の Microsoft Teams ボタンを統合、音
量、
ミュート

トーン音による通知

• ミュートオン/オフおよび音量最大/最小の
トーン音
世界共通限定保証

• 2 年間の保証付き

サポートするアプリケーション

• Plantronics Hub デスクトップバージョン
のみ、Windows/Mac に対応。
Plantronics
Manager Pro スイート: 資産管理と導入、
通話の品質と分析、健康と安全

* 1 mW/1 kHz (IEC 318 カプラーで測定)

• 1450 mm (BW3310、BW3320)
• 900 mm (BW3315、BW3325)

マイク周波数特性

BW3325

• 665 mm (BW3310、BW3320)

• 20～20000 Hz

• 臨機応変に使用できるノイズキャンセル マ
イク

BW3320

• 2180 mm (BW3310、BW3320)

ヘッドバンドの調節

• 35 mm (BW3310、BW3315)
• 70 mm (BW3320、BW3325)

詳細を見る

Blackwire 3300 についての詳しくは、poly.com/Blackwire-3300 をご覧ください。
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