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つながるのはモノではなくヒト
Poly（Polycom	+	Plantronics）は、エンドtoエンド	ソリュ
ーションで本当の人のつながりとコラボレーションを支援
するグローバル	コミュニケーションカンパニーです。	

Poly	はフェイス	to	フェイスの体験を実現するために、人
と人とのやりとりにおける意味深いしぐさを音声および
ビデオコミュニケーションに組み込むための新たな方法
を探求しています。	

緊密な関係を築くために  
障壁を乗り越え、距離を越えるために 	
個人と個人 
個人と人々 
人々と人々 

Poly	の高品質なヘッドセット、音声、ビデオ	、ビデオ	
相互運用ソリューションは、シンプルかつ柔軟に使用でき		
ます。組織内の人やチームが期待するコラボレーション	
デバイスに対するあらゆるニーズにワンストップで	
お応えします。	

Poly	のソリューションは、これから導入するコラボレーシ
ョン	プラットフォームと既存のビデオ	/	音声会議機器と
を簡単に相互運用することで、これまでの投資を保護し
ます。Poly	のプロフェッショナル	サービス	チームが専門
知識を活かしてソリューション環境の計画、導入、運用、サ
ポートを行います。	
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POLY	のエンド	TO	エンド	ソリューションとは

ハドル	スペース 自席

会議室

IT	ツール

外出先

カスタマーサービス

サポート＆		
サービス

最高のエンド to エンドの コラボレーション体験 
それだけをご提供することを目指しています 。

•	 	さまざまな人がコミュニケーションおよびコラボレーションクラウドを活
用するとき、Poly	が役立ちます。シンプルな接続と臨場感のある通話によ
り、テクノロジーの存在を意識することなく、自然な人と人とのコラボレー
ションを堪能できます。

•	 	さらに、Poly	のデータと分析に基づいた管理上の洞察を提供することに
より、さまざまな仕事をより良く、スマートかつ簡単に行えるようになりま
す。

•	 	お客様固有の課題に合わせて	Poly	のサービス専任者が技術面での	
サポートをすることにより、より長期的に運用することができます。

お客様およびパートナーにとっての Poly の価値 

•	 	ビジネス リーダー	—	さまざまな方法でコミュニケーションとコラボレー
ションを改善し、生産性を高めます。

•	 	IT マネージャー	—	メンテナンスの必要性の予測やリモートからの問題の
解決、ユーザーがシステムや作業環境を使いこなす方法を提示するなど、
お客様の通信デバイスに関連するニーズの全てをワンストップで	
ご提供します。

•	 	ビジネス パートナー—信頼できるパートナーとしてお客様のビジネスを
理解し補完して、双方のお客様が望む以上のものを提供します。

管理 
分析 

相互運用性

ビデオ会議 デスクトップ電話機音声会議 ソフトウェアヘッドセット サービス
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ハドル 
    スペース
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特長	 特長	

•	 あらゆるエコシステムに接続し、ネイティ
ブ体験を実現	—	PC	や	Mac	は不要です
•	 背景の雑音を低減するなど、優れた音声
機能を搭載	
•	 国際標準規格に準拠したネットワーク	
環境への接続
•	 4K	Ultra	HDに対応	
•	 Miracast、Airplay、Poly	Content	App	
などのワイヤレス	コンテンツ共有機能を
搭載（標準規格に準拠したもののみ）
*		Microsoft	Teams	をネイティブでサポー
ト予定

•	 最高クラスの音声品質
•	 自動話者トラッキング
•	 集中管理により、IT	部門への負担を軽減

ハドルルームに最適	
オールインワンのビデオ	ソリューション

ハドルルームに最適	
さまざまな	VaaS	(Video-as-a-Service)	プラッ
トフォームに	USB	接続が可能

POLY STUDIO X30* POLY STUDIO

HUDDLE SPACE 
VIDEO SYSTEMS

新製品 新製品
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HUDDLE SPACE 
CAMERAS

特長	 特長	

•	 本来の色相、彩度、明るさを備えた	HD	
1080p60	キャプチャにより、正確な色表
現とリアルな映像を実現
•	 4	倍デジタルズームと	74	度の視野角
•	 サイマルキャスト映像ストリーム
•	 短時間でセットアップ可能	(ドライバー
不要)

•	 ハンズフリーで使用できる優れたグルー
プフレーミング機能
•	 4k	対応の	HD	カメラにより、5	倍ズーム
のアップ映像を実現
•	 2	個の内蔵マイクがクリアな集音を実現
し、豊かな音質で通話可能
•	 少人数での使用時に	VisualPro	と	
RealPresence	Group	シリーズや	Trio	
を併用し、安定したパフォーマンスを実
現

ハドルルームや個人用のスペースに最適		
小型の	USB	カメラ

ハドル	ルームや小会議室に最適	
ハンズフリーの話者トラッキング	カメラ

EAGLEEYE MINI EAGLEEYE CUBE

HUDDLE SPACE 
VIDEO SYSTEMS
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特長	

•	 最大	2m	の集音性能で	全方位の音声を
カバー
•	 Poly	Acoustic	Clarity	とダイナミック	
ノイズ	リダクションなどの音声技術	
により、クリアーで自然な音声を再現
•	 簡単に設置して使用可能	
アナログ回線のジャックにケーブルを	
接続するだけです

小さな会議室やオフィスに最適	
音声会議システム（	アナログ回線用	）

VOICESTATION 300

HUDDLE SPACE 
AUDIO

特長	

•	 USB	接続で	PC	の音声デバイスとして	、		
もしくは	、	Bluetooth	経由でモバイル	
端末用の音声デバイスとして使用できる	
スピーカーフォン
•	 Poly	NoiseBlock	技術により、会話音声
以外のバックグラウンド	ノイズを自動的
に除去
•	 連続通話時間は	1	回の充電で最大約	
10	時間
•	 Microsoft	Teams	対応
•	 Zoom	対応

小さなハドルルームに最適	
Bluetooth®	ワイヤレス	スピーカーフォン

CALISTO 7200

特長	

•	 定評のある音声品質と	最大	3.7m	の	
集音性能
•	 ワンタッチ会議機能による会議の開始
•	 複数の	SIP	プラットフォームに接続可能
•	 モバイル端末使用時のオーディオ接続
機器としての利用

比較的小さな部屋に最適	
高性能な音声会議システム

TRIO 8300
新製品
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HUDDLE SPACE 
AUDIO

CONFERENCE    
ROOM - 会議室
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特長	

•	 Polyの	USB	周辺機器ソリューションに
より、	最高クラスの音声・映像体験を実
現
•	 Microsoft	Teams	Room	(MTR)	の直感
的なユーザー	エクスペリエンスと	Poly	
のパワフルな音声・映像体験を融合
•	 Lenovo	の	MTR	ソリューションと	の	併
用

小	～	大規模の会議室に最適	
Microsoft	Teams	との	
ネイティブ連携ソリューション

POLY MTR BUNDLES

特長	 特長	

•	 Ultra	HD	4K	品質の映像とコンテンツ
•	 さまざまなデバイスからワイヤレスでコンテ
ンツ	共有が可能
•	 ビデオ会議接続時やコンテンツ共有時に	
直観的に使える	シングル	ユーザー	インター
フェース
•	 コンテンツへの注釈機能やデジタル	ホワイ
トボード機能に対応

•	 あらゆるエコシステムに接続し、ネイティブ
体験を実現	—	PC	や	Mac	は不要です
•	 高度な音声抑制機能	
•	 国際標準規格に準拠したネットワーク環境
への接続
•	 4K	Ultra	HD	に対応	
•	 Miracast、Airplay、Poly	Content	App	など		
のワイヤレス	コンテンツ共有機能を搭載	
（標準規格に準拠したもののみ	）

ハドル	スペースにも最適

中	～	大規模の会議室に最適	
柔軟なデザインが可能な	
ビデオ会議ソリューション

小	～	中規模の部屋に最適	
オールインワンのビデオ会議ソリューション

G7500 POLY STUDIO X50

CONFERENCE ROOM 
VIDEO SYSTEMS

新製品新製品
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CONFERENCE ROOM 
総合ソリューション

特長	

•	 約	5.5m	のメディア	ウォールに	84	イン		
チ薄型	4K	UltraHD	のディスプレイを	
3	台設置。さらに、柔軟なコンテンツ	
配置機能により参加者全員がクリアに	
共有コンテンツを確認でき	、	臨場感の	
高い没入型環境を実現
•	 一部屋で最大	21	人が参加可能	
座っている参加者だけでなく、	
参加者が立ったり、歩き回ったり	
しても、一人ひとりを全身で表示

Fortune	500	レベルの企業でビデオ会議専用		
の大きな部屋が必要なユーザーに最適	
極めて臨場感の高い没入型のビデオ会議ソ	
ューション

REALPRESENCE IMMERSIVE STUDIO 

CONFERENCE ROOM 
VIDEO SYSTEMS

特長	

•	 最大	4K	レベルの解像度に対応する	
超薄型	65	インチのディスプレイで、	
リアルな映像品質を提供
•	 没入型のビデオ会議ソリューションであ
りながら、比較的手ごろな予算で導入
が可能
•	 柔軟な購入オプションにより、ニーズと
予算に合わせてシステムをカスタマイズ
可能

Fortune	500	レベルの企業でビデオ会議専用		
の中規模の部屋が必要なユーザーに最適	
極めて臨場感の高い没入型のビデオ会議ソ	
ューション

REALPRESENCE IMMERSIVE
STUDIO FLEX

特長	

•	 ハンズフリーのカメラ操作、シンプルな	
タッチ式の画面コントロール、会話の	
妨げになる雑音を除去する革新的な	
音声技術などによる	比類ないユーザー	
体験
•	 さまざまな	UC	環境で	使用可能
•	 世界中で簡単に導入できるシンプルな	
オールインワン	パッケージ
•	 HD	品質のビデオ会議により、リアルな
映像と詳細なコンテンツ共有が可能	

中	～	大規模な部屋に最適	
導入が簡単なビデオ会議ソリューション

MEDIALIGN
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特長	

•	 定評のある音声品質	
最大	22kHz	のクリアな音声と	
6m	の集音性能
•	 ワンタッチで会議を開始
•	 複数のプラットフォームに接続可能
•	 モバイル端末からの音声接続
（USB、Bluetooth）
•	 Microsoft	Teams	および	Skype	for		
Business	の認定を取得した音声会議	
ソリューション

大きめの部屋に最適	
シンプルなタッチインターフェースにより	
操作性に優れた	最高レベルの音声会議ソリ	
ーション

TRIO 8800

CONFERENCE ROOM 
TRIO VIDEO ACCESSORIES

特長	特長	

•	 最大	3m	の集音性能を備え、	全方位マ
イクを搭載。小～中規模の会議室に最
適
•	 Poly	Acoustic	Clarity	やダイナミック	ノ
イズ	リダクションなどの音声技術による
優れた音質
•	 アナログ回線にケーブルを接続するだ
けの簡単設置	-	専門的な技術的知識は
不要
•	 アプリケーションポートを携帯電話に接
続してアナログ電話回線のない会議室
から発信したり、PC	に接続してインター
ネット通話を行うことが可能

•	 定評のある音声品質	-	最大	14kHz	の	
クリアな音声と	4.3m	の集音性能
•	 ワンタッチで会議を開始
•	 複数のプラットフォームに接続可能
•	 モバイル端末からの音声接続
（USB、Bluetooth）
•	 Microsoft	Teams	および	Skype	for	
Business	の認定を取得した会議ソリュ
ーション

小	～	中規模の会議室に最適	
音声会議システム	（	アナログ回線用	）

中規模の部屋に最適	
シンプルなタッチ	インターフェースを搭載し	
強力な音声会議ソリューション

SOUNDSTATION2TRIO 8500

CONFERENCE ROOM 
AUDIO

人気製品
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特長	 特長	

•	 ディスプレイ	1	台と	EagleEye	USB	カメ
ラ（オプション）に対応
•	 ワイヤレスおよび有線による	コンテンツ
共有が可能
•	 プラグ	アンド	プレイで簡単かつ	即時に
導入可能
•	 同時に複数のビデオ会議プラットフォー
ムやサービスに対応

注：Poly	Trio	シリーズとのセットでのみ使用可能

•	 ディスプレイ	1～2	台	EagleEye（HDCI）
カメラをサポート	
•	 ワイヤレスおよび有線による	コンテンツ
共有が可能
•	 プラグ	アンド	プレイで簡単かつ	即時に
導入可能
•	 同時に複数のビデオ会議プラットフォー
ムやサービスに対応

注：Poly	Trio	8800	および	8500	とのセットでのみ使
用可能

小	～	中規模の部屋に最適	
Trio	シリーズ	に映像やコンテンツ共有機能	
追加したいユーザー用

中	～	大規模の部屋に最適	
Trio	シリーズに映像やコンテンツ共有機能	
追加したいユ	ーザー用

TRIO VISUAL+ TRIO VISUALPRO

CONFERENCE ROOM 
TRIO VIDEO ACCESSORIES

CONFERENCE ROOM 
AUDIO
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CONFERENCE ROOM 
CAMERAS

特長	

•	 最大	1080p60fps	の解像度を実現
•	 参加者がカメラ操作をすることなく、	
優れたビデオ体験を実現	
小	～	中規模の部屋に最適
•	 室内の動きをモニターし、自動的に参加
者全員をフレーミングして、解析データ
を提供

小	～	中規模の部屋に最適	
参加者全員をフレーミングする機能と分析		
機能を搭載したカメラ機能を搭載したカメラ

EAGLEEYE PRODUCER

特長	

•	 フルHD	(1080p60)	品質の映像により、
精細な画像と自然な色を実現
•	 12	倍光学ズーム、広視野角、パン・チル		
ト機能により、画質を損なうことなく	
広範囲の映像を実現
•	 RealPresence	Group	シリーズのビデオ
会議ソリューションと組み合わせて簡単
に設置できるだけでなく、USB	カメラと
しても使用可能

中	～	大規模の部屋に最適	
高性能な話者トラッキングカメラ。部屋全体も
同時に表示

EAGLEEYE DIRECTOR II
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CONFERENCE ROOM 
CAMERAS

特長	

•	 会議室やホールなどにおける音響上の課題を	
解決する設置型音声	ソリューション
•	 SoundStructure	Studio	構成ソフトウェアや		
Poly	OBAM（One	Big	Audio	Matrix）により	、		
大規模または複雑なコラボレーション環境でも	
容易な設置および構成が可能
•	 優れた	Stereo	Acoustic	Echo	Cancellation	
(AEC)
•	 革新的なハウリング除去機能により、マイクやス
ピーカーを柔軟に配置でき、話者が立ち位置を
気にすることなく音声補正を実現

大きなスペースに最適	
カスタマイズできる適切な音響環境が必要		
なユーザー用

SOUNDSTRUCTURE

CONFERENCE ROOM 
設置型音声ソリューション
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 AT THE DESK 
自席・フリーアドレス
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 AT THE DESK 
自席・フリーアドレス

特長	特長	特長	

•	 耐久性とカスタマイズ性に優れ、快適な
フィット感の軽金属製ヘッドバンド
•	 人工皮革のイヤー	クッションを平らに
折りたたんで簡単に携帯可能（C3215/
C3225）
•	 直観的なインラインコントロールによる
通話の応答と終了、音量コントロール、ミ
ュート機能で簡単に通話を管理
•	 PC（USB経由）や、タブレットおよびモバ
イル	デバイス（3.5mmコネクタ経由）に
接続可能（C3215/C3225）
•	 Microsoft	Teams	対応
•	 Zoom	対応	

•	 USB/USB-C	で	PC	や	Mac	に、3.5mm	コ
ネクタでスマートフォンやタブレットに接続
可能
•	 直観的なインラインコントロールによる通
話の応答と終了、音量コントロール、ミュー
ト機能で簡単に通話を管理
•	 ダイナミック	EQ	機能によって音楽やマルテ
ィメディア再生を楽しむときに自動的に音
質を最適化
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）	
•	 Zoom	対応

•	 アクティブノイズキャンセルテクノロジー
（ANC）により、騒音をシャットアウト
•	 画期的なブームレス	デザインと	Poly	のク
リアな通話テクノロジー	
•	 ミュートのまま通話すると、動的ミュート通
知機能がミュート状態を感知して通知
•	 USB-A	または	USB-C	接続
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）
•	 Zoom	対応

エントリーレベルの	USB	ヘッドセットが必要
なナレッジワーカー向け

長時間にわたって電話に対応しなければなら
ないナレッジワーカー向け

騒音の多いオープン	オフィス	スペースでブー
ムレス（ヘッドフォン	スタイル）の	USB	ヘッドセ
ットを使用したい	ナレッジ	ワーカー向け

BLACKWIRE 3200シリーズBLACKWIRE 5200シリーズBLACKWIRE 7225

AT THE DESK 
CORDED HEADSET

新製品
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特長	特長	

•	 移動範囲	最大約	120m
•	 連続通話時間	1	回の充電で	最大約	12	
時間
•	 1	拠点で最大	4	台のヘッドセットを使用
した	会議を実施可能

ワークスペース、携帯可能なヘッドセット、		
広い移動範囲、固定電話への接続機能が		
必要なオフィス	ワーカー向け

固定電話、PC、モバイル	デバイスに接続する
必要がある会社員やコールセンターのスタッ
フ向け

SAVI 7200 OFFICEシリーズ 
（日本リリース時期未定）

SAVI 8200 OFFICE/UCシリーズ 
（日本リリース時期未定）

AT THE DESK - 自席・フリ
ーアドレスDECT WIRELESS HEADSETS

新製品 新製品

•	 アクティブ	ノイズ	キャンセル機能を備えた唯
一のDECT™ヘッドセット（Savi	8220）
•	 DECT™	Forumの公式セキュリティ規格の認
証取得済み
•	 近くの話し声を制限するノイズ	キャンセル	マ
イク
•	 最新のDECT™テクノロジーにより、ユーザー
密度に影響なくワイドバンド	オーディオを		
サポート
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）
•	 Zoom	対応

カスタマー	サービス担当者にも最適カスタマー	サービス担当者にも最適
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特長	

•	 アクティブ	ノイズ	キャンセル（ANC）機能により、
騒音の多い環境でも雑音をブロック
•	 スマート	センサーテクノロジー（ヘッドセットの着
脱感知）により、電話の応答、マイクのミュート/ミ
ュート解除、音楽の一時停止/再生などを操作
•	 Hi-Fiステレオサウンドが臨場感あふれる音を生
成
•	 ミュートのまま通話すると、動的ミュート通知機
能が通知
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）
•	 Zoom	対応	
外出先での使用にも最適

高品質のステレオ	Bluetooth	ヘッドセットが必要
なオフィスワーカー向け

VOYAGER FOCUS UC

AT THE DESK - 自席・フリ
ーアドレスBLUETOOTH WIRELESS HEADSETS

特長	

•	 Hi-Fiステレオとモノラルの2種類の	装着スタ
イルに対応
•	 フレキシブルなマイク	ブームと人間工学に
基づくデザインにより長時間快適に装着可
能
•	 Class	1	Bluetooth®対応デバイスから最大
約	30m	の範囲内で自由に移動可能
•	 最大約	12	時間の連続通話時間、最大約	15	
時間の音声再生時間
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）	
•	 Zoom	対応
外出先での使用にも最適

オフィス内を移動することが多く、PCとモバイ
ル	デバイスの両方で電話に応答する必要のあ
るオフィスワーカー向け

VOYAGER 4200 UCシリーズ

人気製品
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特長	特長	

•	 固定電話、PC/Mac、または携帯電話に
Bluetoothで接続
•	 Class	1	Bluetooth®	テクノロジーにより、最
大約	91m（見通し距離）で使用可能
•	 最新のUSB-Cまたは従来のUSB-Aの
Bluetooth接続オプション
•	 一日中接続を維持できる充電	ベースのオプ
ション
•	 Microsoft	TeamsバージョンにはTeams専
用ボタンを搭載
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）

•	 固定電話、PC/Mac、または携帯電話に
Bluetoothで接続
•	 Class	1	Bluetooth®	テクノロジーにより、最
大約	75m（見通し距離）で使用可能
•	 最新のUSB-Cまたは従来のUSB-Aの
Bluetooth接続オプション
•	 一日中接続を維持できる充電	ベースのオプ
ション
•	 Microsoft	TeamsバージョンにはTeams	
専用ボタンを搭載
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）

オフィスで騒音に悩まされることなくハンズフリー
で電話をかけたり受けたりしたいオフィスワークの
プロフェッショナルや移動の多いビジネスマン向け

オフィスの内外で電話をかけたり受けたりす
るオフィスワーカーや移動の多い	ビジネスマ
ン向け

VOYAGER 4200 OFFICEシリーズVOYAGER 5200 OFFICEシリーズ

AT THE DESK - 自席・フリ
ーアドレスBLUETOOTH WIRELESS HEADSETS
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特長	

•	 移動の多いビジネスマンの移動先での
使用に適した高機能設計
•	 標準搭載のダイヤルキーに加え、ヘッド
セット、	スピーカーフォン、受話器のオプ
ションで	利便性を追求
•	 マルチコイルによる無線/有線の携帯電
話充電
•	 Microsoft	Teams	専用ボタン

オープン	オフィスでも、手軽に通話や充電をし
たい移動の多いビジネスマン向け

POLY ELARA 60シリーズ（日本リリ
ース時期未定）

AT THE DESK - 自席・フリ
ーアドレスMOBILE PHONE STATION

新製品
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特長	

•	 4	回線対応のカラーディスプレイ付	ベー
シック	IP	電話機
•	 クリアな音声	-	Poly	HD	Voice	や	Poly	
Acoustic	Fence	などの優れた音声技術
を搭載
•	 USB	や	RJ9	接続のヘッドセットに対応
•	 10/100/1000	イーサネットポートｘ2

信頼性が高く有線接続の電話機が必要なオフ
ィスワーカーや現場スタッフ、販売員向け

VVX 250

AT THE DESK - 自席・フリ
ーアドレスIP PHONES

特長	

•	 12	回線対応のカラーディスプレイ付	IP	
電話機	
•	 クリアな音声	-	Poly	HD	Voice	や	Poly	
Acoustic	Fence	などの優れた音声技術
を搭載
•	 USB	や	RJ9	接続のヘッドセットに対応
•	 10/100/1000	イーサネットポートｘ2

通話回数が比較的少ないナレッジワーカーや
マネージャー、もしくは複数回線を必要とする
小規模オフィス向け

VVX 450

特長	

•	 6	回線対応のカラーディスプレイ付	ミッ
ドレンジ	IP	電話機	
•	 クリアな音声	-	Poly	HD	Voice	や	Poly	
Acoustic	Fence	などの優れた音声技術
を搭載
•	 USB	や	RJ9	接続のヘッドセットに対応
•	 10/100/1000	イーサネットポートｘ2

通話回数は比較的少ないが、信頼性の高い接
続性が求められるナレッジワーカー向け

VVX 350

人気製品
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AT THE DESK - 自席・フリ
ーアドレスIP PHONES

特長	

•	 ひとつのベースステーションで	最大	10	
台の電話機をサポートし、	8	回線もしく
は	8	件の同時通話に対応
•	 固定電話のような機能を搭載した	モバ
イル端末	
•	 連続通話時間	最大約	10	時間、	連続待
受時間	最長約	100	時間
•	 ワイヤレス通信距離	屋内	最大約	50m、
屋外	最大約	300m
•	 G	Suite	版	Google	Voice	認定取得	
（日本非対応）

オフィス内どこにいても業務用の電話機能が		
必要なモバイルワーカー向け

VVX D230

AT THE DESK - 自席・フリ
ーアドレスIP PHONES

特長	

•	 2	回線対応のエントリーレベルの	IP	電
話機	-	Poly	HD	Voice	や	Poly	Acoustic	
Fence	などの	優れた音声技術を搭載
•	 RJ9	接続のヘッドセットに対応		
（USB	非対応）
•	 10/100	イーサネットポートｘ1
•	 自席/壁設置用のパーツ付
•	 G	Suite	版	Google	Voice	認定取得	
（日本非対応）

通話回数は少ないが、信頼性の高い接続性が
求められるロビーや共有スペース向け

VVX 150
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AT THE DESK - 自席・フリ
ーアドレスMEDIA PHONES

特長	特長	特長	

•	 Microsoft	Teams	対応。Skype	for	
Business	と	OpenSIP	対応は	2020	年内を
予定
•	 自席/壁設置用のスタンド付
•	 5インチ	マルチタッチLCDディスプレ
イ、Type-A	USBポートx1

•	 5インチ	マルチタッチ	LCD	ディスプレイ、		
USB	ポートx2（Type-A	およびType-C）
、Bluetooth	搭載	
•	 Microsoft	Teams	専用ボタン	
•	 受話器付きモデルもしくはヘッドセット
を使用するモデルのいずれかを選択可
能

•	 7	インチ	マルチタッチ	LCD	ディスプレイ、	
USB	ポート	x2	(Type-A	および	Type-C)、	
Bluetooth、Wi-Fi	搭載
•	 Microsoft	Teams	専用ボタン	
•	 受話器付きモデルもしくはヘ		
ッドセットを使用するモデルのいずれかを選		
択可能

Microsoft	Teams	対応、エントリーレベルの	
電話機	-	共有スペース向け

Microsoft	Teams	対応の電話機が必要な	
ナレッジワーカー向け

ディスプレイが大きく、Microsoft	Teams	対応
の電話機が必要なマネージャーもしくは役員
向け

CCX 400CCX 500CCX 600
新製品 新製品 新製品



AT THE DESK - 自席・フリ
ーアドレスMEDIA PHONES

外出先
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外出先 
BLUETOOTH WIRELESS HEADSETS

特長	特長	特長	

•	 快適な装着感が	1	日中持続
•	 いつでも、どこでもクリアで明確なコミュニ
ケーションが可能
•	 マルチデバイス接続（スマートフォン、PC/
Mac、タブレット、Bluetooth	対応の固定電
話でシームレスに作動）	
•	 時と場所を問わず充電できるポータブル充
電ケース
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）	
•	 Zoom	対応

•	 4つの無指向性マイクとアクティブ	ノイズ	キ
ャンセル機能を搭載したブームレス	デザイ
ン
•	 快適なフィット感のイヤーバッド付きで		
Hi-Fi	ステレオに対応
•	 ネックバンドが振動して着信をお知らせ
•	 最大	8	台のデバイスとペアリングでき、その
うち	2	台への同時接続が可能。
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）	
•	 Zoom	対応

•	 ブームレスデザインで、DSP	を備えたデュア
ルペアの無指向性マイクを搭載
•	 デュアル	モード	アクティブ	ノイズ	キャンセル	
（ANC）	により	、	環境に合わせて最も快適
な設定を選択可能
•	 通話を転送、自動応答、自動ミュートするス
マート	センサーを搭載
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）
•	 Zoom	対応

自席での使用にも最適自席での使用にも最適

存在を感じさせず、ポータブルの	Bluetooth	ヘ
ッドセットが必要な移動の多いビジネスマン
に最適

快適な	Bluetoothイヤーバッド付きネックバン
ドヘッドセットを求めるオフィスワーカーやリ
モートワーカー向け

外出先もしくはオフィス内にいても騒音の多い
環境で働いている従業員向け

VOYAGER 5200 UCVOYAGER 6200 UCVOYAGER 8200 UC

人気製品
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外出先 
BLUETOOTH WIRELESS HEADSETS

特長	特長	

•	 便利なプラグ	アンド	プレイ対応で	USB	経由
で	PC	に接続可能
•	 360	度全方位をカバーする全二重音声によ
る優れた音質とミュート時に会話を始める
と通知する機能（動的ミュート通知）を搭載
•	 収納や携帯に便利なソフトキャリングケース
付属
•	 Microsoft	Teams	バージョンには	
Microsoft	Teams	専用ボタンを搭載
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）
•	 Zoom	対応

•	 PC（USB	経由）や、		
タブレット/モバイル	デバイス（3.5mmコネク
ター経由）に	接続可能
•	 360	度全方位をカバーする全二重音声によ
る優れた音質とミュート時に会話を始める
と通知する機能（動的ミュート通知）を搭載
•	 収納や携帯に便利なソフトキャリングケース
付属
•	 Microsoft	Teams	認定取得予定（2020	年）
•	 Zoom	対応

プラグ	アンド	プレイ対応のスピーカーフォンが
必要な在宅勤務者向けUSBスピーカーフォン

軽くて柔軟なスピーカーフォンが必要な	移動
の多いビジネスマン向け

CALISTO 3200CALISTO 5200

外出先 
SPEAKERPHONES
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CUSTOMER  
     SERVICE
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CUSTOMER SERVICE
特長	特長	

•	 航空機級のアルミニウム結合により耐久
性を高めたユニボディ構造のブーム
•	 聴覚と視覚でブームを適切な位置に移
動できる	ポジショニングガイド
•	 SoundGuard®	DIGITAL	聴覚保護機能
を搭載し、高品質の広帯域ステレオ音声
を実現

•	 正確に音を拾うための伸縮式のマイク
ブームはノイズキャンセルにも対応
•	 上質な素材を使用し、耐久性と一日中
快適な装着感を追求
•	 SoundGuard®	DIGITAL	聴覚保護機能
を搭載し、高品質の広帯域ステレオ音声
を実現

1	日中快適に使用できるヘッドセットが		
必要なカスタマーサービスのスタッフ向け

1	日中快適に使える高品質のヘッドセットが		
必要なカスタマーサービスのスタッフ向け

ENCOREPRO 500シリーズENCOREPRO 700シリーズ

特長	

•	 簡単で便利な通話操作と	QD	(Quick		
Disconnect	)	機能を搭載
•	 優れたノイズおよびエコー	キャンセル
機能により、より豊かでクリアな会話を
実現
•	 ファームウェアのアップデートをダウン
ロード可能

ヘッドセットを	PC	のソフトフォンに接続してい
るコールセンターのスタッフ向け

DA シリーズ - USB 音声処理装置
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IT TOOLS
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IT TOOLS

特長	 特長	

•	 Poly	の音声およびビデオ端末の導入と
管理を簡略化
•	 どこからでも簡単に行えるモニタリング
や	トラブルシューティング
•	 安全かつスケーラブルで冗長化された
サービス
•	 クラウド	アーキテクチャーへ移行に際
し、柔軟性を高めながらコストを低減	

•	 さまざまなインサイトの提供
•	 ヘッドセットの管理と導入を	簡素化
•	 リモートからのトラブルシューティング

Poly	の音声およびビデオ端末を管理する必要
がある企業向け

リモートでヘッドセットを管理する必要がある		
IT	チーム向け

POLYCOM DEVICE MANAGEMENT 
SERVICE - エンタープライズ企業向け

PLANTRONICS MANAGER PRO

IT TOOLS 
MANAGEMENT TOOLS
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特長	

•	 自社のハードウェア	サーバー、プライベ
ート	クラウド、またはその両方に	柔軟に
導入
•	 必要に応じてライセンスを簡単に拡張	
•	 デスクトップ	クライアント、モバイル	クラ
イアント、ソフトWebクライアントが含ま
れており、ユーザーはどこからでもシー
ムレスに接続可能

ブリッジング、デバイス管理、ファイアウォール	
トラバーサル、分析機能により、自社データセ
ンター内で一貫した管理を実現

REALPRESENCE CLARITI

IT TOOLS 
COLLABORATION SOFTWARE
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IT TOOLS 
COLLABORATION SOFTWARE

IT TOOLS 
INTEROPERABILITY

特長	

•	 クラウド	ベースのビデオ相互運用性サ
ービスであり、	RealPresence	Claritiコ
ラボレーション	インフラストラクチャを		
利用することも可能
•	 Outlook	のカレンダー機能を使用して、
国際標準規格に準拠したビデオ端末か
ら	Microsoft	Teams	の会議に接続
•	 既存のビデオ端末を	活用してMicrosoft	
Teamsに	移行可能

国際標準規格に準拠したビデオ端末を	
Microsoft	Teams	や	Skype	for	Business	に
接続する必要がある組織向け

REALCONNECT
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SUPPORT & 
      SERVICES

34目次©	2020	PLANTRONICS,	INC.
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SUPPORT & 
      SERVICES

SUPPORT & SERVICES

特長	

•	 拡張されたバーチャルの専任チーム
•	 UC&Cスペシャリストの数十年にわたる
経験を活用
•	 最適なソリューションを企画し、導入リス
クを軽減
•	 組織内におけるUC	端末の利用促進

UC	端末、会議室、コラボレーション	ネットワー
クを最大限に活用する必要がある	IT	責任者
向け

コンサルティング

特長	 特長	特長	

•	 週	5	日	8	時間および	24	時間	365	日の総合的な
テクニカル	サポート
•	 リリースされたソフトウェアのアップグレードや	
アップデートの利用
•	 交換品即日発送サービス
•	 お客様の要件に応じたサポート	オプション

•	 本番環境にシームレスに導入
•	 単一のソリューションで、トラブルのない	
スムーズな導入を実現
•	 お使いのコラボレーション	ソリューションの	
設置、実装、統合を迅速に行い、投資効果を	
促進

コラボレーション	ソリューションの責任を担う	
IT	責任者や	IT	マネージャー向け

Poly	ソリューションの設置や移設のサポート
が必要な	IT	責任者向け

サポート導入
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特長	 特長	

•	 適切な計画立案、ヘッドセットの導入の		
促進、利用率の向上、長期的な使用、	
適切な交換のためのサービス
•	 通信密度分析で作業スペースでの干渉
の最小化
•	 スムーズなインストールや導入により、エ
ンドユーザー利用率や生産性を向上を
サポート
•	 ヘッドセットの製品寿命を最大限に延長
し、在庫を正確に管理

•	 コラボレーションソリューションの	パフォ
ーマンスをリモートで	監視、管理
•	 ミッションクリティカルなコラボレーショ
ン	ソリューションに求められる期待どお
りのネットワークの信頼性、可用性、セキ
ュリティを実現
•	 Microsoft	Teamsサービスの提供と、		
Skype	for	Businessや従来のPBXから		
Microsoft	Teamsへの移行
•	 24時間365日のグローバル対応

ヘッドセットの投資価値を最大限に高めたい	
IT	専門家やリーダー向け

UC	ソリューションのホスティングや日々の	
管理を外部委託したい	IT	責任者向け

ヘッドセット サービス マネージドサービス

特長	

•	 Polyのインフラストラクチャ	ソリューショ
ンを最適化し、最高水準の	パフォーマン
スを実現
•	 UC&C投資の価値を最大限に高めなが
ら、迅速な導入とパフォーマンスの	最適
化を実施
•	 高度なアップグレード手順により、	既存
のソリューションの使用への影響を	最小
限に軽減
•	 既製のビジネス	アプリ一式で、エンドユ
ーザーの生産性を向上し、管理業務を
合理化

UC	環境を最大効率で稼働させたい	IT	責任
者向け

オプティマイゼーション サービス

SUPPORT & SERVICES
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SUPPORT & SERVICES

POLYおよびプロペラのデザインは、PLANTRONICS,	INC.の商標です。DECTはETSIの商標です。BLUETOOTHの商標は、BLUETOOTH	SIG,	INC.が所有しており、PLANTRONICS,	INC.は同社からライセンスの使用許
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ポリコムジャパン株式会社 (Poly) 
〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目27-30
新宿イーストサイドスクエア3階

電話によるお問合せ：03-4560-3645

その他のお問合せ：	poly.com/jp/ja/about/contact

購入方法：	poly.com/contact-sales

オンラインでの詳細確認：	poly.com/jp/

世界中の Poly の拠点：	www.poly.com/jp/ja/about/contact/office-locations

本カタログは、2020 年 3 月現在の情報です。記載内容については予告なく変更する場合があります。
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