卓越した安全性
を誇る ワイヤレ
ス DECT™ ヘッ
ドセット シス
テム
特長

• エンタープライズ レベルを超えるセキュ
リティ – 256 ビットの AES 暗号化など、
軍事レベルの FIPS 140-2 に採用されてい
る機能によって強化された、
最高水準の DECT™ Security Step C に
適合する設計
• ヘッドセットを簡単に導入 —
他の DECT™ ヘッドセットの最大
2 倍の密度に対応

• 周囲の会話が漏れないよう、
Poly Acoustic Fence 技術によって性能
が強化されたノイズ キャンセル マイク。
Microsoft Teams オープン オフィス仕様
に対応

• ユーザー密度に影響を与えず、クリアな音
質を実現する、最新の DECT™ 圧縮技術
と変調技術

データシート

SAVI 7300 OFFICE シリーズ

Savi 7300 Office シリーズの卓越した安全性を誇る Poly の DECT™ ワイヤレス ヘ
ッドセットは、金融機関、医療機関、政府機関、コールセンターなど、機密性の高い
通話が行われる場所での使用に最適です。軍事レベルの 256 ビット AES 暗号化で
高度に通話を保護し、最高レベルの DECT™ security Step C に適合。安心して通
話ができます。さらに Poly Acoustic Fence 技術を取り入れ、Microsoft Teams オ
ープン オフィス仕様に対応しているので、常に保護され、機密性の高い会話も明確
に実現できます。Savi 7300 ヘッドセットは他の DECT™ ヘッドセットの最大 2 倍の
密度に対応するため、ワイヤレスで制限なく移動できます。デスクトップ電話機とソ
フトフォンに簡単に接続できる Savi 7300 ヘッドセットは、セキュリティを重視する
ビジネス ニーズに最適なソリューションです。
• 他の DECT™ ヘッドセットの最大 2 倍の密度に対応

• Microsoft Teams 専用ボタンを搭載した、Poly 初の Microsoft Teams 認定
DECT™ ヘッドセット
• Microsoft Teams オープンオフィス仕様に対応

• Poly Acoustic Fence 技術搭載のノイズキャンセル マイク
• 最大 180 m の通信可能範囲

SAVI 7300
OFFICEシリーズ
製品仕様

SAVI 7320

接続可能デバイス

受信周波数特性

対象ユーザー

• マルチメディア 20Hz～20kHz

• デスクトップ電話機、PC
• デスクトップ電話機や PC を通信に利用
する プロフェッショナル
ワイヤレス

• テクノロジー: DECT™ 6.0 - 北米のみ
• テクノロジー: DECT™ - 北米以外

• 範囲: 最大 180 m まで通信可能、標準的
なオフィス環境では最大 55 m
• セキュリティ: Security Step C に適合し
た設計 - DECT™ Forum 最高水準

• 暗号化: 軍事レベルの FIPS 140-2 に採用
された 256-AES 暗号化
• 認証: 128 ビット AES

• 密度: 他の DECT™ ヘッドセットの最大 2
倍の密度に対応
• 電源: 最大限のユーザー密度に対応する
適応型パワー コントロール

• 広帯域通信 100～6800Hz
聴覚保護機能

• SoundGuard DIGITAL: 118dBA を超え
る音量から耳を保護。G616 過大音響衝
撃防止機能 (通話時) が信号レベルの大幅
かつ急激な音量の増加を検知して排除。
時間加重平均の設定により、1 日の平均
音量暴露量が 85dBA を超えないように
制限 1。
マイク仕様

• Acoustic Fence 技術搭載
ノイズ キャンセル

• Microsoft Teams オープン
オフィス要件に対応

ヘッドセットの操作とライト

• 着信応答/終了、ミュート、音量調節 (+/-)、
電源オン/オフ

• バッテリー容量: 500mAH
(Savi 7310、Savi 7320)

• 着信応答/通話終了ボタンと Microsoft
Teams ボタンを統合、ミュート、音量調節
(+/-)、電源オン/オフ (Microsoft Teams
バージョンのみ)

• 連続通話時間: 最大 13 時間

• 複数音声プロンプト - ソフトウェアから選
択言語を設定可能

バッテリー

• バッテリー タイプ: 技術者が交換可能な
リチウム イオン ポリマー
• 充電時間: 2 時間 (フル充電の場合)

• 通話中インジケーター

SAVI 7310

ヘッドセット ベース

• デスクトップ電話機、ソフトフォン選択ボ
タン
• Microsoft Teams ボタン (Microsfoft
Teams バージョンのみ)
• 着信音 (ソフトウェアから設定)
ヘッドセット重量

• Savi 7320 オーバーヘッド式 (両耳タイプ):  
160 g
• Savi 7310 Office オーバーヘッド式 (片耳
タイプ): 120 g
サポートするアプリケーション

• デスクトップ用 Plantronics Hub アプリ
ケーション

• Plantronics Manager Pro (資産管理と導
入、健康および安全スイート - サポートさ
れるレポートの完全なリストは、
「サポートされているデバイス」をご覧く
ださい
• Microsoft Teams 認定 2

SoundGuard DIGITAL 機能を有効にするに
は、Plantronics Hub ソフトウェア
が必要です
2
Microsoft Teams バージョンのみ
1

• 連続待受時間：最大 52 時間

詳細を見る

Savi 7300 Office シリーズについて、詳しくは poly.com をご覧ください
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