
データシート

VOYAGER 4300 UC シリーズ
従業員をデスクから解放するエントリー レベルの Bluetooth ワイヤレス ヘッドセッ
ト、  Voyager 4300 UC シリーズのご紹介。自宅やオフィスであらゆるデバイスに接続
し、生産性を維持。優れた音質、一日中快適な装着感、バックグラウンドノイズを除去
するデュアルマイク Acoustic Fence 技術を備えたヘッドセットで、チームの生産性を
維持しましょう。 導入が簡単、完全リモート管理、低価格という、IT マネージャーの希
望をかなえた製品です。 卓越した柔軟性、接続性、自由をぜひ実現してください。

• Acoustic Fence 技術搭載のノイズ キャンセル デュアルマイク 

• SoundGuard DIGITAL による音響聴覚保護機能

• 持ち運びに便利な設計: 自宅とオフィスで使用可能

• 快適で調整可能なパッド入りヘッドバンド

• 片耳装着スタイルと両耳装着スタイル

BLUETOOTH® オフィス用
ヘッドセット

特長
•  最大 50 m の Bluetooth ワイヤレス通信

距離 (付属の BT700 USB アダプタ使用) 
で、歩きながら楽に話せる

• 1 つのヘッドセットで、デバイスを選ぶこと
ができ、UC バージョンでは PC/Mac と携帯
電話に接続可能

• Office ベースを使用して、デスクトップ電話
機、PC/Mac、携帯電話など、複数のデバイ
スに接続可能（別売）

• 有線の USB モードで音声を使用すれば、 
ヘッドセットのバッテリー持続時間を延長
可能

• 最大 24 時間のワイヤレス連続通話で生産
性を維持
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詳細を見る

Voyager 4300 シリーズの詳細については、https://www.poly.com/voyager-4300 をご覧ください。

製品仕様
接続可能デバイス
• Voyager 4300 UC シリーズ: BT700 

USB-A または USB-C アダプタで PC/Mac 
に、Bluetooth v5.2 経由で携帯電話に接
続可能

• Voyager 4300 UC シリーズおよび 
Voyager Office ベース*: デスクトップ電
話機 (電話インターフェイス ケーブルを使
用)、PC (USB-A または USB-C ケーブルを
使用)、および携帯電話 (Bluetooth を使
用) に接続可能

対象ユーザー
• Voyager 4300 UC シリーズ: 自宅または

オフィスで一日中ハンズフリー通話を行う
プロフェッショナル

• Voyager 4300 シリーズおよび Voyager 
Office ベース*: 自宅またはオフィスで一
日中ハンズフリー通話を行い、デスクトッ
プ電話機への接続が必要なプロフェッシ
ョナル

ワイヤレス
• Bluetooth v5.2
• クラス 1
• マルチポイント接続機能を搭載。ヘッドセッ

トは同時に複数台のデバイス (最大 8 台) 
に接続可能

• 対応している Bluetooth プロファイル
 - A2DP、AVRCP、HSP、HFP

• 通信距離
 - Voyager 4300 UC シリーズ:  

最大約 50 m
 - Voyager 4300 シリーズおよび Voyager 

Office ベース*: 最大約 91 m 

有線
• 付属の USB-C ケーブル (1.5 m) を使って 

PC に接続可能 (USB 経由の音声モード)

 
 
 

バッテリー 
• バッテリー容量: 350 mAH
• バッテリータイプ: リチウム イオン  
• 連続通話時間: 最大 24 時間** 
• オーディオ再生時間: 最大 47 時間**
• 充電時間: 1.6 時間 (フル充電の場合)
• 急速充電: 15 分の充電後、オーディオを 

最大 10 時間再生可能
• 連続待受時間: 最大 50 日

受信周波数特性
• 最大 7 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
メディア向けに最適化されたダイナミック 
EQ 機能

聴覚保護機能
• SoundGuard DIGITAL: G616 に対応し、

音量を 102 dBSPL までに制限。 さらに時
間加重平均の設定により、1 日にさらされ
るノイズ レベルの平均が 85dBA を超えな
いように制御***

マイク仕様
• デュアル マイク Acoustic Fence 技術搭載

の柔軟なノイズ キャンセル ブーム 
• 操作しやすいマイク ブーム上の 

ミュート ボタン 

ヘッドセットのコントロールとライト
• 着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 

(+/-)、電源オン/オフ/ペアリング
• オンライン インジケーター - スピーカー ハ

ウジングに通話状態を示す LED インジケ
ーター 2 つ 

ヘッドセット ベースのコントロール
• Voyager 4300 UC シリーズ充電スタンド

付き: 卓上充電器のみ
• Voyager Office ベース*: デスクトッ

プ電話機とソフトフォンの選択ボタン。 
Microsoft Teams ボタン (Microsoft 
Teams バージョンのみ)

ヘッドセット重量
• Voyager 4310 オーバーヘッド式 (モノラ

ル): 122 g
• Voyager 4320 オーバーヘッド式 (ステレ

オ): 162 g

付属アクセサリアクセサリ
• Voyager 4300 UC シリーズ: キャリング 

ケース、BT700 USB アダプタ、充電ケーブ
ル。 充電ケーブルの長さ: 1.5 m

• Voyager 4300 UC シリーズ 充電スタンド
付き: キャリング ケース、BT700 USB アダ
プタ、充電スタンド、充電ケーブル。 充電ケ
ーブルの長さ: 1.5 m

管理性
• クラウド: Poly Lens サービス 

(一部のソリューションは別売り)
• ローカル (Windows/Mac): Poly Lens 

Desktop アプリケーション

認定
• Microsoft Teams 

(Teams バージョンのみ)
• Zoom

保証
• 2 年間限定保証付き

*Voyager Office ベースはアクセサリとしてご購 
  いただけます (別売)

**BT700 USB アダプタで接続した場合

***Poly Lens Desktop アプリケーションで 
      SoundGuard DIGITAL 機能を有効にする 
      必要があります

VOYAGER 4300 UC 
シリーズ

Voyager 4310 UC Voyager 4320 UC Voyager Office ベース
(別売アクセサリ)


