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VOYAGER FOCUS 2 
周囲の騒音を遮断するために、あなたの周りに実際に壁を築くことはできません
が、Poly では、その次にベストな解決策をご用意しました。新しい Voyager Focus 
2 ヘッドセット向けに開発した「フォーカス ゾーン」です。3 段階のアクティブ ノイズ 
キャンセル (ANC) によって、自分の通話だけがクリアに聞こえます。また、Acoustic 
Fence 技術を使用したプロフェッショナル仕様のマイクを搭載しているので、通話
相手にも自分の声だけが届きます。通話中のあなたのことを通知機能でサポート
してくれるので、「しまった、ミュートにしているのを忘れてた！」などということはも
うありません。ヘッドセットを装着するだけで、自動的に着信に応答します。期待
に応えた Poly の高い技術力と、一日中装着できる快適性を備えています。

• 3 段階の高度なデジタル ハイブリッド アクティブ ノイズ キャンセル (ANC)。
• 落ち着いたデザインのマイクブームに Acoustic Fence 技術を搭載した高度な

マルチ マイク ノイズ キャンセル機能。
• 通話、メディア/音楽をステレオ サウンドで再生。 
• ミュート時に通話すると、動的ミュート通知機能が感知してミュート状態を通知。 

ステレオ 
BLUETOOTH® 
ヘッドセット 

利点
•  スリングとプラッシュ素材のイヤーク

ッション付きで装着感抜群のヘッド
バンド な の で 、一日中快適に 通話
できます 

•  着信の応答、音楽の一時停止、通話
の即時ミュートができるスマート セン
サーを搭載。シンプルで使いやすいヘ
ッドセット。

•  通話中にオンライン イヤー カップ イ
ンジケーターが点滅するので、あなた
が通話中だということを、周囲の人
は目で見て分かります。 

• ヘッドセットをどちらの側に装着して
いるかに関係なく、スマート マイク ブ
ームがステレオ音声の左と右を自動
的に維持します。
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製品仕様
接続可能デバイス

• Voyager Focus 2 UC: PC には付属
の BT700 Bluetooth アダプターまた
は USB ケーブルで、スマートフォンには
Bluetooth で接続

• Voyager Focus 2 Office: PC には USB-A
ケーブルで、デスクトップ電話機には
付属のケーブルで、スマートフォンには
Bluetooth で接続。ヘッドセットは、付属
の USB ケーブルでも PC に接続可能

対象ユーザー 

• Voyager Focus 2 UC: 自宅やオフィスの
騒がしい環境で 1 日中電話に対応する
職業

• Voyager Focus 2 Office: オフィスの騒がし
い環境で 1 日中電話に対応し、デスクトッ
プ電話機への接続が必要な職業

ワイヤレス 

• Bluetooth v5.1

• Class 1

• マルチポイント接続で、ヘッドセットから
同時に 2 つのデバイスに接続し、最大 
8台のデバイスの情報を保存

• 対応Bluetooth プロファイル
- A2DP、AVRCP、HSP、HFP

• 移動範囲
- Voyager Focus 2 UC: 最大 50m
- Voyager Focus 2 Office: 最大 91m

有線 

• 付属のマイクロ USB ケーブルで PC に
接続

バッテリー

• バッテリー容量: 560mAh

• バッテリータイプ: リチウム イオン 

• 連続通話時間: 最大 19 時間 (ANC オフの
場合) – 最大 16 時間 (ANC オンの場合)

• オーディオ再生時間: 最大 40 時間 (ANC
オフの場合) – 最大 24 時間 (ANC オン
の場合)

• 充電時間: 2 時間 (フル充電の場合)

• 連続待受時間: 最大 30 日

受信周波数

• ダイナミック EQ で最適化。通話時は最大
7Khz の PC ワイドバンド、オーディオ再生
時は 20Hz~20Khz

ANC テクノロジー 

• 2 つのデジタル MEMS マイクと 2 つのア
ナログ ECM マイクを使用する、デジタル 
ハイブリッド ANC。3 段階のユーザー設定
が可能 (OFF/低/高)

スマート センサー 

• ヘッドセットを装着するだけで着信に応
答、ヘッドセットを取り外すとミュートに
設定、音楽の一時停止/再開

聴覚保護機能

• SoundGuard DIGITAL: G616 に対応
し、音量を 102dBSPL 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

• Acoustic Fence 技術が搭載された
ディスクリート ノイズ キャンセル ブー
ム。Microsoft Teams Open Office プレ
ミアム マイク仕様に対応

• スマートなディスクリート マイク ブーム:
どちらの耳に 装着しても R/L ステレオの
位置を維持。ブームを上下に回転させて、
ミュート/ミュート解除を切り替え 

ヘッドセットの操作とライト

• 操作： 着信応答/通話終了、ミュート、音
量調節 (+/-)、電源 ON/OFF/ペアリン
グ、ANC: OFF/低/高

• ライト： オンライン インジケータ― - スピ 
ーカー ハウジングに通話状態を示す 2 
つの LED インジケーター

ヘッドセット ベースのコントロール

• Voyager Focus UC 充電スタンド付き: 卓
上充電器のみ

• Voyager Focus Office: 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

• 175g

付属アクセサリー

• Voyager Focus 2 UC: キャリング ケー
ス、BT700 USB アダプター、充電ケーブル

• Voyager Focus 2 UC 充電スタンド付き:
キャリング ケース、BT700 USB アダプタ
ー、充電ケーブル、充電ベース

• Voyager Focus 2 Office: キャリング ケー
ス、Office ベース、電話機用インターフェ
ース ケーブル、USB-A ケーブル

管理が容易

• クラウド: Poly Lens サービス

• ローカル (Windows/Mac): Poly Lens
Desktop アプリ (一部ソリューションは
別売り)

認定

• Microsoft Teams (Teams バージョンのみ)

保証 

• 2 年間限定保証を含む

*Poly Lens Desktop アプリで SoundGuard 
DIGITAL 機能を有効にする必要があります。
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