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Polycom® VoiceStation® 300
小会議室およびデスク環境に適したクリアな音声会議

個人の席や小規模な打合せスペース向け音声会議システム
Polycom VoiceStation 300 は、企業内の個人の席やオフィス、小規模な打ち合せスペースなど
に適した小型の音声会議システムです。約 2.1 m 離れた話者の声も集音し、3 ～ 4 名のグループに
最適な会議環境を提供します。また、個人の席や小さなテーブルの上にも置けるようコンパクトに
設計されており、小規模なオフィスにも適しています。Polycom VoiceStation 300 は、卓越した
音声品質を低コストで実現します。

Polycom® Acoustic Clarity™ 技術を搭載し、高い音声品質を提供する Polycom VoiceStation

300 は、内蔵されている 3 つの高感度マイクにより、360 度の集音範囲を実現します。また、
DNR（ダイナミック ノイズ リダクション）などの高度な技術によって、室内や周囲の雑音を抑え
ながら、マイクの感度を最大限に高めることができます。携帯電話やその他の無線デバイスから
の干渉を抑制する技術も搭載されているため、途切れることのないクリアな音声で会議を行えます。
さらに、ポリコムの全二重音声技術により、双方向で同時に会話をしても、全話者の声を明瞭に
聞き取ることができます。

Polycom VoiceStation 300 の使いやすい、直感的な操作が可能なキーパッドから音量調整、
ミュート、リダイヤル、フラッシュ、保留などの便利な機能に簡単にアクセスできます。また、
Polycom VoiceStation 300 に電話機を接続してプライベートな会話を行ったり、VoiceStation 

300 モードに切り替えてハンズフリーの会話を行うことができます。

特長
• 通話の生産性の向上 – ポリコム独自
の音声処理技術 Polycom® Acoustic 

Clarity™によって、途 切れのない、
自然な双方向通話を実現

• 360 度の集音範囲 – デジタルチュー
ニングされた高性能なカスタムスピー
カーと、約 2.1 m（7 フィート）離れた
話者の声を均等に集音する 3 つの高感
度マイクを内蔵

• ハンズフリー通話 – ホームオフィスや
小規模な企業に適したハンズフリー
ソリューション

• 携帯電話からの干渉を抑制 – 無線デバ
イスからのノイズを除去してよりクリア
な音質を実現

• インストールも使用も簡単 – アナログ
回線のジャックに差し込むだけですぐに
利用可能

• 追加接続オプション – ファックス機や 

PC モデムを接続したり、電話機を接続
することでプライベートな通話が可能
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Polycom® VoiceStation® 300 仕様

会議環境
Polycom VoiceStation 300 は、オフィスや小会
議室において、4 人以下のグループでの会議に
最適

特長および機能
ユニバーサルキーパッドおよび直感的に操作でき
る機能を搭載した Polycom VoiceStation 300 は、
簡単な操作が可能

本体のサイズ 
• 24.2 cm×23.5 cm×7.6 cm（9.5 インチ×9.25 

インチ×3.0 インチ）（長さ×幅×高さ）

重量
• 0.57 kg（1.25 lb）

電源
• 110 V 60 Hz AC/220V 50 Hz AC（国によって
異なります）

ネットワークインターフェース
• アナログ PBX またはアナログ（トーン）電話回線

キーパッド
• 以下を含む 19 キーの電話キーパッド

 -オンフック/オフフック
 -フラッシュ、リダイヤル、ミュート、保留
 -音量（上下）キー

LED
• オフフック、通話中、保留、ミュート

内蔵スピーカー
• 周波数応答:300～3,300 Hz

• 音量:86 dBA SPL（0.5 m 地点のピークボリュー
ム）まで調整可能

内蔵マイク
• カーディオイド マイク×3（300～3500 Hz）

音声
• Polycom® Acoustic Clarity™ 全二重方式（IEEE 

1329 タイプ 1）
• 約 2.1 m（7 フィート）までのマイク集音域
• ミキシング機能を備えたインテリジェント 

マイク
• ダイナミック ノイズ リダクション

準拠する規格
• NA CI/C-UL

• FCC 規制第 68 部
• FCC 第 15 部クラス B

• カナダ ICES-003

• CE マーク（R および TTE 指令）
• VCCI クラス B（日本）

環境仕様
• 動作温度:5～40°C（40～104°F）
• 相対湿度:20%～85%（結露しないこと）
• 保管温度:-30～55°C（-22～131°F）

推奨室内条件
• 室内の広さ:25 m（5 m×5 m）未満（225 フィート
（15 フィート×15 フィート）未満 ）

• 残響時間 0.4 秒未満
• ノイズレベル:48 dBA 未満

VoiceStation 300 の付属品:
• 電話コンソール本体
• 電源モジュール
• 本体ケーブル 6.4 m（21 フィート）
• RJ-11 電話コード 2.1 m（7 フィート）
• ユーザーガイド

保証
• 12 か月

ポリコムについて
ポリコムは、音声およびビデオコラボレーションを含む、オープンで国際標準規格に準拠したユニファイドコミュニケーション  &  コラボ
レーション  (UC &C )ソリューションのグローバルリーダーです。世界中で  40 万以上のお客様がポリコムソリューションを使用しています。
Polycom® RealPresence® プラットフォームを基盤としたポリコムソリューションは、さまざまなコミュニケーションアプリケーション、ビジネスアプリ
ケーション、モバイルアプリケーション、クラウドアプリケーション、およびデバイスと相互運用できる包括的なソフトウェアインフラストラクチャと豊富な 

API を提供し、あらゆる環境でセキュアなビデオコラボレーションを実現します。
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