
Poly Sync ファミリーの比較ガイド

製品仕様
Poly Sync 20/Poly Sync 20+ Poly Sync 40/Poly Sync 40+ Poly Sync 60

接続可能デバイス Poly Sync 20: PC とは USB で、スマートフォンとは 
Bluetooth® で接続 
Poly Sync 20+: PC には USB または付属の BT600 
Bluetooth アダプタで接続、スマートフォンには Bluetooth 
で接続。

Poly Sync40: PC には USB-A/USB-C 対応ケーブルで接続、
スマートフォンには Bluetooth で接続
Poly Sync 40+: PC には USB-A/USB-C 対応ケーブルまたは
付属の BT600 Bluetooth アダプタでワイヤレス接続、スマ
ートフォンには Bluetooth で接続

USB-A/USB-C 対応ケーブルで PC、Bluetooth で  
スマートフォンに接続

対象ユーザー 自宅、社内、出張など、勤務形態がフレキシブルな  
企業のプロフェッショナル

自分のノート PC やスマートフォンを持ち込んで使用する、
フレキシブルなワークスペースやハドル ルーム

自分のノート PC やスマートフォンを持ち込んで使用する、
小～中規模の会議室

スピーカーフォンのタイプ 持ち運びに便利なパーソナル スマート スピーカーフォン フレキシブルなワークスペースやハドル ルーム用のスマー
ト スピーカーフォン

小～中規模の会議室用のスマート スピーカーフォン

スピーカー周波数特性 80 Hz～20 kHz 75 Hz～20 kHz 75 Hz～20 kHz

ライト ステータス バー 1 2 つ搭載 (360 度どの方向からも確認可能) 2 つ搭載 (360 度どの方向からも確認可能)

マイク 3 マイク ステアラブル アレイ 3 マイク ステアラブル アレイ 6 マイク ステアラブル アレイ
マイク集音範囲 最大約 2 m 最大約 2.5 m 最大約 3 m

バッテリ モードでの連続通話時間 最大約 20 時間 最大約 30 時間 常時オン、AC 電源のみ
USB ポート スマートフォン充電器 x1 スマートフォン充電器 x1 スマートフォン充電器 x 2、USB ビデオ カメラ パス スル

ー x 1

ワイヤレス デイジーチェーン なし あり あり
ユーザー コントロール 着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)、プログラム

可能なファンクション ボタン
着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)、プログラム
可能なファンクション ボタン

着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)、プログラム
可能なファンクション ボタン

ワイヤレス周波数 Bluetooth v5.1 Bluetooth v5.1 Bluetooth v5.1

寸法 (高さ X 幅 X 奥行き、MM) 34 x 95 x 182 38 x 102 x 273 37 x 116 x 394

重量 約 360 g 約 610 g 約 1000 g

防塵・防水性能 IP64 IP64 なし
付属アクセサリー Poly Sync 20: キャリングケース、ストラップ

Poly Sync 20+: キャリングケース、ストラップ、BT600 
Bluetooth USB アダプタ

Poly Sync 40+: BT600 Bluetooth USB アダプタ、USB-A  
to USB-C アダプタ (BT600 用)

なし

使用可能なアクセサリー (別売り) なし 充電スタンド、安全なデスク マウント、BT600 Bluetooth  
USBアダプタ

BT600 USB Bluetooth アダプター

モデル 標準バージョンおよび Microsoft Teams 認定バージョン 標準バージョンおよび Microsoft Teams 認定バージョン 標準バージョンおよび Microsoft Teams 認定バージョン
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防塵・防水性能 
IP64 等級の防塵・防水性能により、あらゆる方向からの粉塵と水の
侵入を防止します。  

マイク ステアラブル アレイ 
マルチ マイク ステアラブル アレイで、エコーとノイズを軽減し、周囲
の騒音ではなく音声に集中できます。

プログラム可能なファンクション ボタン 
最後に電話をかけたスマートフォンの番号へのリダイヤル、スマー
トフォンからストリーミングしているメディアの再生/一時停止、シス
テム ステータス チェック、Bluetooth ペアリング設定の削除などのさ
まざまな機能を、ボタンを使って (ソフトウェア経由で) 設定できます。

ワイヤレス デイジーチェーン 
2 つのデバイスをワイヤレスで接続し、大規模の会議室に対応 (デバ
イスに Bluetooth で接続している場合)。

テクノロジー解説


