POLY カス
タマー
サポート
サービス
お客様固有の
課題に対応する
専門知識

Poly は、
お客様のビジネス上の様々な課題を
サポートするために、
お客様のニーズを満たす
ことを目的とした総合的なサポートサービス
ポートフォリオをご用意しています。
ビジネス環
境はお客様ごとに異なります。
Poly の柔軟なサ
ポートサービス オプションなら、必要なときに
必要な場所で適切なレベルのサポートと技術
的専門知識を利用できるため、お客様はエンド
ユーザーの生産性を保ち、
エンドユーザーが満
足する環境を維持できます。

POLY サポートサービス
のメリット

• お客様のビジネスに最適な水準のサポートが受けられる
ため、安心感が得られる

• 迅速な交換 (翌営業日) により、事業の継続が保証される1

• 世界クラスのサポートに無制限で問い合わせて、技術的な
事項を質問できる

• コストの削減、稼働時間の増加、
あらゆる会議ソリューショ
ンの生産性/導入/利用の促進を通じ、投資利益率 (ROI) を
短期間で達成できる
• 1 つの組織からエンド ツー エンドのサポートが受けられる

• Poly のオンライン サポート センターにアクセスし、Poly の
音声、映像、
インフラストラクチャの各製品およびソリューシ
ョンに関する 充実したセルフサービス サポート情報を 利
用できる

お客様のニーズに基づく柔軟な選択肢

お客様のビジネス要件に合った適切なレベルのサポートを製品ごとにお選びください。
ビジ
ネス要件が変わった場合は、契約期間中にレベルを変更できます。
ELITE

• 担当のビジネス リレーションシップ • Poly 戦略的クラウド パートナー の
マネージャー に直接アクセスでき
エンドポイント環境ごとに対応した、
Elite は、先を見越し、
パーソナライズされ
る、定期的なビジネス および パフォ
単一の問い合わせ窓口
たハイタッチ サポートサービスで、世界中
ーマンス レビューを含むコンサルテ • 迅速なハードウェア交換 (翌営業日)
に分散している Poly 環境を管理します。
ィング サービス
また、日々のテクニカル サポートに対処
するためのリソースを提供し、Poly 環境 • リモート テクニカルサポート エンジ
ニアが直接担当する 24 時間 365 日
全体を徹底して監視します。
ソリューショ
の電話によるテクニカルサポート
ンにフォーカスした Poly のサポートサー
ビスは、戦略的なアップグレードおよびス
マートな資産管理を通じ、
リスクを最小
限に抑えることができます。
Elite の内容
は次のとおりです。

POLY+

• Poly Lens の Premium 機能は
Poly+ をご利用のお客様限定 (リモ
Poly+ を利用すると、
パーソナル会議デバ
ート エンタープライズ IT エンドユ
イスをフルに活用できているという安心
ーザ サポートとトラブルシューティ
感が得られます。
また、Poly Lens 技術が
ング、高度なネットワーク監視機能
搭載されており、独自の優れた機能、
イン
によるネットワーク問題の診断、拡
サイトおよび管理ツールを利用できます。
張通知機能、Poly の個人用会議ソ
そのため、従業員のデバイスを最新の状
リューションをアプリで一元的にサ
態に保ち、常に稼働させ、次のアクション
ポート)
をすぐに取ることができます。
Poly+ の内
容は次のとおりです。

• 迅速なハードウェア交換 (翌営業日)

ADVANTAGE

• 迅速なハードウェア交換 (翌営業日)

• 24 時間 365 日、Poly テクニカルサ
ポートに電話で優先的にアクセス

Advantage は、
お使いの Poly ソリューシ
ョン全体の価値と可用性を最大化するサ •
ポートサービスです。
お客様の通信戦略
はミッション クリティカルな戦略になりつ
つあるのに伴い、
お客様は Advantage に
よって Poly ソリューションの次のような
高度なサービス機能があります

PREMIER

クラウド パートナー エンドポイント
サポートが、
お客様の主要な窓口と
なり、Poly 対応エコシステム クラウ
ド ソリューションにおける 応答時間
を短縮

• 無制限の 24 時間 365 日のテクニカ
ルサポート (電話、
チャット、Web、
ラ
イブ ビデオで対応)
• 契約者限定のプロフェッショナルサ
ービス割引により、契約期間中、
割引特典で時間とコストを節約
• 製品交換を 3 年間に延長2

• 月別使用率レポートおよび定期的
なベンチマーク レポート3により、使
用、採用、導入の全体的なパフォーマ
ンスの最新状況を把握

• 週 5 日 8 時間の電話によるテクニカ • お客様のインシデントが、Poly クラ
ルサポート
ウド パートナーのソリューションに
Premier は、通常の営業時間内でのサ
限定されている場合、
お客様が適切
ポートのみが必要な組織を対象に、適 • 迅速なハードウェア交換 (翌営業日)
なクラウド パートナーに問い合わせ
切なレベルのサポートを行うサービスで
て解決できるようトラブルシューティ
す。
Premier のサポート内容は次のとお
ング情報を提供する、Poly 戦略的ク
りです。
ラウド パートナー環境向けマルチベ
ンダー サポート

サポート モジュール (オプション)

その他のサービス

ビジネス クリティカル サポート (BCS) は、最大限のビデオ
ネットワーク性能を求めているお客様に、最高レベルの対
応およびソリューションを提供します。
Poly の技術、管理、
運用のエキスパートで構成される特別チームが担当しま
す。

3 年間のコラボレーションおよびコール センター デバイス向
けハードウェア交換サービスは、週 6 日 24 時間の電話によ
るサポートと、購入後 3 年以内ならいつでも故障したヘッド
セットを交換するサービスです。
故障したヘッドセットの返送
と、交換品 (翌営業日にお届け) の配達にかかる送料は Poly
が負担します。
このサービスをご利用いただくと、
すべてのヘ
ッドセットが 3 年間は問題なく機能することが見込めるた
め、費用を正確に管理および予測できます。

サポート モジュール (オプション)
は、Premier、Advantage、Poly+ の各サポートサービスを
補足するサービスです。
範囲と柔軟性が向上するため、
コラ
ボレーション ニーズのあるグローバル企業のお客様にお勧
めします。

ビジネス リレーションシップ マネジメント (BRM) は、Poly
製品導入後のサポートを求めているお客様に最適のサー
ビスです。
すべての Poly サービス プログラム アクティビテ
ィの専用リソースにより、Poly への投資を拡大、管理、最適
化できます。

リモート テクニカルサポート エンジニア (RTSE) は、技術
的な問題に関する主要な問い合わせ窓口です。
Poly のナレ
ッジ ベースに即座にアクセスし、週 7 日 24 時間利用でき
るリモートの専門サービス (Tier 3 のテクニカルサポート、
研究開発、研究システム、
マネジメント エスカレーション サ
ポートなど) を活用して、高度なサポートと迅速な対応を行
います。
テクニカル アカウント マネジメントは、
パーソナライズさ
れた事前対応型サポート プログラムで、
ミッション クリティ
カルな Poly ソリューションをお使いのお客様が対象です。
テクニカル アカウント マネージャー (TAM) がお客様専任
のコンサルタントとして、Poly への投資の拡張、管理、最適
化、希望のビジネス成果の実現をサポートします。

Poly ハードウェア交換サービスは、電話による週 5 日 8 時
間の Tier 1 のサポートで、導入されているハードウェア デバ
イスの故障や障害を評価します。
ハードウェアの返送手続き
をサポートし、翌営業日出荷で迅速にハードウェアを交換し
ます (返品・交換の送料はPoly が負担)。

テクニカルサポートサービスは、週 5 日 8 時間の電話による
テクニカルサポートで、Poly 製品の診断、設定、
トラブルシュ
ーティングを行います。
また、Poly のオンライン サポート セ
ンターに アクセスできます。

Poly 常駐型テクニカル サービスは、Poly 製品の専門知識
を持った技術者がお客様に常駐するサービスです。
ミッショ
ン クリティカルな UC 環境や複雑なビデオ環境をお持ちの
お客様が対象です。
お客様の既存のスタッフに、
オンサイトで
技術およびネットワークの専門知識を提供するとともに、日
々の運用をサポートします。
このサービスは、Poly のクラス
最高の技術的専門知識をお客様のサイトで直接提供するこ
とを意図しています。

お客様に最適な POLY サービス
を提供

Poly は、最高のカスタマー エクスペリエンスを実現するため、
お客様にはサポート
サービスをご契約いただくことを推奨しています。
時間、
コスト、
リソースが節約され
るとともに、Poly の担当者に即座に問い合わせることで、安心感が得られます。
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https://support.polycom.com/content/support/service-policies/advparreplacements.html

Poly+ を 3 年連続で契約した場合に適用されます

レポートは、
お客様の Poly RealPresence Resource Manager からエクスポートされて Poly に送信されたエンドポイント使用状況レポートがベースです
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本資料の記載内容には、日本国内ではご提供していない、もしくは、
ご提供内容が一部異なる場合がありますので、詳しくは Poly にお問合せください。
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