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MOVE TO CLOUD 
WITH POLY

担当の Poly アカウントマネージャーに是非ご連絡ください！

従来の Polycom Group シリーズなどのポリコム製品、または他社製品を置き換えることで、
特別割引を得られます。

今、従業員はオフィス勤務を再開しているか、在宅勤務
を継続しているか、またはその両方を行っています。
企業は、このハイブリッドな働き方をサポートできるよう
社内環境を整備する必要があります。
Poly は Group シリーズのビデオ会議システムをはじめと
する従来のポリコム製品をご利用のお客様、他社製品を
ご利用のお客様を対象に、最高のネイティブ連携エクスペ
リエンスにアップグレードする機会をご提供します。

対象となる他社メーカーのビデオ機器または従来のポリコム
製品を置き換えることで、対象の最新 Poly ビデオ製品の
割引を獲得することができます。
今が最先端の会議技術を取り入れる最大のチャンスです。
期間限定のプロモーションですので、今すぐご検討ください。

より柔軟なクラウドへの移行を目指して - Poly とともにクラウドに移行しましょう！
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ネイティブデバイスの
幅広いラインアップ

一貫したプロレベルの
ユーザーエクスペリエンス

洞察力および管理 世界規模のサービスと
サポート
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4つの理由
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担当の Poly アカウントマネージャーに是非ご連絡ください！

Poly がより優れたネイティブビデオ会議エクスペリエンスを提供できる Fortune 500企業の

99%
が Poly デバイスを使用しています。
是非ご検討ください。

 Microsoft Teams および Zoom の認定を
取得済みのヘッドセット、スピーカーフォン、
デスクフォン、およびビデオソリューション

 RealConnect により、Microsoft Teams と
レガシービデオ会議システムおよび国際標準
規格準拠のビデオ会議システムとの間の
シームレスな接続を実現

話者トラッキング機能により、参加者は発言
しながら会議室内を自由に移動できます。

 NoiseBlock AI および Acoustic Fence 

など、Poly の革新的な音声技術によって、
参加者は会議に集中することができます。

 Poly Lens ダッシュボードを使用することで、
IT 管理者はデバイスおよびソフトウェアを
容易に管理できます。

 Poly Lens デスクトップ アプリにより、ユー
ザーは個人用デバイスを簡単にカスタマイズ
したり、設定を調整することができます。

単一のベンダーが、製品ライフサイクルに
合わせた一貫したサービスを提供します。

 Microsoft Teams 用に設計された
Poly サービスも提供しています。
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多様な選択肢！特別価格で会議室をより快適な
ネイティブ ビデオ エクスペリエンスにアップグレードできます！

担当の Poly アカウントマネージャーに是非ご連絡ください！

推奨される使用環境
オールインワン型システムが必要となる
小規模な会議スペースまたは個室

推奨される使用環境
Microsoft Teams に接続する
個室やフォーカスルーム

推奨される使用環境
Microsoft Teams に接続する
小規模～中規模の会議室

推奨される使用環境
既存の USB 音声・映像周辺機器を
使用して Microsoft Teams に接続する
大規模の会議室

主要なビデオサービスが直接組み込まれて
いるので、Windows または Mac コピュータ
なしで簡単に使用

優れた音質を提供する先進のアコース
ティックアルゴリズム搭載

最大 4K Ultra HD の驚くほど鮮明な
映像品質

 Miracast、Airplay、Poly コンテンツアプリ
(国際標準規格準拠のみ) を使用した
無線コンテンツ共有機能内蔵

有線および無線ヘッドセットをサポート
電子ホワイトボードおよびアノテーションを
サポート

会議室サイズ: 3m x 3m  (1～2 名)

 カメラ: 視野角 90度、4K、自動フレーミン
グ、4倍ズーム/EPTZ）

音声: Poly NoiseBlockAI/Poly 

Acoustic Fence 技術搭載、モノラルス
ピーカー

集音範囲: 3m

 あらゆる会議スペースをコラボレーション
スペースに変換

大手 PC メーカーと協力し、Poly の
省スペース、エンタープライズ グレードの
Teams Rooms 向け PC ソリューションを
最大限に活用

会議室サイズ: 最大 4.5m x 6m

 カメラ: 視野角 120度、4K、最大 5倍の
デジタル ズーム/EPTZ、自動グループ
フレーミングと話者トラッキング

音声: Poly NoiseBlockAI/Poly 

Acoustic Fence 技術搭載、ステレオ
スピーカー

集音範囲: 4.5 m オプションの拡張マイク
 あらゆる会議スペースをコラボレーション
スペースに変換

大手 PC メーカーと協力し、Poly の
省スペース、エンタープライズ グレードの
Teams Rooms 向け PC ソリューションを
最大限に活用

会議室サイズ: 4.5m x 8.5m

 カメラ: レンズ x 2、視野角 120度/70度、4K、
自動グループ フレーミングと話者トラッキング)

音声: 別売り
(Trio または Sync 認定スピーカーフォン)

 あらゆる会議スペースをコラボレーション
スペースに変換

大手 PC メーカーと協力し、Poly の
省スペース、エンタープライズ グレードの
Teams Rooms 向け PC ソリューションを
最大限に活用

POLY STUDIO X30

& POLY STUDIO X50

POLY STUDIO P15 ビデオバー
フォーカス ルーム キット

POLY STUDIO USB ビデオバー
小中規模会議室キット

POLY STUDIO E70 カメラ
大規模会議室キット
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推奨される使用環境
カスタムデザインのビデオ会議システムが
必要となる中規模～大規模な会議室

 4K Ultra HD 映像・コンテンツ解像度
会議室の要件に合わせて柔軟なカメラ
およびマイクオプションから選択

 Poly NoiseBlock AI および
Acoustic Fence 技術が雑音を遮断

 USB カメラのサポートおよびマイクの
イーサネットケーブルによる簡単な
セットアップ

POLYＧ7500

担当の Poly アカウントマネージャーに是非ご連絡ください！

多様な選択肢！特別価格で会議室をより快適な
ネイティブ ビデオ エクスペリエンスにアップグレードできます！

推奨される使用環境
Microsoft Teams に接続する
中規模～大規模な会議室

 1 つのソリューションですべての会議ニーズに対応
 広視野角120 度、4K、5 倍デジタルズーム
 自動グループフレーミング、話者トラッキング機能に
よるクリア映像

 Poly NoiseBlockAI/Poly Acoustic Fence 

技術搭載、ステレオスピーカー
 6 マイクアレイにより、すべてのアイデアが明確に
伝わり、誰もが平等に会議に参加

 リモコン付き
 大規模会議室向け拡張マイクオプションあり

POLY STUDIO USB

多くの既存音声周辺機器および
映像周辺機器を再利用できます。

Poly 販売代理店を通して

既存の Poly ビデオ製品または

対象となる他社メーカーの

ビデオデバイスを置き換えると、

新規ビデオソリューションへの

アップグレード時に割引を

獲得することができます。

*ご利用条件が適用されます。

Poly は、ヘッドセットメーカーPlantronics と
ビデオ会議ソリューションメーカーのポリコムが
2018年に統合して生まれたブランドです！
両社の定評のある数多くの音声・映像技術は
さらにパワーアップして最新の Poly 製品に
全て搭載されています！
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置換えの対象となる Poly 製品および他社メーカー名

Poly製品
• CX5X00 ビデオ ソリューション
• VSX シリーズ ビデオ会議システム
• HDX シリーズ ビデオ会議システム
• Group シリーズ ビデオ会議システム
• Poly Visual + (P/N 2200-215400-001)

• Poly Visual Pro (P/N 2215-85458-001)

• Poly Visual Pro (P/N 2215-85459-001)

• Poly Visual Pro (P/N 2215-85996-001)

他社メーカー
• Aethra

• Aver

• Avaya / Radvision

• Cisco/ Tanberg

• Crestron

• Dolby

• Huawei

• Huddly

• LifeSize

• Logitech / Logicool

• Panasonic

• Sony

• StarLeaf

• telyHD

• VTEL

• Yamaha

• Yealink

お問合せ、ご申込はこちらから
https://www.poly.com/jp/ja/promotions/move-to-cloud

（アルファベット順）

Poly 販売代理店を通して

既存の Poly ビデオ製品または

対象となる他社メーカーの

ビデオデバイスを置き換えると、

新規ビデオソリューションへの

アップグレード時に割引を

獲得することができます。

*ご利用条件が適用されます。

Poly は、ヘッドセットメーカーPlantronics と
ビデオ会議ソリューションメーカーのポリコムが
2018年に統合して生まれたブランドです！
両社の定評のある数多くの音声・映像技術は
さらにパワーアップして最新の Poly 製品に
全て搭載されています！

https://www.poly.com/jp/ja/promotions/move-to-cloud

