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MOVE TO CLOUD 
WITH POLY
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。

POLY でクラウド移行して快適環境を！

今すぐ、お問合せください！

期間限定
特別割引中！
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一堂に会する場で、公平性を実現！

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！

ハドルルーム/小規模会議室向け
さまざまな VaaS (Video-as-a-Service) プラットフォームへの
USB接続を必要とする、ハドルルーム向け USB接続ビデオバー
です。

 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

中規模の会議室向け
会議室いっぱいに広がる高品質なオーディオと、
驚きのビデオをタッチコントローラー付きビデオバーで
体験してください。

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

POLY STUDIO X30 & POLY STUDIO X50

大規模会議室向け
柔軟で、簡単に設定できるモジュラー式システムで、
充実したコラボレーション機能を実現します。

 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

自宅であれ、オフィスの会議室であれ、会議で重要なのはどこに座っているかではなく、そこで生まれるアイデアです。
Poly の高度な AI は、話者を追跡し、グループをフレームに収め、雑音を排除。より多くの成果、自由なつながりかたを実現 します。リモート参加と会議室での参加の違い
を誰も意識しなくなる日を目指して、Poly は追求を続けます。Poly のネイティブでプレミアムな会議体験にアップグレードする絶好のチャンスです。
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最新のビデオバーも対象です！

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！

特にハドル ルームに最適な USB ビデオ バー
さまざまな VaaS (Video-as-a-Service) プラットフォームへの
USB接続を必要とする、ハドルルーム向け USB接続ビデオバー
です。

 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、4K30fps、5 倍デジタルズーム
 Poly DirectorAI 技術により、自動グループフレーミング、
話者トラッキング、発表者フレーミングなどの映像機能満載

 3素子ビームフォーミング マイクアレイによる集音で、最大
4.5m 範囲にいるチームの声をクリアに相手に届けます。

 Poly NoiseBlockAI/Poly Acoustic Fence 技術搭載で、
周囲の雑音をシャットアウト

 プライバシーキャップ付き
 Poly Lens による容易なデバイス管理

POLY STUDIO R30

2022年 5月に日本国内で正式ローカルリリースしたばかりの新製品 Poly Studio R30 もプログラムの対象に仲間入り！
最新の技術を余すところなく搭載し、ハドルルームや小規模な会議室での利用に最適です。Microsoft Teams や Zooｍにも対応しているので、連携デバイスとしても
優れた力を発揮します。
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WINDOWS で最新の MICROSOFT TEAMS ROOMS を体験

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！

会議室で Teams を快適に使いませんか?

フォーカス/小/中規模会議室などさまざまな規模の会議室に対応するWindows 版 Microsoft Teams Rooms 向け Poly Studio ルーム キットで、
ネイティブによるプレミアムな Teams の会議体験にアップグレードする絶好のチャンスです。

フォーカス ルーム向け 小/中規模会議室向け

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

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 フォーカス ルーム キット + Poly ルー ム PC (Dell/Lenovo) -

Microsoft Teams Rooms 向け
Poly 小中規模会議室キット + Poly ルー ム PC(Dell/Lenovo) -

Microsoft Teams Rooms 向け
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POLYを選ぶ 4つの理由

 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。

 Poly+ により、包括的なデバイス サポートと
可視性

01 02 03 04
ネイティブデバイスの
幅広いラインアップ

一貫したビジネスレベルの
ユーザーエクスペリエンス

補完的なデバイスの
インサイトおよび管理

世界規模のサービスと
サポート

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 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！Poly は、参加者が部屋にいるか、世界のあらゆる場所から通話しているかに関係なく、誰にとってもより人間的で公平な会議を実現するための重要性を
理解しています。簡単な設置や管理、使いやすさにより、ユーザーがあらゆる会議の場を最大限活用できるようお手伝いします。Poly は、BYOD、会議室に設置された PC、専用アプライアンスのいずれを
採用するかにかかわらず、お客様のニーズとコラボレーション環境を考慮した助言を行います。ネイティブのビデオ会議環境が Poly によって向上する 4つの理由をご紹介します。



6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！

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

