
POWER UP
WITH POLY !

自分を、グループを、オフィスを POLY でパワーアップしませんか？

非常に限られた選択肢の中で、急遽、実際にテレワークを導入＆ 経験された方が
多くいらっしゃいます。便利なところ、不便なところ、さまざまな発見があったのでは
ないでしょうか。オフィスを出社すべき場所ではなく、働く場所のひとつの選択肢にできれば、
さらに快適＆効率的になり、自分も、グループも、オフィスも、そしてビジネスも
パワーアップできるはずです。

会議室、在宅、オープンスペースなど、あらゆるワークスペースで、便利な Microsoft 

Teams/Zoom と併用し、臨場感を高め、参加者全員が積極的に会話に参加できる
環境を実現してください。

是非、 Poly で真のハイブリッドワークを！
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ビデオ会議中なのに！！＜オフィス編＞

相手の顔がよく分からない

Zoom/Teams で複数人同士で話したい

声がはっきり聞こえない

誰が話しているの？

全員映っている？

雑音がすごい

操作方法がわからない

’あの‘
イライラが
解消！
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ビデオ会議中なのに！！＜テレワーク –自宅編＞

向こうで子供がドタバタしている！
’あの‘
ドキドキが
解消！

犬が吠える・・・

家族が掃除機を使い始めた

エアコンの音

近所の工事の音

タイピング音

紙めくりの音

宅配がきた
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ビデオ会議中なのに！！＜テレワーク –外出先編＞

カフェにいるので周囲が騒がしい

ビル風がすごい
空調の音

発言中に目の前を電車がとおりすぎた

周りが静かで大きな声で話せない

’えっ‘
そんな音まで
聞こえて
いるの？

隣で大笑い・言い争いしている



音声が途切れたら会話は成り立ちません。
PC のスピーカー/マイクではなく、Poly の スピーカーフォンや
ヘッドセットをご利用ください。
無用な雑音をテクノロジーでシャットアウトし、自分の声だけを
クリアに相手に届けます。

一番大事なのは音！その次に映像 です。

欠かせない集中力！

自分を
パワーアップ！

1 台の PC 画面を複数人で覗き込んでいませんか？
相手に見えない人も会議に参加していませんか？
Poly のビデオバーがあれば、会社の PC＆モニターにつなぐだけで、
マスクをしていても、参加者全員を適切なフレーミングで追尾し、
無用な雑音もシャットアウト。
意見やアイデアを臨場感たっぷりに話し合うことができます。

会議を
パワーアップ！



All Together すべてを共に。
ハイブリッド ワークプレースのコミュニケーションを均一化し、
会議の公平性を保つには？

会議室からの参加者、遠隔からの参加者、多くの人が簡単に
会話できるようになりました。皆様の環境は、参加者全員が公平に
意見を共有できる場になっているでしょうか。
一部の参加者が置き去りになっていないでしょうか。

周囲の騒音をブロックするクリアな音声や、参加者や話者だけを
トラッキングする映像によって、参加者全員から共有される
素晴らしいアイデアを逃さない公平な会議の実現をご検討ください。

さらに気をつけたい公平性！

全員を
パワーアップ！
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ユーザーが会話に集中するための POLY の優れた音声技術

NOISE BLOCK AI

                

着信音、タイピング音、鳴き声などを自動的に除去

ACOUSTIC FENCE

一定の範囲外の騒音をシャットアウト

アクティブ ノイズ キャンセリング

周りの雑音をシャットアウトし、自分の声と相手の声に集中

次世代のビームフォーミング マイク アレイ

参加者全員の声を適切に集音。小さい/低い声もクリアに集音！
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自分の目で実際に見ることができる POLY の高性能な映像技術
グループフレーミング

参加者全員を適切なサイズにフレーミング
会議の途中で人が出入りしても全く問題ありません！

話者トラッキング

話者をフォーカスし、表情の変化も見逃しません

会話モード

同じ部屋の話者同士を
一つの画面に横並びにフレーミング
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YOUTUBE 動画で確認できる POLY音声技術のすごいところ！

一定の範囲外の騒音をシャットアウト
周りが騒がしくても問題ありません！
[Acoustic Fence 機能]（字幕）

予想以上に相手には迷惑かも？
タイピング音や紙をめくる音などを自動的に低減します。
[Noise Block AI 機能] (英語）

（一部英語ですが、ご覧いただくだけで、それぞれの良さをおわかりいただけると思います。是非ご確認ください。）

https://www.youtube.com/watch?v=RC_s_G1PbFM
https://www.youtube.com/watch?v=K6APx2SAIac
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YOUTUBE 動画で確認できる POLY映像のすごいところ！

他社よりスムーズなグループフレーミング
会議の途中で参加者が増えても問題ありません。
数秒で参加者全員を適切にフレーミング！（英語）

話者を適切に映し出し、活発なディスカッションを実現！
話者一人を映し出したり、複数が会話をし始めたら、
会話している二人を一つの画面におさめます。（字幕）

Poly の技術はマスクをしていてもへっちゃら！
最新の映像技術ではプレゼンターがマスクをしていても、
トラッキングします。（字幕）

（一部英語ですが、ご覧いただくだけで、それぞれの良さをおわかりいただけると思います。是非ご確認ください。）

https://www.youtube.com/watch?v=a0_uI8hvTWI
https://www.youtube.com/watch?v=pFiMpDp6tho
https://www.youtube.com/watch?v=HIGCKskdEM0&t=4s
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テレワーク中のビデオ会議参加で、
全員が気をつけること

⚫ 一番大事なのは、「音」
• 音が途切れなければ、コミュニケーションは最低限継続できます。
言いかえれば、音質が良ければ、ストレスフリーなコミュニケーションができます。
そのためのテクノロジーを最大限活用しましょう。

• 自分が発言しない時は、「ミュート」にしましょう。
予想以上に相手に“いろいろ“聞こえてしまっています。

⚫ 相手に理解してもらえるよう、言葉遣いに配慮しましょう。
「あれ、これ、それ」は通じません。

⚫ 百聞は一見に如かず！
コンテンツを共有し、視覚によるコミュニケーションを積極的に行いましょう。

身近な
パワーアップ！

ワークスペースを見直し、最適な環境づくりを
あらゆる”距離”の問題を解決するさまざまなスペースをニューノーマル仕様に！
働き方の多様性への対応は、今や、ビジネス継続のために欠かせません。
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テレワーク（主に自宅勤務）中のビデオ会議参加で、
自分が気をつけること

⚫ テクノロジーに慣れる
便利な機能（バーチャル背景、スクリプト、雑音除去機能など）をどんどん使ってみましょう。

⚫ ビデオをオンにして、参加者全員の参加を確認する
「見られたくない」ではありません。手振り身振りで通じる非言語的コミュニケーションは重要です。
時にはテクノロジーを活用して、より活発で、効果的・効率的なミュニケーションを心がけましょう。

⚫ 身だしなみを含む自分自身の姿、背景に映るものに注意する
• 多くの私物や散らかった部屋が映り込んでいませんか？
自分が平気でも、接続先の参加者は会議中に気が散ってしまう・不快かも。社会人マナーとして、注意しましょう。

• 自分自身の姿が、最適な状態で相手に見えているか気をつけましょう。
✓逆光になっていませんか？自分の顔がはっきり見えない状態では、相手に何も伝わりません。
✓細かいストライプ模様のシャツを着ていませんか？接続先の相手の目がチカチカしてしまいします。
✓バーチャル背景と同系色の洋服を着て、背景と合体してしまっていませんか？貴方はどこに？

⚫ 自分が使いやすいようにワークスペース環境を整える
机の高さを調節し、 高性能なHDカメラやヘッドセット、スピーカーフォンを活用しましょう。
PCの下にティッシュボックスや分厚い本を置いてカメラ位置を高めに調節すると、接続先の相手は、
貴方の鼻の穴やアゴではなく、顔を正面から捉えることができ、すっきりして見えます。



13上記以外にも多数のソリューションをご提供しています。詳しくは Poly Web サイトをご確認ください。

Poly Sync ファミリー
個人～さまざまなサイズのスペースに
対応するスマート スピーカーフォン。
革新的な音声技術により、
周囲の騒音から解放され、
集中できるスペースに変えます。

Poly Studio X30

Poly Studio X50
Poly TC8

Poly Sync 20

Poly Sync 40

Poly Sync 60

Poly Studio P シリーズ
パーソナル向けのWeb カメラや
ビデオバー、アンビエント照明付
オールインワン型会議ディスプレイ。
P5 Webカメラとヘッドセットなどが
セットになったキットもあります！

Poly Studio P5

Poly Studio P15

Poly Studio P21

Poly Sync P5 キット各種

多様なニーズに柔軟に対応いたします。

Poly Studio X ファミリー ビデオバー
ビデオバーが対応している３つのアプリ
ケーションにより、既存のビデオ会議、
Microsoft Teams や Zoom などに
ネイティブ連携でき、Windows や Mac 

のコンピュータは不要になります。

ニーズにお応えする POLY の主要製品ラインアップ

https://www.poly.com/jp/ja
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POLY について
補足資料
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POLY について

=+

Poly は、米国ヘッドセットメーカーPlantronics と

米国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、

2019年3月に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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補足資料

マイクロソフト連携
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Poly の優位性 - 15年にわたる Microsoft ソリューションの提供

✓Microsoft Teams に対応した電話機、ビデオ会議専用機、ヘッドセット、
そして既存H.323/SIPビデオ端末との相互接続サービスを提供する唯一のプロバイダー

✓Microsoft MVP とMCM を取得したサービスチームが、グローバルでお客様の
Microsoft Teamsソリューションの構築を支援

✓Skype for Business と Microsoft Teams の両方を提供する唯一のベンダー

✓ “クラウド”、および “コミュニケーション” のゴールド認定を取得
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MICROSOFT 連携って？なぜ POLY?

会議室の参加者、遠隔参加者が公平に発言できる機会を！

Microsoft Teams Rooms を利用する会議室参加者と

Microsoft Teams を利用する遠隔参加者の双方を、

Poly のビデオバー、スピーカーフォン、ヘッドセットに至るまで、

Microsoft Teams 認定を取得した

Poly の豊富な製品ラインアップがサポートします！
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業界をリードするポートフォリオ

POLY の MICROSOFT 連携製品
Poly は、Microsoft Teams 認定を取得した USB 音声/ビデオ機器として、UC市場で最大級の製品ラインアップを提供(*)

個人、フォーカスルーム、在宅向け
（Teams ライセンスユーザー）

会議室、オープンスペース向け
（Teams Rooms)

固定席、受付向け
（Teams 電話）

(*) 2021年夏現在で42製品

Web カメラ
Poly Studio P5

Bluetooth ヘッドセット
Voyager Focus UC

✓ 簡単設置
✓ 生活音を最小限に抑える対策
✓ 集中できる環境
✓ 不十分な照明のチャレンジ
✓ IT管理者が一元管理

✓ 人の接触を最小限にするスペース
✓ 会議は、少人数で参加
✓ 簡単設置
✓ ワンタッチで Teams 会議に参加
✓ ストレスのないコミュニケーション

CCX 600

デスクトップ電話機

✓ 簡単操作
✓ 音声品質
✓ 柔軟性
✓ ワークスタイルに合わせたデバイスの最適化
✓ IT管理者が一元管理

CCX 500

デスクトップ電話機
＋

ヘッドセット

大規模会議室キット
Poly Studio E70 カメラ、
Dell もしくは Lenovo PC

Poly Studio X30ビデオバー
＋TC8 タッチコントローラー

Poly Sync 20+スピーカーフォン
Teams にクイックアクセスできる
専用ボタン付きもあります！

オールインワン型
ビデオ会議ディスプレイ

Poly Studio P21

会議の多いエグゼクティブに最適
上記以外にも数多くの連携製品をご提供しています！
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ZOOM 連携
補足資料
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ワークスタイル、スペースに合わせた
ZOOM 向けデバイスで柔軟性、一貫性を提供

Zoom Rooms を利用する会議室参加者と

Zoom ミーティングを利用する遠隔参加者の双方を、

Poly のビデオバー、スピーカーフォン、ヘッドセットに至るまで、

Zoom 認定を取得した

Poly の豊富な製品ラインアップがサポートします！
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業界をリードするポートフォリオ

POLY の ZOOM 連携製品
Poly は、Zoom 認定を取得した USB 音声/ビデオ機器を提供

個人、フォーカスルーム、在宅向け
（Zoom ライセンスユーザー）

会議室、オープンスペース向け
（Zoom Rooms)

固定席、受付向け
（Zoom Phone）

Web カメラ
Poly Studio P5

スピーカーフォン
Poly Sync 20+

定評あるクリアな音声

オールインワン型
ビデオ会議ディスプレイ

Poly Studio P21

会議の多いエグゼクティブに最適

Bluetooth ヘッドセット
Voyager Focus UC

✓ 簡単設置
✓ 生活音を最小限に抑える対策
✓ 集中できる環境
✓ 不十分な照明のチャレンジ
✓ IT管理者が一元管理

✓ 人の接触を最小限にするスペース
✓ 小中規模の会議室にも簡単設置
✓ Zoom ユーザーに使いやすいインターフェース
✓ ストレスのないコミュニケーション

✓ 簡単操作
✓ 音声品質
✓ 柔軟性
✓ ワークスタイルに合わせたデバイスの最適化
✓ IT管理者が一元管理

Poly Studio X50 ビデオバー

Voyager 5200 UC

ワイヤレス ヘッドセット
外出の多い人向け

Blackwire 3300 シリーズ
有線ヘッドセット

CCX 700 ネイティブ連携タイプ

Poly Edge B シリーズ
デスクトップ電話機

上記以外にも数多くの連携製品をご提供しています！
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詳しい情報は、Poly 販売代理店担当者にお問い合わせいただくか、

Poly お問い合わせ窓口に
jpcontactus@poly.com 

ご連絡ください！


