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コミュニケーションの
簡素化
Poly の優れた音声およびビデオ製品により、いつで
もどこでも、常にトップレベルの会議やコラボレー
ションを開催できます。Poly のヘッドセット、ビデオ
および音声会議製品、デスクトップ電話機、ソフトウ
ェアは、驚くほど明瞭な音質と画質で人々をつなぐ、
優れた設計です。主要なハイブリッドワーク プラッ
トフォームとシームレスに連携します。そして、Poly 
と HP の合併は、Poly 製品が、ハイブリッド ワーク
を簡素化する革新的で使いやすいソリューションと
サービスのエコシステムの一部でもあることを意味
します。

注目を浴びるチャンスがあるのに、画面に映るだけ
で良いのでしょうか。 

概要
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自席
自宅またはオフィス
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自席
製品の互換性

MICROSOFT TEAMS 
認定 ZOOM 認定

対応デバイス 
GOOGLE MEET

対応デバイス  
GOOGLE VOICE

対応デバイス  
CHROMEBOOK

サポート  
POLY LENS

Blackwire 8225 • • • •
Blackwire 5200 シリーズ • • • •
Blackwire 3300 シリーズ • • • •
CCX 700 • •
CCX 600 • • •
CCX 500/505 • • •
CCX 400 • • •
CCX 350 •
Poly Edge B30 • • •
Poly Edge B20 • • •
Poly Edge B10 • • •
Poly Edge E500 シリーズ • •
Poly Edge E400 シリーズ • •
Poly Edge E300 シリーズ • •
Poly Edge E220 • •
Poly Edge E100 • •
Poly Studio P15 • • • • •
Poly Studio P5 • • • • •
Savi 7300 Office シリーズ • • • • •
Voyager Focus 2 • • •
Voyager Focus UC • •
Voyager 4300 UC シリーズ • • •
Voyager 5200 Office シリーズ • •
VVX 450 • • •
VVX 350 • • •
VVX 250 • • •
VVX 150 • • •
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• USB-A、USB-C、3.5mm のいずれかで接続

• オーバーヘッド式 (モノラルまたはステレオ)

• ノイズキャンセルマイクと強化されたデジタル信号処理 
(DSP)

• 通話応答や終了、ミュート、音量調整機能などの直観的な
インラインコントロール

• 一日中快適な装着感が続きます。軽量でクッション付きの
金属製ヘッドバンドは、耐久性と快適なフィット感を提供

PC や Chromebook のテレフォニー用の有線ヘッドセットを
必要とする、通話量の多いナレッジ ワーカー向け

BLACKWIRE 5200 シリーズ

自席
有線ヘッドセット

• USB-A または USB-C で接続

• オーバーヘッド式 (ステレオ)

• Poly Acoustic Fence 技術搭載の、適応性のあるノイズキ
ャンセル マイク

• 通話応答や終了、ミュート、音量調整機能などの直観的な
インラインコントロール

• 3 段階の高度なデジタルハイブリッド ANC

オープンオフィスやホームオフィスで周囲の騒音に邪魔され
ることのない、優れたソリューションを探しているプロフェッ
ショナル向け

BLACKWIRE 8225

特長 特長 特長 

• USB-A、USB-C、3.5mm で接続 (BW3315/3325)

• オーバーヘッド式 (モノラルまたはステレオ)

• ノイズキャンセルマイク搭載

• 通話応答や終了、ミュート、音量調整機能などの直観的な
インライン コントロール

• すばやく簡単に接続

PC や Chromebook のテレフォニー用の、モダンでスタイリ
ッシュな有線ヘッドセットが必要なナレッジ ワーカー向け

BLACKWIRE 3300 シリーズ
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• 2 種類の接続 – PC、デスクトップ電話機

• オーバーヘッド式 (ステレオ、モノラル)

• Poly Acoustic Fence 技術搭載のノイズキャンセル マイク

• 着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)

• 他の DECT™ ヘッドセットの最大 2 倍の密度に対応

• DECT™ Security Step C 適合の設計 – DECT™ Forum 
最高のセキュリティ水準

金融機関、医療機関、政府機関など、一般的に Bluetooth  ® 
テクノロジーが禁止されている場所での使用に最適

SAVI 7300 OFFICE シリーズ

特長 

自席
DECTTM ワイヤレス ヘッドセット
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• PC/Mac、または携帯電話に Bluetooth で接続

• オーバーヘッド式 (ステレオ)

• 高性能 DSP 搭載の 3 つのマイク

• 着信応答/着信拒否/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)

• Hi-Fi ステレオ サウンドが臨場感あふれる音を生成

• 充電ベースのオプションにより、一日中接続を維持

• Bluetooth を使用して、デスクトップ電話機 
(オプションの Voyager Office ベース)、PC/Mac、 
携帯電話に接続

• オーバーヘッド式 (ステレオ)

• 目立たないデザインのマイクブームに Acoustic Fence 技
術を搭載した高度なマルチ マイク ノイズキャンセル機能

• 着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)、  
3 段階の ANC スイッチ

• 3 段階の高度なデジタル ハイブリッド ANC

• 充電ベースのオプションにより、一日中接続を維持

自宅やオフィスの騒がしい環境で一日中電話に対応するプ
ロフェッショナル向け

高品質のステレオ Bluetooth ヘッドセットが必要な在宅お
よびオフィスワーカー向け

VOYAGER FOCUS UCVOYAGER FOCUS 2

特長 特長 

自席
BLUETOOTH ワイヤレス ヘッドセット

• Bluetooth を使用して、デスクトップ電話機 (オプション
の Voyager Office ベース)、PC/Mac、携帯電話に接続

• オーバーヘッド式 (モノラルまたはステレオ)

• デュアル マイク Acoustic Fence 技術搭載の柔軟なノイズ
キャンセル ブーム

• 着信応答/着信拒否/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-) 

• 充電ベースのオプションにより、一日中接続を維持

一日中ハンズフリーでの通話を好む、オフィス & ハイブリッ
ド プロフェッショナル向け

VOYAGER 4300 UC シリーズ

特長 



9概要©2023 POLY, INC.

自席
BLUETOOTH ワイヤレス ヘッドセット

• デスクトップ電話機、PC/Mac、または携帯電話に 
Bluetooth で接続

• 耳かけ式

• WindSmart 技術採用の 4 つの無指向性マイク

• 着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)

• 充電ベースのオプションにより、一日中接続を維持

オフィス内外でハンズフリーでの電話の発着信が必要な、オ
フィスワークのプロフェッショナルや移動の多いビジネス パ
ーソン向け

VOYAGER 5200 OFFICE シリーズ

特長 
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自席
ビデオ デバイス

• 視野角 90°の 4K Ultra HD カメラ

• 高性能な内蔵スピーカーと複数のマイクアレイ

• 簡単に接続できる USB デバイス

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Poly NoiseBlockAI 
および Acoustic Fence 技術

• プライバシー シャッター内蔵

• 自動カメラ フレーミング

仕切りのある個人ワークスペースで、高品質なビデオおよび
音声体験

POLY STUDIO P15

• 視野角 80°の 1080p FHD カメラ

• 内蔵型指向性マイク

• 簡単に接続できる USB デバイス

• 低光量時の自動補正機能

• プライバシー シャッター内蔵

使いやすく簡単に設定できる Web カメラを必要としている
ユーザー向け

POLY STUDIO P5

特長 特長 
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自席
メディア フォン

• 5 インチ マルチタッチ液晶ディスプレイ

• Poly HD Voice Acoustic Fence および NoiseBlockAI 
技術

• 10/100/1000 (GigE) × 2、USB ポート (Type-A および 
Type-C) × 2 、内蔵 Bluetooth テクノロジー

• ハンドセット付きまたはヘッドセットを使用するハンドセッ
ト無しのモデルのいずれかを選択可能

• Wi-Fi機能搭載で、どこにでも簡単に設置可能 (CCX 505)

• 7 インチ マルチタッチ液晶ディスプレイ

• Poly HD Voice Acoustic Fence および NoiseBlockAI 
技術

• 10/100/1000 (GigE) × 2、USB ポート (Type-A および 
Type-C) × 2 、内蔵 Bluetooth および Wi-Fi

• ハンドセット付きまたはヘッドセットを使用するハンドセッ
ト無しのモデルのいずれかを選択可能

• EagleEye Mini カメラ キット オプション

ナレッジワーカー向け大きな画面を必要としているマネージャーおよびエグゼクテ
ィブ向け

CCX 500/505CCX 600

• 7 インチ マルチタッチ液晶ディスプレイ

• Poly HD Voice Acoustic Fence および NoiseBlockAI 
技術

• 10/100/1000 (GigE) × 2、USB ポート (Type-A および 
Type-C) × 2 、内蔵 Bluetooth および Wi-Fi

• ハンドセット付きまたはヘッドセットを使用するハンドセ
ット無しのモデルのいずれかを選択可能

• オートフォーカス、プライバシー シャッターを装備してい
る 4 メガピクセルのカメラ付き

ビデオ通話機能を必要としているマネージャーおよび  
エグゼクティブ向け

CCX 700

特長 特長 特長 
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自席
メディア フォン

• Poly HD Voice Acoustic Fence および NoiseBlockAI 
技術

• 10/100/1000 (GigE) x 2、Type-A USB ポート x 1

• ハンドセット付きまたはヘッドセットを使用するハンドセ
ット無しのモデルのいずれかを選択可能

• 壁面へ取り付けて使用する壁面マウント キット 
(オプション)

ロビーや共用エリアで使用するユーザー向け

CCX 400

特長 

• Acoustic Clarity 技術を使用した Poly HD Voice 

• Poly Acoustic Fence および NoiseBlockAI 技術

• 従来型のダイヤルパッドの使用感  

• 全二重方式スピーカーフォンとエコー キャンセル機能

（日本国内リリース時期未定）

小売、大規模卸売店、製造業の従業員、または共用スペース
向けの電話機

CCX 350

特長 
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• 12 個の回線キーに最大 48 の回線、機能、または連絡先
を登録可能

• 大型 5 インチ カラー ディスプレイ

• Poly NoiseBlockAI および Poly Acoustic Fence 
の技術

• 内蔵 Bluetooth テクノロジーで携帯電話やヘッドセット
とペアリング (E550)

• テキスト読み上げと新しいアクセシビリティ オプション

• RGB 混色対応のサラウンド ライト ステータス インジケ
ーター

• オプションで最大 2 台の Poly Edge E 拡張モジュールを
使用可能

• NFC 技術による高度な機能統合

エグゼクティブ クラスの電話機を必要とするエグゼクティ
ブ、マネージャー、チーム管理者、受付担当者向け

POLY EDGE E500 シリーズ

特長 

• 最大 32 の回線/機能/連絡先を登録できる 8 個の回線キ
ーを備えたメイン ディスプレイ と 6 個の回線キーを備え
たセカンド ディスプレイ 

• 明るい 3.5 インチ カラー ディスプレイ

• Poly NoiseBlockAI および Poly Acoustic Fence 
の技術

• 携帯電話やヘッドセットとペアリングできる Bluetooth 
内蔵 (E450)

• テキスト読み上げと新しいアクセシビリティ オプション

• RGB 混色対応のサラウンド ライト ステータス インジケ
ーター

• オプションの Poly Edge E 拡張モジュール対応

• NFC 技術による高度な機能統合

さらなる連絡先の追加を必要とするオフィスマネージャー、
管理者、ユーザー向け

POLY EDGE E400 シリーズ

特長 

• 8 個の回線キーに最大 32 の回線、機能、または連絡先を
登録可能

• 明るい 3.5 インチ カラー ディスプレイ

• Poly NoiseBlockAI および Poly Acoustic Fence の技術

• 携帯電話やヘッドセットとのペアリング用の Bluetooth 
内蔵 (E320、E350)

• テキスト読み上げと新しいアクセシビリティ オプション

• RGB 混色対応のサラウンド ライト ステータス インジケ
ーター

オフィスやホームオフィスで働くフレキシブル ワーカー向け

POLY EDGE E300 シリーズ

特長 

自席
IP デスクトップ電話機



14概要©2023 POLY, INC.

• 4 個の回線キーに最大 16 の回線、機能、または連絡先を
登録可能

• 明るい 2.8 インチ カラーディスプレイ

• Poly NoiseBlockAI および Poly Acoustic Fence の技術

• 内蔵 Bluetooth テクノロジーで携帯電話やヘッドセット
とペアリング

• テキスト読み上げと新しいアクセシビリティオプション

• RGB 混色対応のライトバーステータス インジケーター

• 2 ポジションスタンドおよび壁面マウント オプション付属

Bluetooth ヘッドセットの使用を好む、共用エリアでのフレ
キシブル ワーカー向け

POLY EDGE E220

特長 

• 2 個の回線キーに最大 8 の回線、機能、または連絡先を
登録可能

• 明るい 2.8 インチ カラーディスプレイ

• Poly NoiseBlockAI および Poly Acoustic Fence の技術

• テキスト読み上げと新しいアクセシビリティオプション

• RGB 混色対応のライトバーステータスインジケーター

• 2 ポジション スタンドおよび壁面マウント オプション付属

ロビーや共用エリアで使用するユーザー向け

POLY EDGE E100

特長 

自席
IP デスクトップ電話機
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• 4 回線対応、カラー ディスプレイ付ベーシックな IP デスク
トップ電話機

• 2.8 インチ カラー液晶ディスプレイ (解像度: 
320 × 240 ピクセル)

• Poly HD Voice および Poly Acoustic Fence 技術

• 10/100/1000 (GigE) ポート × 2、USB ポート 
(Type-A) × 2 、RJ-9 ヘッドセット ポート

• Microban® 抗菌による製品保護および 
ENERGY STAR 認証を取得

• PoE (Power over Ethernet)

• Wi-Fi サポート (OBiWiFi5G オプション) USB アダプター

信頼性が高く有線接続の電話機が必要なオフィスワーカー
や現場スタッフ、販売員向け

VVX 250

自席
IP デスクトップ電話機

• 12 回線対応のカラー ディスプレイ付き IP デスクトップ
電話機

• 4.3 インチ カラー液晶ディスプレイ (解像度: 
480×272 ピクセル)

• Poly HD Voice および Poly Acoustic Fence 技術

• 10/100/1000 (GigE) ポート × 2、USB ポート 
(Type-A) × 2 、RJ-9 ヘッドセット ポート

• Microban® 抗菌による製品保護および 
ENERGY STAR 認証を取得

• PoE (Power over Ethernet)

• Wi-Fi サポート (OBiWiFi5G オプション) USB アダプター

通話回数が比較的少ないナレッジワーカーやマネージャー、
もしくは複数回線を必要とする小規模オフィス向け。

VVX 450

• 6 回線対応、カラー ディスプレイ付ミッドレンジ 
IP デスクトップ電話機

• 3.5 インチ カラー液晶ディスプレイ (解像度: 
320 × 240 ピクセル)

• Poly HD Voice および Poly Acoustic Fence 技術

• 10/100/1000 (GigE) ポート × 2、USB ポート 
(Type-A) × 2 、RJ-9 ヘッドセット ポート

• Microban® 抗菌による製品保護および 
ENERGY STAR 認証を取得

• PoE (Power over Ethernet)

• Wi-Fi サポート (OBiWiFi5G オプション) USB アダプター

通話回数は比較的少ないが、信頼性の高い接続性が求めら
れるナレッジワーカー向け

VVX 350

特長 特長 特長 
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自席
IP デスクトップ電話機

• 2 回線対応、エントリーレベルの IP デスクトップ電話機

• 2.5 インチ グラフィカル バックライト付きモノクロ LCD 
(解像度: 132×64 ピクセル)

• Poly HD Voice および Poly Acoustic Fence 技術

• 10/100 イーサネットポート×2、USBポート (Type-A)、 
RJ-9 ヘッドセット ポート

• Microban® 抗菌による製品保護および ENERGY STAR 
認証を取得

• PoE (Power over Ethernet)

通話回数は少ないが、信頼性の高い接続性が求められるロ
ビーや共有スペース向け

VVX 150

特長 
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• 4 個の回線キー、16 回線に対応

• 2.8 インチ モノクロ LCD 画面

• Poly HD Voice および Poly Acoustic Fence 技術

• 10/100/1000 (GigE) ポート x 2

• 2 ポジション デスク スタンドおよび壁面マウント 
金具付属

• PoE (Power over Ethernet)

• ライトバーステータスインジケーターと昭光式のミュート、
ヘッドセット、スピーカーボタン

通話量が比較的少ないナレッジワーカーやマネージャー、も
しくは最新の複数回線デスクトップ電話機を必要とする小
規模オフィス向け

POLY EDGE B30

特長 

• 2 個の回線キー、8 回線に対応

• 2.8 インチ モノクロ LCD 画面

• Poly HD Voice および Poly Acoustic Fence 技術

• 10/100 イーサネット ポート x 2

• 2 ポジション デスク スタンドおよび壁面マウント  
金具付属

• PoE (Power over Ethernet)

• ライトバーステータスインジケーターと昭光式のミュート、
ヘッドセット、スピーカーボタン

最新で信頼性が高い、有線接続の電話機が必要なオフィス
ワーカーや現場スタッフ、販売員向け

POLY EDGE B20

特長 

• 2 個の回線キー、8 回線に対応

• 2.8 インチ モノクロ LCD 画面

• Poly HD Voice および Poly Acoustic Fence 技術

• 10/100 イーサネット ポート x 2

• 2 ポジション デスク スタンドおよび壁面マウント  
金具付属

• PSU のみ (同梱)

• ライトバーステータスインジケーターと昭光式のミュート、
ヘッドセット、スピーカーボタン

最新で信頼性が高い、有線接続の電話機が必要なオフィス
ワーカーや現場スタッフ、販売員向け

POLY EDGE B10

特長 

自席
IP デスクトップ電話機
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外出先
製品の互換性

MICROSOFT TEAMS 認定 ZOOM 認定
対応デバイス 
GOOGLE MEET

対応デバイス  
GOOGLE VOICE

サポート  
POLY LENS

Voyager Free 60 シリーズ • •
Voyager 8200 UC • • • •
Voyager 6200 UC • • • •
Voyager 5200 UC • • • •
Poly Sync 20 • • •
Poly Sync 10 • • •
Poly Rove ファミリー

VVX D230 
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外出先
BLUETOOTH ワイヤレス ヘッドセット

• PC/Mac、または携帯電話に Bluetooth で接続

• イヤー パッド付きネックバンド

• 4 つの無指向性ブームレス マイク

• 着信応答/着信拒否/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)

• ネックバンドが振動して着信をお知らせ

• PC/Mac、または携帯電話に Bluetooth で接続

• オーバーヘッド式 (ステレオ)

• ブームレス マイク 4 個搭載

• 着信応答/着信拒否/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)

• スマート センサーが通話を転送、自動応答、自動ミュート

イヤーバッドの装着を必要とするオフィスワーカーやリモー
トワーカー向け

外出先もしくは自宅やオフィス内の騒音の多い環境で働い
ている従業員向け

VOYAGER 6200 UCVOYAGER 8200 UC

特長 特長 

• 目立ちにくい デザインのワイヤレス ヤイヤーバッズ 

• イヤホン 1 個に 3 つのマイク (WindSmart 技術搭載) 

• 適応型 ANC およびトランスペアレント モード 

• タッチ ディスプレイ搭載のスマート充電ケース  
(Voyager Free 60+)

（日本国内リリース時期未定）

左右独立型のワイヤレス イヤーバッズを好むオフィス/ 
ハイブリッド ワーカー向け

VOYAGER FREE 60 シリーズ

特長 
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外出先
BLUETOOTH ワイヤレス ヘッドセット

• PC/Mac、または携帯電話に Bluetooth で接続

• 耳かけ式

• WindSmart 技術採用の 4 つの無指向性マイク

• 着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)

• Class 1 Bluetooth® テクノロジーにより、最大 75m 
(見通し距離) で使用可能

存在を感じさせず、ポータブルの Bluetooth ヘッドセットが
必要な、移動の多いビジネス パーソン向け

VOYAGER 5200 UC

特長 
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外出先
スピーカーフォン

• 付属のアダプターを使用して USB-A または USB-C ケー
ブルで接続、付属の BT700 アダプターでワイヤレス接続 
(Poly Sync 20+) 、または Bluetooth テクノロジーでスマ
ートフォンに接続

• 3 マイク ステアラブル アレイ

• 最大 2m

• 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

• IP64 等級の防塵・防水性能

社内、ホームオフィス、出張などさまざまな勤務形態のビジ
ネスパーソン向けスマート スピーカーフォン

POLY SYNC 20

特長 

• 一体型 USB-A ケーブルと付属の USB-C アダプターで PC 
に接続

• 2 マイク ステアラブル アレイ

• 最大 1.5m

• 着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)

• IP64 等級の防塵・防水性能

（国内限定販売）

ホームオフィスを会議室として利用したいと考えているビジ
ネスパーソン向け

POLY SYNC 10

特長 
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外出先
DECTTM IP システム

• 2.4 インチ カラー HD ディスプレイ

• 1～1,000 台のハンドセットをサポートするスケーラブルな
ソリューション 

• 屋内: 最大 50m

• 屋外: 最大 300m

• 最長 18 時間の連続通話時間、最長 300 時間の連続待
受時間

• Microban® の抗菌仕様によって製品を保護。耐久性にも
優れた IP65 等級のハンドセット

（日本国内リリース時期未定）

職場のさまざまな場所でコミュニケーションを行う必要があ
るシフトベースのユーザー向け

POLY ROVE ファミリー

• 2 インチ カラー タッチ ディスプレイ

• ベース ステーション 1 台につき最大 10 台のヘッドセット
を使用できる、拡張可能なソリューション

• 屋内: 最大 50m

• 屋外: 最大 300m

• 最長 10 時間の連続通話時間、最長 100 時間の連続待受
時間

• デスクトップ電話機と同様の機能を備えた携帯機器

オフィス内でビジネス用電話機能を十分に利用したいモバ
イル ワーカー向け

VVX D230

特長 特長 
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会議室

24概要©2023 POLY, INC.
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会議室
製品の互換性

MICROSOFT TEAMS 
認定 ZOOM 認定

対応デバイス 
GOOGLE MEET

対応デバイス  
GOOGLE VOICE

対応デバイス  
CHROMEBOOK

サポート  
POLY LENS

Poly Studio X30 • • •
Poly Studio R30 • • •
Poly Studio 小規模会議室キット - Microsoft Teams Rooms 向け •
Poly G7500 • • •
Poly Studio • • • •
Poly Studio 大規模会議室バンドル - Zoom Rooms 向け •
Poly Studio 中規模会議室バンドル - Zoom Rooms 向け •
Poly Studio 小規模会議室バンドル - Zoom Rooms 向け •
Poly Studio 大規模会議室キット - Microsoft Teams Rooms 向け •
Poly Studio 中規模会議室キット - Microsoft Teams Rooms 向け •
Poly Studio X70 • •
Poly Studio X50 • • •
Poly Sync 60 • • • • •
Poly Sync 40 • • •
Poly Studio E70 • • •
Trio C60 • • •
Trio 8800 • •
Trio 8300 • •
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• Zoom、Microsoft Teams などクラウド ビデオ アプリケ
ーションを搭載、PC や Mac は不要

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を備
えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー

• 121° DFOV、110° HFOV の 4K Ultra HD カメラ

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Poly NoiseBlockAI 
および Acoustic Fence 技術

• コンテンツ共有やデバイス管理のための Wi-Fi 接続

• 三脚対応の設計と、オプションの壁面マウントおよび  
VESA マウント

プレミアム オールインワン ビデオ バーが必要な小規模会
議室向け

POLY STUDIO X30

小規模会議室
ビデオ デバイス

特長 

• PC または Mac へのシンプルな USB 接続で、あらゆるビ
デオ アプリケーションとクラウド サービスで使用可能

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を備
えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー

• 120° DFOV、110° HFOV の 4K Ultra HD カメラ

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Poly NoiseBlockAI 
および Acoustic Fence 技術

• コンテンツ共有やデバイス管理のための Wi-Fi 接続

• 三脚対応の設計と、オプションの壁面マウントおよび  
VESA マウント

使いやすい USB ビデオ バーが必要な小規模会議室向け

POLY STUDIO R30

特長 

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を備
えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー

• 120° DFOV、110° HFOV の 4K Ultra HD カメラ

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Poly NoiseBlockAI 
および Acoustic Fence 技術

• コンテンツ共有用の HDMI および USB ポートを備えた 
8 インチのタッチ コントローラー

• Poly Studio R30、GC8 タッチ コントローラー、 
10m USB ケーブル付き

PC ベースの Microsoft Teams システムが必要な小規模会
議室向け

POLY STUDIO 小規模会議室キット  
MICROSOFT TEAMS ROOMS 向け

特長 
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小規模会議室
ビデオ デバイス

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を備
えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー 

• 120° DFOV、110° HFOV の 4K Ultra HD カメラ

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Poly NoiseBlockAI 
および Acoustic Fence 技術 

• クリアで高解像度の 10 インチ タッチ ディスプレイによ
る使いやすい直観的な 10 インチ タッチ コントローラー

• 製品内容: Poly Studio R30、TC10 タッチ コントロー
ラー、Intel® Core™ 7 搭載の HP Mini Conferencing 
PC、Zoom Rooms アプリケーション

PC ベースの Zoom Rooms システムが必要な小規模会議
室向け

POLY STUDIO 小規模会議室  
バンドル - ZOOM ROOMS 向け

特長 
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中規模会議室
ビデオ デバイス

• PC または Mac へのシンプルな USB 接続で、あらゆるビ
デオ アプリケーションとクラウド サービスで使用可能

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を備
えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー

• 120° DFOV、110° HFOV の 4K Ultra HD カメラ

• 最大 4.5m をカバーする高度なマイク アレイとステレオ 
スピーカー

• コンテンツ共有やデバイス管理のための Wi-Fi 接続

• オプションの拡張マイクで集音範囲を約 5.5m まで拡大
可能

複数のビデオ会議プラットフォームへの USB 接続が必要な
中規模会議室向け

POLY STUDIO

特長 

• Zoom、Microsoft Teams などクラウド ビデオ アプリケ
ーションを搭載、PC や Mac は不要

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を備
えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー

• 121° DFOV、110° HFOV の 4K Ultra HD カメラ

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Poly NoiseBlockAI 
および Acoustic Fence 技術

• コンテンツ共有やデバイス管理のための Wi-Fi 接続

• 2 台のディスプレイをサポートし、人物やコンテンツをフ
ルサイズで表示可能

プレミアム オールインワン ビデオ バーが必要な中規模会
議室向け

POLY STUDIO X50

特長 

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を
備えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー

• 120° DFOV、110° HFOV の 4K Ultra HD カメラ

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Acoustic Fence と 
NoiseBlockAI 技術を備えたマルチマイク アレイとステレ
オ スピーカー

• コンテンツ共有用の HDMI および USB ポートを備えた 
8 インチのタッチ コントローラー

• 製品内容: Poly Studio、GC8 タッチ コントローラー、 
10m USB ケーブル

• Poly が誇るパワフルな音声、最大 3.6m のマイク集音範
囲 (オプションの拡張マイク サポートあり)

• Lenovo ThinkSmart Core または Dell OptiPlex (別売) 
で使用可能

PC ベースの Microsoft Teams システムが必要な中規模会
議室向け

POLY STUDIO 中規模会議室キット  
MICROSOFT TEAMS ROOMS 向け

特長 
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中規模会議室
ビデオ デバイス

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を備
えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー 

• 120° DFOV、110° HFOV の 4K Ultra HD カメラ 

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Acoustic Fence と 
NoiseBlockAI 技術を備えたマルチマイク アレイとステレ
オ スピーカー 

• クリアで高解像度の 10 インチ タッチ ディスプレイによる
使いやすい直観的な 10 インチ タッチ コントローラー

• Poly が誇るパワフルな音声、最大 3.6m のマイク集音範
囲 (オプションの拡張マイク サポートあり) 

• 製品内容: Poly Studio USB ビデオ バー、TC10 タッ
チ コントローラー、Intel® Core™ 7 搭載の HP Mini 
Conferencing PC、Zoom Rooms アプリケーション

PC ベースの Zoom Rooms システムが必要な中規模会議室
向け

POLY STUDIO 中規模会議室  
バンドル - ZOOM ROOMS 向け

特長 
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大規模会議室
ビデオ デバイス

• 部屋に PC や Mac が不要なクラウドビデオ プラットフォ
ームのネイティブ サポート

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を備
えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー

• 4K Ultra HD センサー搭載デュアル カメラ

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Poly NoiseBlockAI 
および Acoustic Fence 技術

• コンテンツ共有やデバイス管理のための Wi-Fi 接続

• Poly Studio E70、TC8 タッチ コントローー、G7500 コー
デックおよび Bluetooth リモート付き

カスタム デザインのビデオ会議ソリューションが必要な中
大規模会議室向け

POLY G7500

特長 

• Zoom などのクラウド ビデオ アプリケーションを搭
載、PC や Mac は不要

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を備
えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー

• 4K Ultra HD センサー搭載デュアル カメラ

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Poly NoiseBlockAI 
および Acoustic Fence 技術

• コンテンツ共有やデバイス管理のための Wi-Fi 接続

• 双方向ステレオ スピーカー、アルミ製コーン ツイーター、
高度なバス ポート

プレミアム オールインワン ビデオ バーが必要な大規模会
議室向け

POLY STUDIO X70

特長 

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を
備えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー

• 4K Ultra HD センサー搭載デュアル カメラ

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Poly NoiseBlockAI 
および Acoustic Fence 技術

• コンテンツ共有用の HDMI および USB ポートを備えた 
8 インチのタッチ コントローラー

• 製品内容: Poly Studio E70、GC8 タッチ コントローラー、 
10m USB ケーブル

PC ベースの Microsoft Teams システムが必要な中大規模
会議室向け

  POLY STUDIO 大規模会議室キット 
MICROSOFT TEAMS ROOMS 向け

特長 
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大規模会議室
ビデオ デバイス

• 精度の高い自動フレーミング機能を備えた 
Poly DirectorAI スマート カメラ技術

• 20 メガピクセル 4K Ultra HD センサー搭載デュアル カ
メラ 

• 広角レンズと狭角レンズのスムーズな切り替えと連携動作
により自然なフレーミングを実現

• 製品内容: Poly Studio E70、TC10 タッチ コントロー
ラー、Intel® Core™ 7 搭載の HP Mini Conferencing 
PC、Zoom Rooms アプリケーション

• Poly Trio C60 や DSP などの認定済み USB 音声端末を
追加

PC ベースの Zoom Rooms システムが必要な大規模または
カスタム設計の会議室

POLY STUDIO 大規模会議室バンドル - 
ZOOM ROOMS 向け

特長 
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会議室用
カメラおよびタッチ パネル

• 精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能を
備えた Poly DirectorAI スマート カメラ テクノロジー

• 4K Ultra HD センサー搭載デュアル カメラ

• 集中を妨げる騒音を遮断する、Poly NoiseBlockAI 
および Acoustic Fence 技術

• コンテンツ共有やデバイス管理のための Wi-Fi 接続

• 電動の一体型電子プライバシー シャッター

• Poly G7500 ビデオ会議ソリューション、Poly Studio 
大規模会議室キット - Microsoft Teams Rooms 向
け (Windows 版)、Poly Studio 大規模会議室キット - 
Zoom Rooms 向けに接続

• 会議室外ではスケジュール設定に、会議室内ではビデオ
および会議室のコントローラーとして使用可能

• 直感的かつ高解像度の 10インチ タッチ ディスプレイ

• スタイリッシュなデザインを採用し、ケーブル 1 本で電源
と接続の両方に対応

• ミュート ステータスや空き状況を確認できる、大型でマル
チカラーの LED ライト

• 使用環境に合わせて選択可能な、白と黒のカラーオプシ
ョン

• 壁やガラスへの取り付けオプション付き

高度な Poly DirectorAI 技術を使用したスマート カメラ エ
クスペリエンスが求められる中大規模会議室向け

会議室のスケジューリングと会議のコントロールが必要なあ
らゆる会議室向け

POLY STUDIO E70 POLY TC10

特長 特長 
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• Wi-Fi または Bluetooth 4.0 を使用して、PC/携帯電話に
接続

• カーディオイドマイク x 3

• 最大 6.1m

• 5 インチ カラー タッチ ディスプレイ

• 着信応答/通話終了、ミュート、音量アップ/ダウン、ローカ
ル 3 者間電話会議、DND 機能、ワンタッチ操作の短縮ダ
イヤルと会議参加

• 最大 3 つのワイヤレス デイジー チェーン接続

• NoiseBlock 技術

最高クラスの性能とシンプルなタッチ式インターフェイスを
備えた音声会議システムを必要とする、大規模会議室向け

TRIO 8800

会議室
音声

• Wi-Fi または Bluetooth 4.0 を使用して、PC/携帯電話に
接続

• 3 つの MEMS マイクで全方位をカバー
• 最大 6.1m
• 5 インチ カラー タッチ ディスプレイ
• 着信応答/通話終了、ミュート、音量調節 (+/-)、ローカル3

者間電話会議、DND 機能、ワンタッチ操作の短縮ダイヤ
ルと会議参加

• 最大 3 つのワイヤレス デイジー チェーン接続
• NoiseBlockAI 技術

Poly ビデオ会議ソリューションを制御する多様なオプショ
ンで、最高の音声会議体験を必要とする、中大規模会議室
向け

TRIO C60

特長 特長 

• Wi-Fi または Bluetooth 4.0 を使用して、PC/携帯電話に
接続

• カーディオイドマイク x 3

• 最大 3.7m

• 3.5 インチ モノクロ LCD

• 着信応答/通話終了、ミュート、音量アップ/ダウン、ローカ
ル 3 者間電話会議、ワンタッチ操作の短縮ダイヤルと会
議参加

• クラシックなキーパッドと LCD ディスプレイで、 
簡単に操作

優れた音声会議品質が要求される小規模会議室向け

TRIO 8300

特長 
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会議室
音声

• USB-A/USB-C 対応ケーブルで PC、Bluetooth テクノロ
ジーで携帯電話と接続

• 6 マイク ステアラブル アレイ

• 最大 3m

• 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

• 最大 2 つのワイヤレス デイジー チェーン接続

• 全二重方式のオーディオで、ノイズとエコーを低減

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、
小中規模会議室向け

POLY SYNC 60

特長 

• USB-A または USB-C ケーブル(付属のアダプターを使用)
で PC に接続、もしくは付属の BT700 アダプターで PC に
ワイヤレス接続 (Poly Sync 40+)。さらに、Bluetooth テク
ノロジーでスマートフォンに接続

• 3 マイク ステアラブル アレイ

• 最大 2.5m

• 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

• IP64 等級の防塵・防水性能

USB/Bluetooth スマート スピーカーフォンを必要とする、
ハドル ルーム向け

POLY SYNC 40

特長 
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コール センター
自宅またはオフィス
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コール センター
製品の互換性

MICROSOFT TEAMS 
認定 ZOOM 認定

対応デバイス 
GOOGLE MEET

対応デバイス  
GOOGLE VOICE

対応デバイス  
CHROMEBOOK

サポート  
POLY LENS

DA シリーズ • • •
EncorePro 700 シリーズ •
EncorePro 500 シリーズ • •
EncorePro 300 シリーズ • •
MDA500 QD シリーズ

Voyager 4245 Office •
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コール センター

• USB モデル/Quick Disconnect (QD) モデルを使用でき、
きわめて柔軟に接続可能

• オーバーヘッド式 (ステレオ、モノラル) またはコンバーチ
ブル式

• SoundGuard 聴覚保護機能を搭載し、高品質のワイドバ
ンド音声を実現

• 音と視覚を頼りにブームを最適な位置に調整可能

• 航空機級のアルミニウム接合、ユニボディ ブーム構造

• USB モデル/Quick Disconnect (QD) モデルを使用でき、
きわめて柔軟に接続可能

• オーバーヘッド式 (ステレオ、モノラル) またはコンバーチ
ブル式

• SoundGuard Digital 聴覚保護機能を搭載し、高品質の
ワイドバンド ステレオ音声を実現 (USB のみ)

• 高品質の素材で強度と一日中快適な装着感を実現

• 拡張式ブームで集音距離を最大限に延ばすことができ、
ノイズキャンセル機能も搭載

一日中快適なヘッドセットが必要なコールセンターの従業
員向け

一日中快適で上質なヘッドセットを求めるコールセンターの
従業員向け

ENCOREPRO 500 シリーズENCOREPRO 700 シリーズ

• USB モデル/Quick Disconnect (QD) モデルを使用でき、
きわめて柔軟に接続可能

• オーバーヘッド式 (ステレオ、モノラル) またはコンバーチ
ブル式

• しなやかなノイズキャンセルマイクブーム

• 聴覚保護機能: G616 および時間加重平均 (TWA)  
(USB のみ)

• 独自の動的ミュート通知 (USB のみ) と、メディア再生用 
Hi-Fi ステレオ (USB のみ)

一日中装着できる、手頃な価格のヘッドセットを求めるコー
ルセンターの従業員向け

ENCOREPRO 300 シリーズ

特長 特長 特長 
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コール センター

• コールセンター向け最軽量の Bluetooth ヘッドセット

• 1 つのモデルで 3 種類の装着スタイルを選択可能

• ノイズキャンセル マイク搭載

• Microsoft Teams バージョンの専用 Teams ボタンで、 
瞬時に Teams を使用可能

• 長いバッテリー寿命*

*充電済みのスペア バッテリーを使用する必要があります

長いバッテリー寿命とオフィス内の自由な動きが必要な、 
オフィススタッフとコールセンターのスタッフ向け

VOYAGER 4245 OFFICE

• USB-A と USB-C の一体型ケーブル

• 卓越したノイズおよびエコー キャンセルで、深みのあるク
リアな会話を実現

• 簡単で便利な通話操作と Quick Disconnect (QD) 
機能を搭載

• すべての Poly QD ヘッドセットと互換性があり、将来のニ
ーズに対応  

• インテリジェントなヘッドセット認識により、ヘッドセット
の音声パフォーマンスをダイナミックに調整

コールセンターでヘッドセットを PC ソフトフォンに接続する
のに最適

DA シリーズ

• カスタマーサービス担当者が、固定電話やソフトフォンの
着信に応答可能

• 優れたノイズおよびエコー キャンセル機能

• 独立した音量、ミュート、着信応答/通話終了を指先で操作

• 電子フック スイッチ (EHS) 統合によるデスクトップ電話
機との幅広い互換性

• ミュートと通話状態を知らせる視覚的なインジケーター

• 混在通話環境をシームレスに統合

デスクトップ電話機と PC ベースのアプリケーションを統合
しているコールセンター向け

MDA500 QD シリーズ 

特長 特長 特長 
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IT ツール
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IT ツール
管理ツール

• 迅速で容易なデバイス導入

• アカウントへのアクセスが簡単なシングル サインオン

• 重要なアクションやインサイトがすぐに分かる、デバイス
のハイライトなどを表示したインテリジェントなニュース
フィード

• マルチビューでフィルタリング可能な在庫一覧

• デバイス ポリシーのプロビジョニングによる、個別または
一括での管理

• 設備投資、電源供給、サーバーの維持が不要な、 
効率的なクラウド サービス

• コラボレーションのニーズや働き方に合わせて、パーソナ
ル デバイスの設定をアプリケーション内でカスタマイズ
可能

• ソフトウェア更新の通知機能を搭載

• リマインダーをカスタマイズして、デスクにいながら健康
的な 1 日

• Find My Device で、個人用 Bluetooth デバイスの紛失
を防止*

• 集中できる音声で、自分のデスクで生産性を向上

• セルフヘルプ ガイドと、仕事の中断を最小限に抑えるサポ
ート情報に簡単アクセス

*Poly Lens App for Mobile で利用可能

Poly の最新の音声およびビデオ端末やヘッドセットのクラウ
ドベースのインサイトと管理を必要とする企業向け

互換性のあるパーソナル デバイスを働き方に合わせてカス
タマイズできる、エンドユーザー向けのアプリケーション

POLY LENS POLY LENS DESKTOP

特長 特長 
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IT ツール
相互運用性とコラボレーション ソフトウェア 

• 演算要件を軽減しながら大規模通話を追加する  
革新的なソフトウェアでTCO を削減

• 搭載のビデオ アプリケーションにより、使用デバイスから
のアクセス性を向上

• プライベートインスタンスの監視、更新、トラブルシューテ
ィングを一元管理

• ワンクリックで簡単にスケジュールしたり、オンライン会
議に参加することが可能

• 高セキュリティで、最も厳しい顧客環境にも対応

音声、ビデオ、コンテンツのために、自社専用のオールインワ
ン会議プラットフォームを求める組織向け

POLY CLARITI

• 端末とソフトウェア アプリケーションを Microsoft 
Teams に接続する、クラウドベースの相互運用可能なビ
デオ サービス

• 標準規格に準拠したビデオ端末を活用し、投資効果を最
大化

• Exchange や Outlook との連携により、ワンタッチのダイ
ヤル操作で、すぐに会議に参加

• スタンドアロン クラウド サービスまたは Poly Clariti の
一部として利用可能

Microsoft Teams とのビデオ相互運用性を求める企業向け

REALCONNECT

特長 特長 
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サポートサービス、 
プロフェッショナルサービス、
マネージドサービス
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• 24 時間 365 日のグローバル テクニカル サポートを無制
限で提供 : 電話、チャット、Web、ライブ動画など各種の
チャネルで、いつでもサポートを受けることができます。

•  ハードウェアの先出し交換: 送料元払いの翌営業日出荷
でデバイスを交換し、ビジネス継続性を維持

• Poly 対応エコシステム クラウド ソリューション:の応答時
間を短縮するエコシステム クラウド  
パートナー サポート

• メンバー限定のプロフェッショナルサービス割引: 特別割
引で時間とコストを節約します。

• プレミアム ソフトウェアへのアクセスのアップグレード: 企
業全体での優れたユーザー エクスペリエンスや導入促進
をもたらす、IT ツール、デバイス固有の強化、性能で、コラ
ボレーション エクスペリエンスを向上します。

• お客様のすべての Poly 製品を包括的に補償。シリアル番
号の追跡は不要

• 会議室またはデバイスのカテゴリ/サブカテゴリごとのシン
プルな価格設定

• 包括補償で、手間をかけずに新しいデバイスを追加 

• プロアクティブでパーソナライズされたサポートを提供す
るカスタマー サクセス マネージャー

• Poly のプロアクティブなハイタッチ ソリューション サポ
ートでダウンタイムとリスクを最小化

• リソースに割り当てられた使い慣れたカスタマー ソリュー
ションで解決とシステム稼働までの時間を短縮

• ミッション クリティカルな環境に適した、テクニカル アカ
ウントマネージャーに 24 時間 365 日直接問い合わせるこ
とができる優先アクセス

• Poly 対応エコシステム クラウド ソリューションの問い合
わせ対応時間を短縮

•  翌営業日の先出しハードウェア交換 翌営業日の先出しハ
ードウェア交換

• Poly 対応の戦略的クラウド パートナー端末環境の一次
問い合わせ窓口を利用可能

• 定期的なビジネスおよびパフォーマンス レビュー、コラボ
レーション ソリューションの使用状況の可視化といった
コンサルティング サービスにより、ユーザー エクスペリエ
ンスの強化、UC 導入の促進、投資効果の最大化を支援

• プレミアム ソフトウェアへのアクセスのアップグレード: 企
業全体での優れたユーザー エクスペリエンスや導入促進
をもたらす、IT ツール、デバイス固有の強化、性能で、コラ
ボレーション エクスペリエンスを向上します。

面倒な作業を必要としない資産管理、自動補償、カスタマ
ー サクセス マネジメント、すべての Poly 製品を対象とした
プレミアム ソフトウェアが必要な IT 責任者に最適

世界中に分散した Poly 環境から日々の技術的リクエストま
でを管理するハイタッチ サポートが必要な IT 責任者に最適

POLY+ ENTERPRISE ELITE

特長 特長 特長 

• 必要なときに必要な方法でチームの支援を受けられる 24 
時間 365 日対応の無制限のグローバル テクニカルサポ
ート 

•  Poly 対応エコシステム クラウド ソリューションの応答時
間を短縮するエコシステム クラウドパートナー サポート

•  ハードウェアの先出し交換: 送料元払いの翌営業日出荷
でデバイスを交換し、ビジネス継続性を維持 

• メンバー限定のプロフェッショナルサービス割引 : 
特別割引で時間とコストを節約

• プレミアム機能へのアクセスのアップグレード: IT ツール、
デバイス固有の強化、機能で、コラボレーション エクスペ
リエンスを向上し、企業全体で優れたユーザー エクスペ
リエンスと導入を実現 

コラボレーション ソリューションを担当する IT プロフェッ
ショナルや、在宅勤務で優れた体験を求めるプロシューマ
ー向け

POLY+

サポートサービス

https://www.poly.com/jp/ja/support/service-policies/advance-parts-replacement
https://www.poly.com/jp/ja/support/service-policies/advance-parts-replacement
https://www.poly.com/jp/ja/support/service-policies/advance-parts-replacement
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• お使いのコミュニケーション ソリューションとコラボレー
ション ソリューションを最適化し、最高レベルのパフォー
マンスを実現

• ネットワーク、セキュリティ、クラウド プラットフォームな
ど、さまざまな環境の課題をトラブルシューティング

• すぐに利用できる一連のビジネスアプリケーションで、 
ユーザーの生産性を向上し、管理作業を効率化

既存の投資から付加価値を引き出したい IT 責任者に最適

最適化

特長 

プロフェッショナルサービスとマネージドサービス

• お客様の環境でソリューションが動作することを実証す
るための概念実証 (Proof of Concept) をサポート 

• 概念実証から稼働環境へのシームレスな展開

• Poly の専門家をチームに加え、専門知識の不足を補うこ
とで、投資効果を向上

• 音声とビデオ用のリモートおよびオンサイトの各オプション

計画を実現し、期待されるメリットを短期間で獲得したい 
IT 責任者に最適

導入

特長 

• 最適なソリューションを計画して導入リスクを軽減

• お客様の事業目標に合わせてソリューションを計画し設計

• 自社の UC 戦略が今後のビジネス要件に沿ったものにな
る安心感

• ビジネスケースを支える利益の実現に向けた導入の促進

• さまざまな厳しい要件に柔軟に対応することが可能な多
分野のコンサルタント チーム

UC のビジネス ケースに基づくメリットを実現するための支
援が必要な IT 責任者に最適

計画と設計

特長 
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特長 

• コラボレーション ソリューションのパフォーマンスを  
リモートで監視および管理

• ミッション クリティカルなコラボレーションソリューショ
ンに使用するネットワークの信頼性、可用性、セキュリテ
ィを予測可能に

• Microsoft Teams および Zoom 向けの、すぐに利用でき
るエンド ツー エンド ソリューション

• 24 時間 365 日のグローバル対応

• プライベート ホスティングが可能 (オプション)

UC ソリューションのホスティングや日々の管理を外部委託
したい IT 責任者向け

マネージドサービス

特長 

• 適切な計画、ヘッドセットの導入、採用、高い耐久性の実
現、交換のためのサービス スイート

• 通信密度分析により、作業スペースでの無線の干渉を最
小化

• スムーズな設置と導入、ユーザーのサポートにより、導入
および生産性向上を短期間で実現

• ヘッドセットの製品寿命を大幅に伸ばし在庫を正確に管理

ヘッドセットの投資価値を最大限に高めたい IT 専門家やリ
ーダーに最適

ヘッドセット サービス

プロフェッショナルサービスとマネージドサービス
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©2023 POLY.すべての商標は、該当する所有者により所有されています  。  DECT は、ETSI の商標です。BLUETOOTH は BLUETOOTH SIG, INC の商標です。 
POLY は同社から使用許諾を得て使用しています。1.23  2122453

本社 
345 Encinal Street 
Santa Cruz, California 95060

フリーダイヤル：800-544-4660 
電話: 831-426-5858 
ファックス： 831-426-6098

質問:  poly.com/contact

購入方法： poly.com/contact-sales

マニュアルおよびガイド:  poly.com

世界中の Poly 所在地:         poly.com/office-location    

https://www.poly.com/jp/ja/company/contact
https://www.poly.com/jp/ja/company/contact/sales
https://www.poly.com/jp/ja
https://www.poly.com/jp/ja/company/contact/office-locations

