
データシート

POLY ルーム ソリューション 
MICROSOFT TEAMS ROOMS 向け (WINDOWS 版)

Windows 版 Microsoft Teams Rooms 向け Poly Studio ルーム キットは、優れ
たビデオおよびオーディオ機能を備え、フォーカス ルームから大規模会議室ま
で、シンプルですっきりとしたユーザー エクスペリエンスを提供します。オールイ
ンワン型ビデオ バーは会議テーブルの上が煩雑にならず、特に小規模会議室で
効果的です。テーブルトップのタッチ コントローラーは、キャビネットや壁に安全
に収納された専用のコラボレーション PC にケーブル 1 本で接続します。

Poly DirectorAI をはじめとする Poly の A.I. を活用した技術が、会議室内の物
理的な距離差を無くして、室内のだれもが自動カメラ フレーミング技術によって
はっきりと映ります。Poly NoiseBlockAI や Acoustic Fence 技術などのオーディ
オ イノベーションにより、室内外の雑音がインテリジェントに遮断され、自分の
声がいつでもはっきり伝わります。

Microsoft Teams Rooms 向け Poly Studio ルーム キット (Windows 版) があ
れば、どんな部屋もインパクトのあるコラボレーション スペースに生まれ変わり
ます。

包括的なデバイス サポートを提供する POLY+ 

• Microsoft Teams Rooms 向け Poly Studio ルーム キットの 24 時間 365 日のサポート 

• 送料元払い翌営業日配達の迅速なハードウェア交換で、 ビジネス継続性を維持

• エコシステム クラウド パートナー サポートは、お客様の主要な問い合わせ窓口となる
ことで、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 

• メンバー限定のプロフェッショナルサービス割引で時間とコストを節約 

POLY のパワーと 
MICROSOFT TEAMS

特長
•  Poly DirectorAI 技術による、精度の高

い話者フレーミングとプロフェッショナ
ル品質のグループ フレーミング機能

•  気の散る騒音や周囲の会話で会議が 
中断するのを防ぐ Poly NoiseBlockAI 
および Acoustic Fence 技術 

•    Lenovo や Dell など世界的に有名な 
メーカーの PC を選択可能

•    Poly Studio ルーム キットはすべて 
すっきりとしたデザインで、セットアップ 
も簡単

•  10m の余裕ある USB ケーブル  
(25m/50m USB ケーブルまたはカテゴ
リ 5e/6/7 USB エクステンダー) で、 
ニーズに合わせて会議室をアレンジ



あらゆる大きさの部屋に対応できるソリューション

POLY STUDIO フォーカス ルーム 
キット - MICROSOFT TEAMS 
ROOMS 向け (WINDOWS 版)

POLY STUDIO 小規模会議室
キット - MICROSOFT TEAMS 
ROOMS 向け (WINDOWS 版)

POLY STUDIO 中規模会議室
キット - MICROSOFT TEAMS 
ROOMS 向け (WINDOWS 版)

POLY STUDIO 大規模会議室
キット - MICROSOFT TEAMS 
ROOMS 向け (WINDOWS 版)

ルーム キットの 
概要

Poly Studio P15 USB 
ビデオバー付属
• 視野角 90 度のカメラと

自動フレーミング 
カメラ

• 豊富なオーディオおよび
ノイズ遮断テクノロジー

Poly Studio R30 USB 
ビデオバー付属
• 視野角 120 度の広角 

カメラと小規模会議室 
全体に伝わるパワフルな 
スピーカー

• グループおよび話者 
フレーミング対応の 
Poly DirectorAI

• 部屋全体に音がゆきわ
たるスピーカーと騒音を
遮断するテクノロジー

Poly Studio USB 
ビデオバー付属
• 視野角 120 度の広角 

カメラと中規模会議室 
全体に伝わるパワフルな 
ステレオスピーカー

• グループおよび話者 
フレーミング対応の 
Poly DirectorAI

• 部屋全体に音がゆきわた
るステレオスピーカー、
オプションの拡張マイク
と騒音を遮断する 
テクノロジー

Poly Studio E70 
カメラ付属
• 4k 解像度センサー搭載

のデュアル レンズ 
• AI 駆動のシームレスな

移行
• 話者フレーミングで 

最大 7.62 m の部屋全体
をカバーする広角および 
中角レンズ 

• 音声なし (テーブルトッ
プ マイクまたは天井/壁
面マイク アレイを備えた 
DSP ベースのソリューシ
ョンを追加) 

コンポーネント

• Poly フォーカス ルーム 
キット 

• Microsoft Teams 
Rooms 向け Poly PC 
(Dell または Lenovo)

• Poly 小規模会議室キ
ット

• Microsoft Teams 
Rooms 向け Poly PC 
(Dell または Lenovo)

• Poly 小中規模会議室キ
ット 

• Microsoft Teams 
Rooms 向け Poly PC 
(Dell または Lenovo)

• Poly 大規模会議室キ
ット

• Microsoft Teams 
Rooms 向け Poly PC 
(Dell または Lenovo)

会議室のサイズ • フォーカス ルーム (1～2 人) • 小規模会議室 (3～5 人) • 中規模会議室 (6～10 人) • 中大規模会議室 (11～15 人)

会議用カメラ • Poly Studio P15 • Poly Studio R30 • Poly Studio • Poly Studio E70

カメラの仕様

• 視野角 90°
• キャプチャ解像度 UHD 

2160p (4K)
• 4 倍ズーム/EPTZ
• 自動フレーミング

• 視野角 120°
• キャプチャ解像度 UHD 

2160p (4K)
• 5 倍ズーム/EPTZ
• Poly DirectorAI カメラ 

フレーミング (話者/ 
グループ)

• 視野角 120°
• キャプチャ解像度 UHD 

2160p (4K)
• 5 倍ズーム/EPTZ
• Poly DirectorAI カメラ 

フレーミング (話者/ 
グループ)

• デュアル レンズ: 視野角 
120° および 70°

• キャプチャ解像度 UHD 
2160p (4K)

• 7.3 倍ズーム/EPTZ
• Poly DirectorAI カメラ 

フレーミング (話者/ 
グループ)

音声

• Poly Studio P15 一体型
モノラル スピーカー 

• Poly NoiseBlockAI 技術
• Poly Acoustic Fence 

技術

• Poly Studio R30 一体型 
モノラル スピーカー 

• Poly NoiseBlockAI 技術
• Poly Acoustic Fence 

技術

• Poly Studio 一体型 
ステレオ スピーカー

• Poly NoiseBlockAI 技術
• Poly Acoustic Fence 

技術

• 別売。認定 USB オーデ
ィオまたは DSP を追加

マイク

• 3 素子ビームフォーミン
グ マイクアレイ

• 3 素子ビームフォーミン
グ マイクアレイ

• 集音範囲 4.5m

• 6 要素ビームフォーミン
グ マイクアレイ

• 集音範囲 4.5m
• オプションの拡張 

マイクあり

• 別売。認定 USB オーデ
ィオまたは DSP を追加

タッチ 
コントローラ • Poly GC8 • Poly GC8 • Poly GC8 • Poly GC8



コンピュート 
アプライアンス

• Dell Optiplex 7080 XE 
(Intel i5 第 10 世代、 
8GB RAM、128GB SSD)

• Lenovo ThinkSmart 
Core (Intel i5 第 11 世
代、8GB RAM、256GB 
SSD)

• Dell Optiplex 7080 XE 
(Intel i5 第 10 世代、 
8GB RAM、128GB SSD)

• Lenovo ThinkSmart 
Core (Intel i5 第 11 世
代、8GB RAM、256GB 
SSD)

• Dell Optiplex 7080 XE 
(Intel i5 第 10 世代、 
8GB RAM、128GB SSD)

• Lenovo ThinkSmart 
Core (Intel i5 第 11 世
代、8GB RAM、256GB 
SSD)

• Dell Optiplex 7080 XE 
(Intel i5 第 10 世代、 
8GB RAM、128GB SSD)

• Lenovo ThinkSmart 
Core (Intel i5 第 11 世
代、8GB RAM、256GB 
SSD)

その他 • 10 m 光ファイバー USB 
ケーブル

• 10 m 光ファイバー USB 
ケーブル

• 10 m 光ファイバー USB 
ケーブル

• 10 m 光ファイバー USB 
ケーブル

保証

• 1 年間の部品交換 
および修理保証

• Poly+ サービスでプレミ
アム サポートに対応

• 1 年間の部品交換 
および修理保証

• Poly+ サービスでプレミ
アム サポートに対応

• 1 年間の部品交換および
修理保証

• Poly+ サービスでプレミ
アム サポートに対応

• 1 年間の部品交換および
修理保証

• Poly+ サービスでプレミ
アム サポートに対応

アクセサリー
BYOD キット ソリューション - POLY STUDIO ルーム キットおよび  
POLY PC ベース ソリューション向け*

Poly Studio ルーム キット向け BYOD ソリューションは、個人所
有デバイス (BYOD) の会議持ち込みを可能にします。ノート PC 
を USB ケーブル 1 本で接続し、室内の Poly 音声およびビデオ 
ソリューションであらゆるビデオ アプリケーションが使用できる
ようになります。BYOD キットは、Icron USB 2.0 Ranger 2311 と 
Acroname USBHub3+ で構成されています。
Acroname USBHub3+ は 8 ポート USB 3.2 Gen1 (5Gbps) ハブ
で、2 つの上流側ホスト ポート接続のいずれかを自動的に選択し
ます。  PC ベース ソリューション向けの Poly Studio ルーム 
キットで使用すると、ノート PC ホストの USB 接続が検出された
とき、接続されている USB デバイスの接続を会議用 PC ホストか
らノート PC に自動切り替えることで、BYOD 接続が可能になり
ます。 

Icron USB 2.0 Ranger 2311: 詳細については、「USB エクステン
ダー」の項を参照してください

POLY GC8 用 USB エクステンダー*

Icron USB 2.0 Ranger 2311 USB エクステンダーは、Poly GC8 
タッチ コントローラーと会議用 PC 間の USB 接続の距離を延長し
ます。ローカル エクステンダーとリモート エクステンダーをカテゴ
リ 5E または 6 ケーブルで接続し、最大 100 m まで対応します。 

Acroname USBHub3+ の仕様 
• USB 3.2 Gen1 (5Gbps) までの USB ホストおよびデバイスを 

サポート。USB1、USB2 との後方互換性
• デュアルホスト接続スイッチ - オートスイッチモードまたは 

SW 制御
• 8 ポート USB Type-A ハブ

内容 
• Acroname 8 ポート USB 3.2 ハブ、0.9m USB 3.0 

(Type A-Type B) ケーブル×2、ユニバーサル電源アダプター、
国別電源コード、取付説明書

• Icron USB 2.0 Ranger 2311: 詳細については、「USB エクステン
ダー」の項を参照してください

Icron USB 2.0 Ranger 2311 USB エクステンダーの仕様
• 範囲: CAT 5e/6/7 を使用した最大 100m の直接接続
• 速度: USB 2.0: 最大 480 Mbps、USB 1.1: 最大 12Mbps
• 電源: 100～240V AC 入力、24V 1A DC 出力 
• ローカル エクステンダー (LEX) とリモート エクステンダー (REX)
• 寸法: (65.0mm×87.5mm×30.0mm) 

内容
• ローカル エクステンダー (LEX) モジュール、リモート エクステンダ

ー (REX) モジュール、1.8m USB Type A to Type B ケーブル、 
5m USB Type A to Type C ケーブル、クイック スタート ガイド、 
国別電源コード付き国際電源アダプター

Acroname Web サイトの製品データシートについては、ここをク
リックしてください。

Icron Web サイトの製品データシートについては、ここをクリッ
クしてください。

詳細を見る

Microsoft Teams Rooms 向け Poly ソリューションの詳細については、  
www.poly.com/jp/ja/solutions/platform/microsoft/teams-rooms/teams-rooms-windows 
にアクセスしてください。

©2022 Poly, Inc. All rights reserved.Poly およびプロペラのデザインは、Poly, Inc. の商標です。Bluetooth の商標は Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、Poly, Inc.  
は同社から使用許諾を得て使用しています。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。05.22 1625439

*現在、米国、カナダ、EU/EEA、英国、オーストラリア、ニュージーランドで購入可能

https://acroname.com/sites/default/files/assets/s79_usbhub_3p_datasheet.pdf
https://acroname.com/sites/default/files/assets/s79_usbhub_3p_datasheet.pdf
https://www.icron.com/pdf/usb-2-0-ranger-2311-datasheet.pdf
https://www.icron.com/pdf/usb-2-0-ranger-2311-datasheet.pdf
https://www.poly.com/jp/ja/solutions/platform/microsoft/video/teams-rooms-windows

