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POLY と ZOOM
Poly が実現する優れた音声およびビデオデバイスによ
り、いつでもどこでも、常に最高品質の Zoom Meetings 
を開催できます。当社のヘッドセット、ビデオ、音声会議製
品、デスクトップ電話機、分析ソフトウェアおよびサービス
は、美しいデザインとシンプルかつ柔軟に Zoom と連携
する設計が特長です。組織にいるすべての個人およびグル
ープのコラボレーション デバイス ニーズに応えられるもの
をワンストップで提供します。Poly を利用すると、Zoom 
Room、Zoom Meetings、Zoom Phone のエクスペリ
エンスはさらに向上します。 

満足をもたらすダイナミックな組み合わせ
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POLY は、ZOOM 認定デバイス一式を提供する唯一のベンダー

•  Poly は、Zoom を利用するあらゆる場所に対応した、スタイリッシュで優れた設計の 
音声およびビデオデバイスを提供

• すぐに起動して使用できる Zoom Room 専用ソリューション

•  Zoom Phone の認証を取得している Poly のデスクトップ電話機、音声会議システム、
スピーカーフォンで、すべての Zoom Phone ユーザーの音声会議体験をレベルアップ

• 卓越した音声品質の Poly のヘッドセットにより、Zoom Meetings や Zoom Phone 
で会議を思い通りにコントロール

お客様およびパートナーにとっての Poly の価値 

• ビジネス リーダー: Poly + Zoom で、チームのコミュニケーション、コラボレーション、 
さらには生産性を改善

•  IT マネージャー:   Zoom との使用を想定して設計された Poly のデバイスは設置と管理
が簡単

• ビジネス パートナー: Poly + Zoom は、外出先でも自席でも使用可能。ユーザーがどこ
にいても、Poly のグローバル サポート チームが支援

• 計画および設計、導入、運用のサポートといった Poly + Zoom 導入の全過程で最高の 
エクスペリエンスを提供し、お客様の満足度を高める Poly サービス

最高のエンド ツー エンドの ZOOM 体験

POLY + ZOOM がエンド ツー エンドで 
ZOOM のコラボレーション 

エクスペリエンスを向上

ZOOM 
MEETINGS

ZOOM 
ROOMS

ZOOM 
PHONE

 ZOOM  
コールセンター 
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デスク、自宅、オフィス、外出先で、楽に ZOOM を利用
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個人用ワークスペース
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• エンタープライズ レベルの高性能ディスプレイ
• 調節可能で動的な環境光
• 卓越したカメラ レンズ
• 簡単に接続できる USB デバイス
• ワイヤレスで携帯電話を充電
• ステレオ スピーカーと指向性マイク
• プライバシー シャッター内蔵
•  Poly Lens 対応

PC または Mac からのビデオ通話に必要なすべてを提供す
る、統合型デバイスのシンプルさを求めるユーザー向け

POLY STUDIO P21

• 高性能 4K 画像センサー
• 低光量時の自動補正機能
• 自動カメラ フレーミング
• プライバシー シャッター内蔵
• 高性能な内蔵スピーカーと  

マルチマイク アレイ
•  Poly NoiseBlockAI と Acoustic Fence
•  Poly Lens 対応

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

• 卓越したカメラ レンズ
• 低光量時の自動補正機能
• 内蔵型指向性マイク
• プライバシー シャッター内蔵
• 小型で耐久性に優れ、持ち運びに便利
• ワイヤレス Bluetooth ヘッドセット 

アダプターへの USB 接続

•  Poly Lens 対応

手頃な価格でノート PC やモニターに搭載されたカメラよりも
大幅なアップグレードを、求めるユーザー向け

POLY STUDIO P5

特長 特長 特長 

自席
ビデオ デバイス
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•  PC には付属の BT700 アダプターで、携帯電話には 
Bluetooth v5.1 で接続

• デスクトップ充電スタンドを使用して、ヘッドセットをいつで
もフル充電状態に保持

• 3 段階の高度なデジタル ハイブリッド アクティブ ノイズ 
キャンセル (ANC)

• 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

• 装着感抜群のヘッドバンドとプラッシュ素材のイヤー 
クッション

•  Poly Lens 対応

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 2 UC シリーズ

特長 

• ブームレス デザインで、4 つの無指向性マイクと 
アクティブ ノイズキャンセル (ANC) 機能を搭載

• 快適なフィット感のイヤーバッド付きで Hi-Fi ステレオ
に対応

• ネックバンドが振動して着信をお知らせ
• 最大 8 台のデバイスとのペアリングし、  

そのうち 2 台への同時接続が可能
•  Zoom 対応
•  Poly Lens 対応

• ブームレス デザインで、高性能のデジ 処理 (DSP) 機能
を備えたデュアルペアの無指向性マイクを搭載

• デュアルモード アクティブ ノイズキャンセル (ANC) に
より、最も快適なキャンセル レベルを設定可能

• スマート センサーが通話を転送、自動応答、  
自動ミュート

•  Zoom 対応
• 個人設定、ソフトウェア更新、サポート、健康を管理でき

るシンプルなアプリケーション
•  Poly Lens 対応

快適なイヤーバッド付き Bluetooth ネックバンド 
ヘッドセットを求め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 

自席
BLUETOOTH ワイヤレス ヘッドセット
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•  2 種類の接続 – PC、デスクトップ電話機
•  DECT™ Security Step C 適合の設計 – 

DECT™ Forum 最高のセキュリティ水準
• 他の DECT™ ヘッドセットの最大 2 倍の密度に対応
•  Poly Acoustic Fence 技術搭載のノイズキャンセル マイク
•  Zoom 対応 
•  Poly Lens 対応

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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•  USB-A/USB-C で PC や Mac に、3.5 mm コネクター
でスマートフォンやタブレットに接続

• 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

• ダイナミック EQ 機能によって、音楽やマルチメディア 
再生を楽しむときに自動的に音質を最適化

•  Zoom 対応 
•  Poly Lens 対応

長時間にわたる電話対応が必要なナレッジ ワーカー向け

BLACKWIRE 5200 シリーズ

•  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

• 高度なハイブリッド アクティブ ノイズキャンセル (ANC) 
を 3 段階で切り替えて最適化

• 通話中インジケータが通話中であることを  
周囲の人に通知 

•  USB-A または USB-C で接続
•  Zoom 対応 
•  Poly Lens 対応

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 

• 優れた音質とモダンなデザイン
•  USB-A/USB-C や 3.5mm コネクターで、モバイル 

デバイスに接続 (BW3315/BW3325)
• 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
• 長時間快適に着用できる心地良いパッド入りヘッドバンドと

柔らかいイヤー クッション
•  Poly Lens 対応

ナレッジ ワーカー向けのモダンでスタイリッシュな 
有線ヘッドセット

BLACKWIRE 3325 シリーズ

自席
有線ヘッドセット
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• オプションの Voyager Office でデスクトップ電話機
に、Bluetooth で PC/Mac または携帯電話に接続

•  Class 1 Bluetooth 技術により、最大約 50 m (見通し距
離) で使用可能

•  USB-A または USB-C で接続
• 充電ベースのオプションにより、一日中接続を維持

自宅またはオフィスで、一日中ハンズフリーでの通話が 
必要なオフィス & モバイル プロフェッショナル向け

VOYAGER 4300 OFFICEシリーズ

特長 

• 一日中快適で、目立たない装着スタイル
• クリアでプロフェッショナルなコミュニケーション
•  USB アダプターで PC/Mac に、Bluetooth で携帯

電話に接続
• 時と場所を問わず充電できるポータブル充電ケース
•  Zoom 対応 
•  Poly Lens 対応

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 パーソンに最適

VOYAGER 5200 UC

特長 

外出先
BLUETOOTH ワイヤレス ヘッドセット
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外出先
スピーカーフォン

•  USB 接続によるプラグアンドプレイと便利なケーブル管理
•  Bluetooth アダプター オプションで、コードなしで PC に

接続可能 (Poly Sync 20+)
•  Bluetooth 内蔵で携帯電話と接続可能
• 連続通話時間 最大 20 時間
• 携帯電話の充電に対応
• 個人設定、ソフトウェア更新、サポート、健康を管理できる

シンプルなアプリケーション
•  Poly Lens 対応

• ビジネスグレードの Hi-Fi オーディオとパワー アンプ
• 一体型 USB-A ケーブル、USB-C アダプター付属
•  USB バスパワー
•  IP64 等級の防塵・防水性能
• スリムな省スペース デザイン
• 個人設定、ソフトウェア更新、サポート、健康を管理できる

シンプルなアプリケーション

社内、ホームオフィス、出張などさまざまな場所で働く 
ビジネス パーソン向け

社内、ホームオフィス、出張などさまざまな場所で働く 
ビジネス パーソン向け

POLY SYNC 20 POLY SYNC 10

特長 特長 



ZOOM PHONE ソリューション
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• 5 インチ マルチタッチ液晶ディスプレイ、USB ポート × 2 
(Type-A および Type-C)、内蔵 Bluetooth

•  Poly HD Voice、Acoustic Fence、NoiseBlockAI 技術
によるクリアなサウンド 

• 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

•  Poly Lens 対応

•  7 インチ マルチタッチ液晶ディスプレイ、USB ポート × 2 
(Type-A および Type-C)、内蔵 Bluetooth および Wi-Fi

•  EagleEye Mini カメラ (オプション) でビデオを追加 
(Zoom モード限定)。 

•  Poly HD Voice、Acoustic Fence、NoiseBlockAI 技術
によるクリアなサウンド

• 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

•  Poly Lens 対応

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 500CCX 600

• 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

• 7 インチ マルチタッチ液晶ディスプレイ、USB ポートx2 
(Type-A および Type-C)、Bluetooth、Wi-Fi 搭載

• Poly HD Voice、Acoustic Fence、NoiseBlockAI 技術
によるクリアなサウンド

• 専用のアプリケーション ボタン
• 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
• デバイスを最大効率で稼働させる簡単な管理 
•  Poly Lens 対応

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 

ZOOM PHONE
アプライアンス
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•  5 インチのマルチタッチ液晶ディスプレイ、USB ポート × 1 
(Type A)

•  Poly HD Voice、Acoustic Fence、NoiseBlockAI 技術に
よるクリアなサウンド

• デバイスを最大効率で稼働させる簡単な管理
•  Poly Lens 対応
• 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)

オフィス ワーカーまたは共有スペース向け

CCX 400

特長 

•  12 回線対応、カラー ディスプレイ付 IP デスクトップ電話機
•  Poly HD Voice と Poly Acoustic Fence による受賞歴の

ある音声
•  USB や RJ9 接続のヘッドセットに対応
•  10/100/1000 イーサネットポート ｘ 2 および、OBiWiFi5G 

USB アダプター (オプション) による Wi-Fi サポート
•  Microban® 抗菌による製品保護および ENERGY STAR 

認証を取得
• デバイスを最大効率で稼働させる簡単な管理
•  Poly Lens 対応

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 

• 受賞歴のある音声技術、Poly   HD Voice  と Poly 
Acoustic Fence を搭載

•  USB や RJ9 接続のヘッドセットに対応
•  10/100/1000 イーサネットポート ｘ 2 および、 

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

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

•  Poly Lens 対応

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 

ZOOM PHONE
メディア フォン
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•  4 つの回線キー、16 回線に対応
• 実績のあるアコースティック エコー キャンセラーとバック

グラウンドノイズ抑制技術を備えた Poly HD Voice と 
ハンズフリー スピーカーフォン

• ライトバー ステータス インジケータ
• 照光式のミュート、ヘッドセット、スピーカー ボタン
•  2 ポジション フットスタンドと付属の壁面マウント用金具を

使用して、机または壁面に簡単に設置
•  PoE (Power over Ethernet)
•  Poly Lens 対応

通話量が比較的少ないナレッジワーカーやマネージー、
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 つの回線キー、8 回線に対応
• 実績のあるアコースティック エコー キャンセラーとバック

グラウンドノイズ抑制技術を備えた Poly HD Voice と 
ハンズフリー スピーカーフォン

• ライトバー ステータス インジケータ
• 照光式のミュート、ヘッドセット、スピーカー ボタン
•  2 ポジション フットスタンドと付属の壁面マウント用金具を

使用して、机または壁面に簡単に設置
•  PoE (Power over Ethernet)
•  Poly Lens 対応

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 つの回線キー、8 回線に対応
• 実績のあるアコースティック エコー キャンセラーとバック

グラウンドノイズ抑制技術を備えた Poly HD Voice と 
ハンズフリー スピーカーフォン

• ライトバー ステータス インジケータ
• 照光式のミュート、ヘッドセット、スピーカー ボタン
•  2 ポジション フットスタンドと付属の壁面マウント用金具を

使用して、机または壁面に簡単に設置
•  PSU 付属
•  Poly Lens 対応

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 

ZOOM PHONE
IP デスクトップ電話機
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•  22 kHz のオーディオと最大 6 m の  
マイク集音範囲による定評のある音質

• ワンクリックで会議を開始
• 複数の UC&C クラウド サービスへの同時接続が可能
•  USB、Bluetooth、IP による BYOD のサポート
•  2.4～5 GHz の Wi-Fi 音声会議
• アクセサリ (オプション) でビデオ会議機能を追加可能
•  Poly Lens 対応

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

•  14 kHz のオーディオと最大 4.3 m の  
マイク集音範囲による定評のある音質

• ワンクリックで会議を開始
• 複数のプラットフォームに接続可能
• モバイル端末からの音声接続  

(USB、Bluetooth)
• アクセサリ (オプション) でビデオ会議機能を追加可能
•  Poly Lens 対応

シンプルなタッチ式インターフェイスを搭載した、強力
な音声会議ソリューションで中規模の会議室に最適

TRIO 8500

•  Poly ならではの、 22 kHz の音声と 6 m の集音範囲
• ワンクリックで即座に会議を開始
•  USB、Bluetooth、IP による BYOD のサポート
•  2.4～5 GHz の Wi-Fi 音声会議 (MIMO)
• 最大 3 台をデイジーチェーン接続することにより、広いス

ペースにも対応可能
•  Poly Studio X ファミリーおよび G7500 ビデオ 

ソリューションと組み合わせて使用
• デバイスを最大効率で稼働させる簡単な管理
•  Poly Lens 対応

提供時期は地域ごとにご確認ください。

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、中大規模の会議室に
最適

TRIO C60

特長 特長 特長 

ZOOM PHONE
音声会議システム
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•  USB-A/USB-C 対応ケーブルで PC、Bluetooth で 
スマートフォンに接続

•  Bluetooth アダプター オプションで、コードなしで PC に
接続可能 (Poly Sync 40+)

•  3 マイク ステアラブル アレイ
• 最大 2.5 m の集音範囲に対応した 高性能大型スピーカー
• 最大約 30 時間のポータブル使用
• 個人設定、ソフトウェア更新、サポート、健康管理の機能を

備えたシンプルなアプリケーション
•  Poly Lens 対応

USB/Bluetooth スマート スピーカーフォンを 
必要とする、フレキシブルルーム/  
ハドルルーム向け

POLY SYNC 40

特長 

•  USB-A/USB-C 対応ケーブルで PC、Bluetooth で 
スマートフォンに接続

•  6 マイク ステアラブル アレイ
• 最大 3 m の集音範囲に対応した高性能ツイン スピーカー
•  AC 電源で常時利用可能
•  2 台をワイヤレスでペアリングし、大きめの会議室にも対応
• スマートフォン充電用 USB ポート × 2 
• 個人設定、ソフトウェア更新、サポート、健康を管理できる

シンプルなアプリケーション
•  Poly Lens 対応

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、
小中規模の会議室向け

POLY SYNC 60

特長 

ZOOM PHONE
スピーカーフォン
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• ハンドセット、ベース ステーション、中継器で構成される 
ワイヤレス DECT™ IP 電話機ソリューション

•  1～1,000台のハンドセットをサポートする拡張可能なソリュー
ションPoly Rove B2 ベース ステーションは最大 20 台のハン
ドセットに対応し、同時通話数は最大 10。Poly Rove B4 ベ
ース ステーションは最大 30 台のハンドセットに対応し、同時
通話数は最大 8

• 連続通話時間は最長 18 時間、連続待受時間は最長 300 時
間

• ワイヤレス通信距離は、屋内で最大約 50m、屋外で最大約 
300 m

•  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

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

特長 

ZOOM PHONE
DECTTM IP システム



POLY でハドル スペースや会議室をレベル アップ
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ZOOM ROOM ソリューション



20概要© 2022 POLY, INC.

•  Zoom 搭載 — PC も Mac も不要
• オープン スタンダードに対応しているので、ほぼすべての 

クラウド ビデオ サービスに接続可能
•  NoiseBlockAI で、集中を妨げる騒音を遮断
•  4K Ultra HD に対応
• プロ並みのカメラ フレーミングとトラッキング機能
• デバイスを最大効率で稼働させる簡単な管理
•  Poly Lens 対応

• クラス最高レベルの音質
• 自動話者トラッキング
• IT 部門の負担を軽減する一元管理
•  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
• デバイスを最大効率で稼働させる簡単な管理
•  Poly Lens 対応

ハドルルームに最適 - オールインワンの  
ビデオ会議ソリューション

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

POLY STUDIO X30 POLY STUDIO

特長 特長 

•  4K 解像度と全 120°の視野角
• 自動話者フレーミング
•  IT 部門の負担を軽減する一元管理
•  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
• デバイスを最大効率で稼働させる簡単な管理
•  Poly Lens 対応

POLY STUDIO R30

特長 

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

ハドルスペース
ビデオ デバイス
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•  4K Ultra HD 品質の映像とコンテンツ
• 部屋の要件に合わせて、カメラおよびマイク オプションから

柔軟に選択可能
•  Poly NoiseBlockAI および Acoustic Fence 技術によ

り、集中を妨げる騒音を遮断
•  USB カメラ サポートとマイク用のイーサネット ケーブルで、

セットアップが簡単
•  Poly Lens 対応

カスタム デザインのビデオ会議を必要とする、中大規模の 
会議室に最適

POLY G7500

•  4K レンズ搭載デュアル カメラ
• 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
•  Poly DirectorAI 技術による、精度の高い話者 

トラッキングとグループ フレーミング機能
•  NoiseBlockAI ノイズ リダクション技術
•  Zoom 認定
•  Poly Lens 対応

オールインワンのビデオ会議ソリューションを必要と
する中大規模の会議室向け

POLY STUDIO X70

特長 特長 

•  Zoom 搭載 — PC も Mac も不要
• オープン スタンダードに対応しているので、ほぼすべての 

クラウド ビデオ サービスに接続可能
• デュアル ディスプレイをサポートし、人とコンテンツをフル

サイズで表示可能
•  4K Ultra HD に対応
• プロ並みの自動グループ フレーミング、話者フレーミング、

プレゼンター トラッキング
• デバイスを最大効率で稼働させる簡単な管理
•  Poly Lens 対応

オールインワンのビデオ会議ソリューションを必要とする  
小中規模の部屋

POLY STUDIO X50

特長 

会議室
ビデオ デバイス
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• ハンズフリーでのカメラ操作、シンプルなタッチ式インター
フェイス、集中を維持する革新的なオーディオにより、格別
なユーザー エクスペリエンスを実現

• 幅広い UC ネットワークで使用可能
• 世界中で簡単に導入できるシンプルな  

オールインワン パッケージ
•  HD 品質のビデオ会議により、リアルな映像と詳細な 

コンテンツ共有が可能

簡単に導入できるビデオ ソリューションを  
必要とする中大規模の会議室向け

MEDIALIGN

特長 

会議室
総合ソリューション



自宅またはオフィス
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コールセンター
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• 航空機級のアルミニウム接合、ユニボディ ブーム構造
• 音と視覚を頼りにブームを最適な位置に調整可能
•  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
•  USB モデル/QD モデルを使用でき、きわめて柔軟に接続

可能

• 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

• 高品質の素材で強度と一日中快適な装着感を実現
•  SoundGuard Digital 聴覚保護機能を搭載し、高品質の

広帯域ステレオ音声を実現 (USB のみ)
•  USB モデル/QD モデルを使用でき、きわめて柔軟に接続

可能

一日中使えるヘッドセットが必要な、  
コールセンターの従業員向け

一日中使えるヘッドセットが必要な、  
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

• しなやかなノイズキャンセル マイク ブーム
• 音声用に最適化された周波数特性でクリアな会話を実現
• 独自の動的ミュート通知 (USB のみ)
• 聴覚保護機能: G616 および時間加重平均 (TWA)  

(USB のみ)
• メディア再生用 Hi-Fi ステレオ (USB のみ)
•  USB モデル/QD モデルを使用でき、きわめて柔軟に接続

可能

1 日中装着できる手頃な価格のヘッドセットを求める 
コールセンターのスタッフ向け

ENCOREPRO 300 シリーズ

特長 特長  特長 

コールセンター
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• 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
• ワイヤレス通信距離は最大 100 m
• 長いバッテリー寿命*
• ノイズキャンセル マイク搭載

*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

• 簡単で便利な通話操作と Quick Disconnect 機能を搭載
• 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
•  USB-A と USB-C の一体型ケーブル
• 個人設定用のシンプルなアプリケーション
•  Poly Lens 対応

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

• 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

• 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
• 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

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するコール センター向け

MDA500 QD シリーズ 

特長特長 特長 

コールセンター
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IT ツール
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• 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過ごす健康的な 1 日
• 集中できるオーディオで生産性を向上
• セルフヘルプ ガイドと、仕事の中断を最小限に抑える 

サポート情報ツール付属

Poly の最新の音声およびビデオ デバイスや  
ヘッドセットのクラウドベースのインサイトと  
管理を必要としている企業向け

ユーザーおよび企業の IT 部門の双方に最適。Poly Lens ア
プリケーションにより、ユーザーはデバイスのカスタマイズ、セ
ルフヘルプ、ウェルネスなどの機能を、 IT 部門はソフトウェア
更新、ポリシー適用、必要に応じたリモートでのトラブルシュ
ーティングなどの機能を利用可能

POLY LENS POLY LENS アプリケーション

特長 特長 

IT ツール



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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• 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
支援を必要とする IT 責任者に最適

計画と設計

• 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

• 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 特長 特長 

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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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

•  Zoom 向けのエンド ツー エンドのター 
ンキー 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 

• 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+

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 
リーダー向け

ヘッドセット サービス

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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日本オフィス 
東京都新宿区新宿6丁目27-30 
新宿イーストサイドスクエア3階

ご購入前の Poly 製品に関するお問合せ先: 
電話番号 03-4560-3645 

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    

©2022 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、POLY は同社から使用許諾を得て使用しています。 5.22 1778245

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

