
コール センター向け POLY 
ソリューション ガイド

コール センターは、かつては、それぞれが物理的、技術的、文化的に分離された個別のビ
ジネス分野でした。今日のコール センターは、複数のチームがより広範なビジネスと緊密
かつ相互に統合された形態へと進化しています。カスタマー サービスのスタッフ (CSR)、IT 
担当者、営業担当者、その他の従業員は、オフィス勤務でも、在宅勤務 (WFH) でも、または
ハイブリッド型勤務においても、優れたユーザー体験と顧客体験を実現できる、最適なデバ
イスを必要としています。 
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製品のエキスパートに問い合わせる

役員、管理
職向け

製品のエキスパートに問い合わせる

標準的なオフィス環境:
• オフィスの共有デスク 
• 勤務時間の 90% を通話が占める
• クラウドには移行しておらず、従来型のオンプレミス機器を使用

コミュニケーション ニーズ:
• 電話を多用するユーザーが一日中快適に使用できるヘッドセット
• マイクの集音性が優れ、顧客との明瞭な会話が可能
• シンプルなコントロールで、通話の管理や切り替えを簡単に実行
• 会話を妨げる周囲の騒音をブロック
• ビデオ会議でチーム メンバーと情報を確認、共有

日々の業務において、貴社を代表して顧客と直接 
やり取りをしているのは CSR です。CSR がよりプロフェッショナル
な印象を与えられるようにするにはどうすればよいでしょうか？

CSR – オフィス

詳細を見る

詳細を見る

詳細を見る

ENCOREPRO 520 
優れた音質、定評のある耐久性、いつまでも快適な装着
感で、多忙なコール センターのスタッフに最適
• 6 軸の調整機能でぴったりとフィットするため、快適な装着

感が持続し、スタッフが問い合わせに迅速に対応可能
• しなやかなノイズ キャンセル マイク ブームで適切な位置

に調節でき、音声に最適化された周波数特性を用いて、優
れた音質とクリアな会話を実現

• SoundGuard Digital の高度な音響衝撃防止テクノロジー 
(過大音響衝撃防止、G616、時間加重平均 (TWA)) を使用

MDA500 QDシリーズ
雑多な通話環境を統合し、問題の早期解決とスタッフの
生産性向上を実現
• CSR が、卓上電話機やソフトフォンの着信に応答可能 
• 2 つのモデルをご用意: Plantronics 標準 4 ピン Quick 

Disconnect ヘッドセット対応の MDA524 QD、および 
Plantronics デジタル Quick Disconnect ヘッドセット対応
の MDA526 QD 

• 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

EAGLEEYE MINI
コンパクトな HD ビデオ会議用カメラで 
きわめて質の高いコラボレーションを実現
• HD 1080p ビデオ、電子的パン、チルト、4 倍ズームにより、

顔の表情まで認識可能
• さまざまな照明条件に対応する自動調整機能により、映像

は常に鮮明
• ドライバー不要で、直ぐに使用可能
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製品のエキスパートに問い合わせる

役員、管理
職向け

製品のエキスパートに問い合わせる

標準的なオフィス/在宅勤務環境:
• オフィス/在宅勤務のプライベート デスク
• オフィス – 従来型のオンプレミス機器
• 在宅勤務 – ソフトフォン
• 勤務時間の 90% を通話が占める

コミュニケーション ニーズ:
• 一日中快適に使用できるヘッドセット 
• 顧客とクリアに通話ができる優れたマイク
• シンプルなコントロールで、通話の管理や切り替えを簡

単に実行
• 会話を妨げる周囲の騒音をブロック
• ビデオ会議でチーム メンバーと情報を確認、共有

貴社を代表して顧客と直接やり取りをしているのは CSR で
す。オフィスから在宅勤務に切り替えても、CSR が引き続き
プロフェッショナルな印象を与えることができるようにする
にはどうすればよいでしょうか？

CSR - 在宅勤務/
オフィス

ENCOREPRO 520 (オフィス/WFH)
優れた音質、定評のある耐久性、いつまでも快適な装着感で、多忙
なコール センターのスタッフに最適
• オーバーヘッド式ノイズ キャンセル対応ヘッドセット (両耳タイプ)。PC 

や Poly 音声処理装置を備える卓上電話機に接続。電話を頻繁に使用
するユーザーに最適

• 6 軸の調整機能でぴったりとフィットするため、快適な装着感が持続し、
スタッフが問い合わせに迅速に対応可能

• SoundGuard Digital の高度な音響衝撃防止テクノロジー (過大音響衝
撃防止、G616、時間加重平均 (TWA)) を使用

• オフィスから在宅勤務環境にシームレスに移動できるポータブルの 
Quick Disconnect (QD) ヘッドセット

DA80 (WFH)
Quick Disconnect (QD) USB 音声処理装置による音声保護
• コール センターのスタッフの聴覚を保護
• IT チームによる在庫管理を容易に
• 便利な Quick Disconnect 機能

EAGLEEYE MINI (WFH)
コンパクトな HD ビデオ会議用カメラできわめて質の高いコラボレ
ーションを実現
• HD 1080p ビデオ、電子的パン、チルト、4 倍ズームにより、顔の表情まで

認識可能
• さまざまな照明条件に対応する自動調整機能により、映像は常に鮮明
• ドライバー不要で、直ぐに使用可能

詳細を見る

詳細を見る

詳細を見る
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製品のエキスパートに問い合わせる

役員、管理
職向け

製品のエキスパートに問い合わせる

標準的な在宅勤務環境: 
• 従来型の電話機からソフトフォンに移行したものの、リモート ワ

ークに慣れていない
• シフト勤務で昼夜を問わない場合がある
• 勤務時間の 90% を通話が占める 
• 専用スペースにワークステーションがある場合とない場合がある

コミュニケーション ニーズ:
• シフトを通して快適に装着できるヘッドセット
• マイクの集音性が優れ、顧客との明瞭な会話が可能
• シンプルなコントロールで、通話の管理や切り替えを簡単に実行
• 会話を妨げる周囲の騒音をブロック
• ビデオ会議でチーム メンバーと情報を確認、共有し、顧客と視覚

的につながる

貴社を代表して顧客と直接やり取りをしているのは CSR で
す。現在は在宅勤務であるため、プロフェッショナルなイメー
ジを与えることができる適切なツールを従業員に提供する必
要があります。

CSR– WFH

ENCOREPRO 525 USB
優れた音質、定評のある耐久性、いつまでも快適な装着感で、多忙
なコール センターのスタッフに最適
• オーバーヘッド式ノイズ キャンセル対応ヘッドセット (両耳タイプ)。USB 

経由で PC に接続。PC ソフトフォンを頻繁に使用するユーザーに最適。
• 6 軸の調整機能でぴったりとフィットするため、快適な装着感が持続し、

スタッフが問い合わせに迅速に対応可能
• しなやかなノイズ キャンセル マイク ブームで適切な位置に調節可能 
• SoundGuard Digital の高度な音響衝撃防止テクノロジー (過大音響衝

撃防止、G616、時間加重平均 (TWA)) を使用

EAGLEEYE MINI
コンパクトな HD ビデオ会議用カメラできわめて質の高いコラボレ
ーションを実現 
• HD 1080p ビデオ、電子的パン、チルト、4 倍ズームにより、顔の表情まで

認識可能
• さまざまな照明条件に対応する自動調整機能により、映像は常に鮮明
• ドライバー不要で、直ぐに使用可能

詳細を見る

詳細を見る
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製品のエキスパートに問い合わせる

役員、管理
職向け

製品のエキスパートに問い合わせる

標準的なオフィス環境:
• オフィスのプライベート デスク
• 70～75% がアウトバウンド通話
• デスクからプライベート オフィスに移動できる必要がある 
• 従来型のオンプレミス機器を使用

コミュニケーション ニーズ:
• 機密性の高い会話では、話の内容が漏れるのを防ぐ
• オフィス内の騒音や話し声をシャット アウトする必要がある 
• ワイヤレスで接続し、会話の内容によってはプライベート スペース

に移動可能
• シンプルなコントロールで、通話の管理や切り替えを簡単に実行

営業チームには、クリアな音声で接続できる 
オフィス内モビリティが必要です。

VVX 350
通話量が多く、信頼性が求められる環境に対応
• 6 回線対応のミッドレンジ IP 固定電話機
• Poly HD Voice テクノロジーと Poly Acoustic Fence テクノロジー

により音声が明瞭で、集中を妨げる周囲の騒音を除去 
• 3.5 インチ バックライト付き大型カラー ディスプレイにすべての回

線が表示されるため、生産性が高まり、最小限のスクロールで連
絡先を探せる

アウトバウンド
営業チーム

詳細を見る
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製品のエキスパートに問い合わせる

役員、管理
職向け

製品のエキスパートに問い合わせる

標準的なオフィス環境:
• オフィスのデスク
• オフィス内を常に移動
• 60～70% がインバウンド通話

コミュニケーション ニーズ:
• 複数のデバイスに接続する必要がある
• ANC を備えた、快適で信頼性の高いヘッドセット
• 発信者番号、ミュート状態、接続状況、残り連続通話時間、な

どを音声通知するヘッドセットが必要

ヘルプデスクの担当者には、重要な内容を聞
き逃すことがない、ステレオ BLUETOOTH® ヘ
ッドセットが必要です。

VOYAGER FOCUS UC
騒がしい周囲を気にすることなく、仕事に集中できるステレオ 
Bluetooth® ヘッドセット
• ノート PC、Bluetooth 対応の卓上電話機、携帯電話、タブレットと

のワイヤレス接続で、卓越した柔軟性を実現 
• 最大 30 m の範囲で場所を移動したり、変更したりできる 
• 最大 12 時間の連続通話時間 (ANC オンの場合は 10 時間)
• 騒音を排除して、集中力を保ち、相手に明瞭に伝わる優れた音声
• 直感的な機能と快適性を追求したデザインで優れた体験を実現

IT部門 
HELPDESK

詳細を見る
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製品のエキスパートに問い合わせる

役員、管理
職向け

製品のエキスパートに問い合わせる

標準的なオフィス環境:
• オフィスのプライベート デスク
• 電話を頻繁に使用 (勤務時間の 90%)
• 事前に予定した顧客とミーティング

コミュニケーション ニーズ:
• 電話を多用するユーザーが一日中快適に使用できるヘッドセッ

ト
• マイクの集音性が優れ、顧客との明瞭な会話が可能
• シンプルなコントロールで、通話の管理や切り替えを簡単に実

行
• 会話を妨げる周囲の騒音をブロック

カスタマー サクセス チームには、一日中より明
瞭でスムーズな会話が可能な信頼性の高いヘッ
ドセットが必要です。

カスタマー 
サクセス

詳細を見る

詳細を見る

ENCOREPRO 700シリーズ
優れた音質と抜群の耐久性を備え、最高のカスタマー エクスペ
リエンスを実現するコール センター向けヘッドセット
• 高品質のノイズ キャンセル機能により、音声でのやりとりにおいて

聞き間違いと繰り返しの必要が減る
• 音声用に最適化された周波数特性で明瞭な会話を実現 
• 独特な形状で伸縮と回転が可能なアーム付きマイク 
• 軽量ながら耐久性に優れたヘッドバンド

DA80
Quick Disconnect (QD) USB 音声処理装置による音声保護
• コール センターのスタッフの聴覚を保護
• IT チームによる在庫管理を容易に
• 便利な Quick Disconnect 機能
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