
リモート ワークのための  
POLY ソリューション ガイド
エグゼクティブ リーダーであっても、家庭との両立に追われるチーム マネージャーであって
も、コール センターのスタッフ、またはその中間の従業員であっても、効率的な業務のため
には全員が互いの姿や声を明瞭に確認できる必要があります。Poly は、集中を妨げる騒音
を除去し、Zoom、Microsoft Teams、Google Hangouts、WebEx をはじめとするあらゆる
プラットフォームで明瞭な音声と映像をお届けするプロ品質のヘッドセット、ビデオ、電話機
を提供しています。 

（働き方と働く場所をクリックしてソリューションを確認 ）

リモート ワークはいまやライフスタイルの 1 つとなっていますが、それぞれの状況によって要件もさまざまです。

https://www.poly.com/us/en/?utm_medium=content&utm_source=remote_worker_solutions_guide&utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&cnid=7013t000001V5ni&utm_content=poly_logo


役員、管理
職向け

製品のエキスパートに問い合わせる製品のエキスパートに問い合わせる

代表的なリモート環境
• 複数人が在宅勤務
• 専用のワークスペースとプロ仕様の設定
• オフィスと同様の設備
• 勤務時間の 80% を会議が占める

コミュニケーションのニーズ
• 高品質な先進テクノロジー 
• 設定が簡単で使いやすい
• 移動や場所の変更が柔軟に行える 
• 参加者全員の声と姿を明瞭に確認できる
• 通話を妨げる周囲の騒音を防止

役員とは単なるキャッチ コピー 
ではなく、役員らしさは 
自宅で勤務するときにも求められる

役員のホー
ム オフィス

詳細を見る

詳細を見る

POLY 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 対応の固定電話、携帯電話、タブレ

ットをワイヤレスに接続し、卓越した柔軟性を実現
• 周辺の騒音を排除して、集中力を保ち、相手に明瞭に伝わ

る優れたオーディオ
• 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

POLY STUDIO
ホーム オフィスにいながらチームが対面でコミュニケー
ションを取れる USB ビデオ バー
• シンプルな USB 接続により、迅速な使用開始が可能
• 4K カメラ、5 倍ズーム、自動話者トラッキングにより、驚くほ

ど鮮明に相手の姿をキャッチ
• 複数のスピーカーとノイズ ブロック テクノロジにより  

たとえ犬が吠えていても、全員の音声が明瞭に聞こえる
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役員、管理
職向け

製品のエキスパートに問い合わせる

代表的なリモート環境
• 活動的な家庭は子ども、ペット、仕事をしている他の会社員な

どで構成される
• ワークスペースは共有スペースである場合と専用のスペース

である場合がある
• 交代で子どもの面倒を見ている場合がある
• 勤務時間の 50% を会議が占める

コミュニケーションのニーズ
• 集中を妨げる周囲の騒音をブロックする機能
• カメラ接続が必須の会議に使用する明瞭なビデオ
• 会議中、通話を中断することなく自由に移動して、子どもの様

子を確認したり、来客に応対することができる

リモートで働く必要があり慌ただしい家
庭環境で快適なワークスペースを実現
する必要がある

活動的な
家庭環境

POLY VOYAGER 4220 UC
通話を中断することなく来客に応対できる Bluetooth 
ステレオ ヘッドセット
• ラップトップ、携帯電話、タブレット、Bluetooth 対応の固

定電話をワイヤレスに接続し、卓越した柔軟性を実現
• PC から最大 30 m の範囲で通信可能なので、通話を切

ることなく子どもの様子を確認できる
• 優れたノイズ キャンセルとデュアル マイクが他の部屋か

ら聞こえる話し声をブロック

POLY 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、携帯電話、タブレット、Bluetooth 対応の固定

電話をワイヤレスに接続し、卓越した柔軟性を実現
• 周辺の騒音を排除して、集中力を保ち、相手に明瞭に伝

わるスマートなオーディオ
• 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

POLY EAGLEEYE MINI
キッチン テーブルでも、ベッドルームでも、コーヒーショ
ップでも簡単に使用できる小型 USB カメラ
• HD 1080p ビデオ、電子的パン、チルト、4 倍ズームによ

り、参加者全員が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、部

屋間を移動しても鮮明な映像を提供
• ドライバー不要で、あっという間に使用できます

詳細を見る

詳細を見る

詳細を見る

製品のエキスパートに問い合わせる
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役員、管理
職向け

製品のエキスパートに問い合わせる

代表的なリモート環境 
• 在宅で働く複数人で構成
• ノート PC や携帯電話を使って自宅のさまざまな場所で通話する
• 時折行われるビデオ通話にはベッドルームか共有スペースか

ら参加する
• 在宅勤務の開始やリモート チームへの参加から日が浅い可

能性がある 
• 勤務時間の 40% を会議が占める

コミュニケーションのニーズ
• 会議中、自由な移動が可能
• 標準的な家庭内の騒音をブロックする機能
• ノート PC を主要なコミュニケーション デバイスとして使用し

て、姿や声を明瞭に伝達
• 共有スペースではヘッドセットを使用し 、 自室ではスピーカー

フォンを使用

ベッドルームのデスクからの 
通話でも、プロ品質の 
映像と音声が必要

友人とルー
ム シェア

POLY BLACKWIRE 5220
一日中快適な装着感を実現した、複数のデバイスに接続可能
な有線ステレオ USB ヘッドセット
• ノート PC (USB 経由)、携帯電話、タブレット (3.5 mm コネクタ

経由) など、あらゆるリモート ワーク デバイスに接続可能
• 非常にソフトなイヤー クッションとクッション付きヘッドバンド

で 一日中装着しても快適
• ノイズ キャンセル マイクが通話を妨げる周囲の騒音を防止

POLY CALISTO 3200
自宅のどこからでも安心して会議に参加できる、有線ポータ
ブル スピーカーフォン 
• ヘッドセットを装着したくないときは、シンプルな USB 接続によ

り お手持ちのコンピュータがワイドバンド オーディオ スピーカ
ーフォンに早変わり

• 360*のマイクによる優れた音質と集音性能で明瞭な会話が実
現

• シンプルで直感的なコントロールで、通話の応答、終了、ミュー
ト、音量調整などの通話管理が簡単

POLY EAGLEEYE MINI
キッチン テーブルでも、ベッドルームでも、コーヒーショップで
も簡単に使用できる小型 USB カメラ
• HD 1080p ビデオ、電子的パン、チルト、4 倍ズームにより、参加

者全員が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、部屋間を

移動しても鮮明な映像を提供
• ドライバー不要で、あっという間に使用できます

詳細を見る

詳細を見る

詳細を見る

製品のエキスパートに問い合わせる

https://www.poly.com/us/en/company/contact/sales?utm_medium=content&utm_source=remote_worker_solutions_guide&utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&cnid=7013t000001V5ni&utm_content=contact_sales
https://www.poly.com/us/en/products/headsets/blackwire/blackwire-5200?utm_medium=content&amp;utm_source=remote_worker_solutions_guide&amp;utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&amp;cnid=7013t000001V5ni&amp;utm_content=blackwire-5200
https://www.poly.com/us/en/products/phones/calisto/calisto-3200?utm_medium=content&amp;utm_source=remote_worker_solutions_guide&amp;utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&amp;cnid=7013t000001V5ni&amp;utm_content=calisto-3200
https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/eagleeye/eagleeye-mini?utm_medium=content&amp;utm_source=remote_worker_solutions_guide&amp;utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&amp;cnid=7013t000001V5ni&amp;utm_content=eagleeye-mini
https://www.poly.com/us/en/products/headsets/blackwire/blackwire-5200?utm_medium=content&amp;utm_source=remote_worker_solutions_guide&amp;utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&amp;cnid=7013t000001V5ni&amp;utm_content=blackwire-5200
https://www.poly.com/us/en/products/phones/calisto/calisto-3200?utm_medium=content&amp;utm_source=remote_worker_solutions_guide&amp;utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&amp;cnid=7013t000001V5ni&amp;utm_content=calisto-3200
https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/eagleeye/eagleeye-mini?utm_medium=content&amp;utm_source=remote_worker_solutions_guide&amp;utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&amp;cnid=7013t000001V5ni&amp;utm_content=eagleeye-mini
https://www.poly.com/us/en/?utm_medium=content&utm_source=remote_worker_solutions_guide&utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&cnid=7013t000001V5ni&utm_content=poly_logo
https://www.poly.com/us/en/company/contact/sales?utm_medium=content&utm_source=remote_worker_solutions_guide&utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&cnid=7013t000001V5ni&utm_content=contact_sales


役員、管理
職向け

製品のエキスパートに問い合わせる

代表的なリモート環境
• リモート ワークになじみがないスタッフ
• 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

コミュニケーションのニーズ
• 一日中快適に使用可能できるヘッドセット
• 優れたマイクの集音性で、顧客との明瞭な会話を実現
• 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
• 毎日のミーティングを支え 、 チームとのコラボレーション 協調

を維持する優れたビデオ体験

日々、会社の声としての役割を果たすコ
ール センターのスタッフには在宅でもプ
ロ仕様の音質が必要

POLY ENCOREPRO HW525
コール センター スタッフ向けの有線 USB ヘッドセット
で、特に在宅勤務に最適
• ラップトップや PC に簡単に接続でき、コール センターの

さまざまなアプリケーションと連携 
• 超軽量かつ堅牢なデザインと、ソフトで音質を最適化する

イヤークッションにより、1日中使用しても快適
• ステレオ広帯域オーディオを調整してより豊かかつ明瞭

な会話を実現するとともに、SoundGuard DIGITAL が不
快に感じる音や疲労を防止

POLY EAGLEEYE MINI
キッチン テーブルでも、ベッドルームでも、コーヒーショ
ップでも簡単に使用できる小型 USB カメラ
• HD 1080p ビデオ、電子的パン、チルト、4 倍ズームにより、

参加者全員が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、部

屋間を移動しても鮮明な映像を提供
• ドライバー不要で、あっという間に使用できます

在宅コール 
センターの

スタッフ

詳細を見る

詳細を見る

製品のエキスパートに問い合わせる
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役員、管理
職向け

製品のエキスパートに問い合わせる

代表的なリモート環境
• 一日の大半外出している
• 外出中、頻繁に通話に参加 (車、飛行機、電車、タクシー、コー

ヒー ショップなどで)
• 同じ場所で複数の参加者との電話会議を主催する場合 

がある

コミュニケーションのニーズ
• 持ち運びが簡単で使いやすいコンパクトなデバイス
• 長いバッテリー寿命
• 騒音の多い環境でも互いの声を明瞭に聞き取れる性能
• ノート PC や携帯電話とのシームレスなテクノロジーの統合

外出が多いからといって低品質のコミュ
ニケーションで良いわけではない

POLY VOYAGER 5200 UC
外出の多い従業員向けのポケット サイズの Bluetooth 
モノラル ヘッドセット
• PC か携帯電話に接続できる環境において、プロ仕様のサ

ウンドを提供
• WindSmart テクノロジーと 4 つの無指向性マイクを採用

し、集中を妨げる周囲の騒音を低減。他にはない明瞭な通
話を実現

• コンパクトで一日中快適な装着感を実現

POLY CALISTO 5300
自宅、リモート、オフィスなど、どこで仕事をしていても最
適な音質で伝わる Bluetooth ポータブル スピーカーフ
ォン 
• ノート PC、タブレット、携帯電話にワイヤレスで接続でき、

究極のデバイスの柔軟性を発揮
• 360 ° 全二重方式のマイクとエコー キャンセルを備えた  

プロ仕様のオーディオ
• 明瞭な視覚インジケーターで、ミュート、バッテリー残量、音

量など、通話の状況を一目で把握

外出の多い
従業員

詳細を見る

詳細を見る

製品のエキスパートに問い合わせる
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製品のエキスパートに問い合わせる

リモート ワークのニーズが本ガイドで挙げたシナリオと異なる場合 、 ここで紹介
する問いが、特定のニーズに適した POLY リモート ワーク ソリューションを選ぶ 
のに役立ちます 。

リモート ワークで同僚、パートナー、顧客とコミュ
ニケーションを取るにはどのような方法が最も生
産的であるか？
どの形のコミュニケーションを利用するかを決める必要
があります。音声電話はちょっとした会話や緊急のリクエ
ストへの回答に十分ですが、Poly ではより重要な会話を
するのに適したビデオの使用をお勧めします。これは、直
接人に会ってやり取りする機会のないリモート勤務を  
行う場合に特に重要です。

リモート ワークでどのような機器を使用すること
になるか？
リモート ワークで使用される代表的なデバイスは、ノート 
PC またはデスクトップ PC、タブレットや携帯電話です。こ
の中のどのコンピューティング デバイスを使用したいのか
を知ることは、その中でデバイスを切り替える場合、ヘッド
セット、スピーカーフォン、ビデオ カメラの選択に影響しま
す。Poly の経験では、リモート ワーカーは業務に集中す
るためにこれらすべてのデバイスを使用するようになるた
め、ノート PC、タブレット、携帯電話間で簡単に切り替えこ
とができるデバイスをお勧めします。 

通話中、ワークスペースから自由に移動する必要
があるか？それとも動くことはないか？
コミュニケーション デバイスとコンピューティング デバイ
スを接続する主な方法は、有線とワイヤレスの 2 種類で
す。有線ソリューションは、同等のワイヤレス ソリューショ
ンよりも価格が安く、バッテリー残量を心配する必要もあ
りません。ただし、有線の場合、移動しながら通話を維持
する能力に制限があります。ワイヤレス接続は、移動の自
由度を高め、プラグの抜き差しをせずにコンピューティン
グ デバイスを切り替えることができます。ワイヤレス デバ
イスはバッテリーで動作するため、定期的に充電を行う必
要があります。Poly では、特定の状況と予算のニーズに合
う接続タイプを選択することをお勧めします。
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集中を妨げる周辺の騒音を最小限に抑え、  
通話相手に騒音が聞こえないようにするにはどう
したらよいのか？
リモート ワーク場所周辺の騒音が、通話相手の集中力
を阻害し、自身の業務への集中を妨げる可能性がありま
す。Poly のヘッドセット 、 スピーカーフォン 、 ビデオバー
はノイズ キャンセル マイク テクノロジーを採用 し、通話
相手に周辺の騒音が聞こえないようにします 。集中力を
保つため、Poly ヘッドセットはパッシブな遮音機能とアク
ティブ ノイズ キャンセルの両方を採用して周囲の騒音を
ブロックするので、目の前の作業に意識を集中させること
ができます。  

音楽を聴くことが重要であるか？
仕事中に音楽を聴きたい場合は、Hi-Fi ステレオ サウンド
対応のヘッドセットを選択してください。周辺の状況を把
握するため、片耳を空けておく必要がある場合は、モノラ
ル ヘッドセットを選択してください。

自分に最も適しているのは、どんなスタイルのヘ
ッドセットか？
ヘッドセットにはさまざまな装着スタイルがあり、さまざま
なワーカーのニーズと好みに対処できます。オーバーヘッ
ド式、ネックバンド式、オンイヤー式、インナーイヤー式な
どのオプションがあります。スタイルによって片耳型と両耳
型があります。Poly では、幅広い装着スタイルのヘッドセ
ットをご用意しています。ヘッドセットを装着したくない方
向けには、装着しなくても明瞭な音声コミュニケーション
を実現するパーソナル スピーカーフォンとビデオ バーの
シリーズをご用意しています。 

ビデオ通話のために特別なカメラが必要か？
今日、多くのノート PC にごくシンプルなベーシック ビデ
オ カメラが搭載されています。こうしたカメラは機能はし
ますが、多くの人にとって、高精細な映像や最適なカメラ 
アングルは期待できません。Poly のビデオ ソリューション
は、HD カメラのほか、シンプルな USB カメラ (EagleEye 
Mini) から Poly Studio といった高度なソリューションま
で、多岐にわたって網羅しています。Poly Studio は、内蔵
マイク、スピーカー、カメラを含み、高度なノイズ ブロック
機能とビデオ制作機能を搭載しています。こうした機能に
より、リモート ワークの際に通話相手に届く映像や音声が
大きく変わります。

リモート ワークのニーズが本ガイドで挙げたシナリオと異なる場合 、 ここで紹介
する問いが、特定のニーズに適した POLY リモート ワーク ソリューションを選ぶ 
のに役立ちます 。
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