
データシート

ロジクール会議室ソリューション
（GOOGLE MEET用）

会議室用の 
認定済みビデオ会議システム

Google Meet認定のロジクール会議室ソリューションを使用すれば、直
接対面の会議とオンライン会議のギャップを埋められます。ロジクール
MeetUpとRallyファミリーは、会議室に比類のないビデオコラボレーショ
ン体験をもたらします。優れた光学系、電動式パン/チルト対応カメラ、会
議室内にいる全員の声を捉えるマイク、音声が会議室全体に広がるスピー
カーで、ビデオ会議を直接対面式のコラボレーションと同じくらいに自然
な、実り多いものにできます。
会議室を、ワンタッチでの参加、有線およびワイヤレスでのコンテンツ共
有、会議室での一元的なコントロール等の機能を備えた、Google Meet
ビデオコラボレーション スペースに変えます。各会議室ソリューションに
は、ロジクール会議用カメラ、Google Meetハードウェア、ロジクール Tap
タッチコントローラなど、必要なものがすべて含まれています。さらにTap
スケジューラーを追加すれば、完璧な会議室ができ上がります。

Google Meet™ビデオコラボレーショ
ン用の会議室を素早く実現。小、中、
大会議室向けの構成が用意された
Google Meet認定のロジクール®会議
室ソリューションには、あらゆるシー
ンに対応するアクセサリーも揃ってい
ます。さらに、AIによる強化、簡単なコ
ンテンツ共有、常時接続可能な状態、
会議室での一元的なコントロール等
の機能を備えているため、ユーザーは
どこにいても最高のアイデアを自然に
共有できます。



小会議室
超小型のロジクールMeetUpは、フォ
ーカスルームや小規模スペースに簡
単に設置できます。Rally Bar Miniに
ステップアップすれば、高品質な音
声と映像に加えて、RightSight自動フ
レーミングなどのAI駆動の機能も利
用できます。ロジクールTapはテーブ
ルに設置が可能です。ウォールマウン
トを使えばさらにスペースを節約で
きます。

中会議室
会議室が広くなればテーブルも大きく
なり、参加者はカメラからさらに離れ
て座ることになります。一体型のロジ
クールRally Bar、またはモジュール式
のRallyシステムのいずれかを選択で
きます。どちらのソリューションも高
性能かつ高品質なUltra-HD会議用カ
メラを搭載し、さまざまなサイズやレ
イアウトの会議室に対応する拡張性
を備えています。

大会議室
拡張性に優れたRally Plusシステム
を採用した大会議室向け構成。2
台ずつ付属するスピーカーとマイ
クポッドにより、16人までの参加者
に対応可能で、会議室全体に広が
るクリアな音声を実現します。マイ
クポッドを上限である7台に増や
せば、最大46人の会議室に対応で
きます。

主要製品

すべての会議室でビデオ会議を可能に

ロジクール TAP
会議室キットに含まれています。オフィ
ス環境におけるコラボレーション向けタ
ッチコントローラ
- 応答性に優れた10.1”タッチスクリーン
- ファンのない静かな動作
- �ケーブル管理対応のビジネス用Cat5e
ケーブル（同梱10m、最大40m）

- ローカル表示用のHDMI入力

TAPスケジューラー
オプションの会議室スケジューリングパ
ネル
- 10.1インチ タッチディスプレイ
- 疎油性コーティングによる指紋付着防止
- 利用しやすいフラット設置
- 厚みを31.4mmに抑える壁面マウント
- 会議室の使用状況を知らせるライト 

RALLY BAR MINI
AI駆動の拡張機能を備えた、小会議室向
けの一体型ビデオバー

RALLY BAR
AI駆動の拡張機能を備えた、中会議室向け
のプレミア一体型ビデオバー

RALLY PLUSシステム
大会議室向けのモジュール式プレミアビ
デオ会議システム

-  4倍のHDデジタルズームで非常に鮮明
な画像を実現する光学系と、電動式
パン/チルト対応レンズによる広いカ
バー範囲

- �ひずみが非常に少ないスピーカーが、
クリアなサウンドを実現 

-  RightSight™の自動フレーミング機能
を強化するAIビューファインダー

- �最大2台のRallyマイクポッドを追加し
て、集音範囲を拡張可能

- �最大5倍の光学ズームと、デジタル処理
による合計最大15倍のズームで、ロスレ
ス画質を実現

- �会議室全体に広がるサウンドを実現
する、ひずみが非常に少ない大型スピ
ーカー

-  RightSight™の自動フレーミング機能
を強化するAIビューファインダー

- �最大3台のRallyマイクポッドを追加し
て、集音範囲を拡張可能

- �あらゆるサイズおよび形状の大会議室
に合わせてカスタマイズ可能 

- �優れた光学系による最大5倍の光学ズ
ーム、デジタル処理による合計最大15
倍のズーム 

- �すべての声をクリアに伝える、2台の
Rallyスピーカーと2台のRallyマイクポッ
ド（最大7台に拡張可能）

MEETUP
超広角レンズを備えた、小会議室向
けのコンパクトな一体型会議用カメ
ラ。拡張マイク1台（オプション）に対
応しています。 

RALLYシステム
中会議室向けのモジュール式ビデオ会議シ
ステム。5倍の光学ズーム、デジタル処理に
よる合計最大15倍のズームに対応していま
す。Rally スピーカー1台、Rally マイクポッド1
台が付属します（マイクポッドは最大7台に
拡張可能）。



その他のコンポーネント

アクセサリー

GOOGLE MEETハードウェア
会議室キットに含まれています。
すぐに使えるGoogle認定済みの
省スペース型ハードウェア。磁気
マウントには、直立型のデスクト
ップスタンド、VESA規格ウォール
マウント、ケーブルリテンション
対応のロジクールPCマウントが
含まれています。

GOOGLE MEET ハードウェアマ
ウント
内蔵のケーブルリテンションに
より、Google Meet ハードウェア
やケーブルを壁やテーブルの下
に固定可能です。

RALLYマウントキット
（RALLYシステム用）
カメラと両方のスピーカー用の
ブラケットに加えて、ディスプレ
イハブとテーブルハブ用のブラ
ケットとケーブル保持ブラケット
が含まれています。中会議室向
けおよび大会議室向けの構成に
含まれています。

RALLYマイクポッドマウント
ケーブルを隠し、Rally マイクポッドをテーブルまたは天井に固定する
ことで、すっきりかつ洗練した外観を実現します。（グラファイトまた
はホワイト） 

TVマウント（MEETUP用）
MeetUpをテレビやモニターにし
っかりと固定が可能です。

TVマウント（ビデオバー用）
Rally Bar MiniまたはRally Barを
TVやモニターの上/下に浮くよ
うに取り付けて、洗練された外
観と最小の設置面積を実現し
ます。

拡張マイク（MEETUP用）
マイクの集音範囲を拡大
し、MeetUpを利用する小会議室
向けの構成に便利なミュートコ
ントロールを追加します。

TAPテーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウント
ロジクール Tapタッチコントローラはテーブルに置くことができます
が、オプションのマウントによってセキュリティや利便性が向上し、
ケーブル管理が行いやすくなります。
テーブルマウントとライザーマウントは標準的なグロメット穴に適合
します。180°回転するため、テーブルの両側からTapを操作できます。
ウォールマウントを使用すれば狭い会議室でスペースを節約できま
す。

RALLYマイクポッド
音声を拾える範囲を拡大し、ミ
ュートコントロールに便利にアク
セスできます。中会議室向けお
よび大会議室向け構成のRally 
Bar、Rally Bar Mini、Rallyシステ
ムと互換性があります。（グラフ
ァイトまたはホワイト） 

RALLYマイクポッドハブ
ハブアンドスポークレイアウト
用に最大3台のRallyマイクポッ
ドを接続し、配線を最小化。大
会議室向けの構成に含まれてい
ます。



技術仕様

製品情報
ロジクール会議室ソリューション
（Google Meet用）：  
www.logicool.co.jp/google-rooms

ロジクールMeetUp： 
www.logicool.co.jp/meetup

ロジクールRally Bar： 
www.logicool.co.jp/rallybar

ロジクール Tap：  
www.logicool.co.jp/tap

ロジクール Tapスケジューラー： 
www.logicool.co.jp/tapscheduler

ロジクールRally、Rally Plus： 
www.logicool.co.jp/rally

RightSenseテクノロジー： 
www.logicool.co.jp/rightsense
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販売代理店または当社 
(www.logicool.co.jp/vcsales) 
までお問合せください

購入前のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
https://www.logicool.co.jp/ja- 
jp/video-collaboration/help/contact- 
sales.html

購入後のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
カスタマーリレーションセンター
https://prosupport.logi.com/

小会議室 中会議室 大会議室

会議用カメラ MeetUp Rally Bar Mini Rally Bar Rally Rally Plus

標準コンポーネ
ント

Tap 
Google Meet

ハードウェアおよ
びマウント

Tap 
Google Meet

ハードウェアおよびマ
ウント

Tap
Google Meet

ハードウェアおよび
マウント

Tap
Google Meet 

ハードウェアおよ
びマウント

Rallyマウントキ
ット

Tap
Google Meet

ハードウェアおよ
びマウント

Rallyマウントキ
ット

Rallyマイクポッ
ドハブ

フォームファク
ター 一体型 一体型 一体型 モジュール式 モジュール式

カメラ 5倍デジタルズーム 4倍デジタルズーム
合計最大15倍ズーム
（光学5倍、デジタル

3倍）

合計最大15倍ズー
ム（光学5倍、デジ

タル3倍）

合計最大15倍ズー
ム（光学5倍、デ
ジタル3倍）

スピーカー/マイク

内蔵スピーカー エレメ
ントとマイクアレイ

集音範囲：
4m

拡張マイク（オプショ
ン）使用時：

5m
ケーブル長：

6m

内蔵スピーカー エレメント
とマイクアレイ
集音範囲：

4.5m

内蔵スピーカー エレメン
トとマイクアレイ
集音範囲：

4.5m

スピーカーx1、マイク
ポッドx1
集音範囲：

4.5m
マイクポッドケーブ

ル長：
2.95m

スピーカーx2、マイ
クポッドx2
集音範囲：

4.5m
マイクポッドケーブ

ル長：
2.95m

AI RightSenseテク
ノロジー

RightLightおよび
RightSound

RightSight自動フレーミ
ング、RightLight、 

RightSound

RightSight自動フレー
ミング、RightLight、 

RightSound

RightLightおよび
RightSound

RightLightおよび
RightSound

会議室内の総カバ
ー範囲

163°（水平）x  
110°（垂直）

163°（水平）x  
110°（垂直）

130°（水平） x  
80°（垂直）

260°（水平） × 
190°（垂直）

260°（水平） × 
190°（垂直）

保証 2年間無償保証

https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/video-conferencing/room-solutions/google-meet.html?crid=1691
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/video-conferencing/conference-cameras/meetup-conferencecam.960-001103.html?crid=1689
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001330.html
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/video-conferencing/room-solutions/tap.html?crid=1691
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/resources/rightsense-technology.html

