
ソリューションで
安全なビデオ会議を実現

ロジクール®のPexip用ソリューショ
ンは、デスクトップ、ハドルルーム、
中会議室、役員会議室など、あらゆる
オフィス環境に対応しています。ロジ
クールTapタッチコントローラは、ロ
ジクールRally Bar Mini、Rally Bar、
またはRally PlusとRoomMateと組み
合わせることで、コンピュータのパ
ワーを内蔵したプラグ&プレイの会議
室ソリューションを実現します。パ
ーソナルコラボレーションのキット
には、ZoneヘッドセットとHDウェブ
カメラが含まれます。すべて、Pexip 
Roomビデオ会議システムのソフトウ
ェアと統合されています。

プライバシーを重視するPexipのアプローチはロジクールデバイスとシ
ームレスに統合され、プライベートで安全な高品質のビデオ会議を提
供します。政府機関や医療、教育、金融サービスなど、データセキュ
リティが重要視される業界に最適です。

PexipのAI駆動のレイアウト設計であるAdaptive Compositionが、
参加者をインテリジェントにフレーム内に収め、気を散らす邪魔な
ものの表示を減らします。超広帯域オーディオと1080p HDビデオに
より、ユーザーはコミュニケーションのあらゆるニュアンスを聞き
取ることができます。

ワンタッチ参加を使用すれば、ボタンをクリックするだけで、SIPの
通話アドレスを持つPexip Meetingsやその他の主要な企業向け会議
プラットフォームに参加できます。Pexip Roomのユーザーは、参加
する会議のタイプにかかわらず、一様にシームレスな参加体験が得
られます。

あらゆる場所から安全に会議に参加

AI駆動の自然な会議

プラットフォーム間で相互運用可能

https://www.pexip.com/interoperability
https://www.pexip.com/interoperability


毎回の会議でエンタープライズ品質を体験

 小会議室ソリューション 

コンパクトな一体型フォームファクターによる優れたオーディオとビデオを体験して
ください。すっきりした配線と柔軟な取り付けオプションによって、ITチームは大規
模導入を確実に実施することができます。エンドユーザーは、Rally Bar MiniでPexip 
Roomを実行できます。ロジクールTapタッチコントローラで、簡単なワンタッチで
の参加や有線でのコンテンツ共有が可能になります。

 � 小会議室向けに最適化されたAI駆動のパフォーマンスを備えた一体型ビデ
オバー 

 � 高度な4K Ultra HDビデオ、超広角120°の対角視野角

 � メカニカルパンおよびティルトにより、163°(水平)、110°(垂直)の、卓
越した室内カバー範囲を実現

 � HDビデオ用の最大4倍ズーム

 � 内蔵スピーカーによる、会議室を満たす非常にクリアなサウンド

 � 拡張機能を備えたビームフォーミングマイクアレイ

 � 強化されたRightSight自動フレーミングと、人数カウントを実行するAIビ
ューファインダー

 � コンピュータ不要でPexip Roomを実行可能

 � 使いやすいワンタッチ参加の会議体験

ロジクールTapのワン
タッチでの参加、簡単
なコンテンツ共有、会
議室の中央でのコント
ロールにより、Pexip 
Roomでの会議に非常
に簡単かつ迅速に参加
できます。

RoomMateは、室内のコン
ピュータの代わりとなるも
ので、MeetUpやRallyなど
の既存のロジクールの会議
用カメラシステムと連携す
る、Pexip Roomソフトウェ
アを内蔵しています。

RIGHTSENSEテクノロジー

TAP ROOMMATE

RALLY BAR 
MINI & TAP

Pexip Roomを実行するロジクールのアプライアンスソリューションには、会議体験を自動化および強化する、プロア
クティブテクノロジーのスイートであるLogocool RightSense™が含まれます。

自動カメラコントロール 光と色の最適化 適応型オーディオ調整
RIGHTSIGHT™ RIGHTLIGHT™ RIGHTSOUND™



中会議室ソリューション

大会議室ソリューション

中会議室向けの構成で、クリアな画質とスタジオ品質のサウンドを体験してくださ
い。すっきりした配線と柔軟な取り付けオプションによって、大規模導入を確実に行
うことができます。エンドユーザーは、Rally BarでPexip Roomを実行できます。ロ
ジクールTapタッチコントローラで、簡単なワンタッチでの参加や有線でのコンテン
ツ共有が可能になります。

大会議室向けの構成は、管理が簡単で、様々な広さやレイアウトの会議室に対応でき
ます。すっきりしたケーブル管理と複数の取り付けオプションによって、スペースに
適したスピーカーとマイクの最適な構成を実現します。RoomMateでPexip Roomを
実行することができます。ロジクールTapタッチコントローラで、ワンタッチでの参
加や有線または無線でのコンテンツ共有が可能になります。

 � 中会議室向けに最適化されたAI駆動のパフォーマンスを備えた、プレミ
ア一体型ビデオバー

 � 90°の対角視野角

 � メカニカルパン、ティルト、ズームにより、132°(水平)、82°(垂直)の、
卓越した室内カバー範囲を実現

 � 4K Ultra HD品質の最大5倍の光学ズームによるロスレス画質

 � HDビデオ用の最大15倍の非常にシャープなズーム

 � 非常にひずみの少ない大型スピーカーが会議室を満たすサウンドを提供

 � 拡張機能を備えたビームフォーミングマイクアレイ

 � 強化されたRightSight自動フレーミングと、人数カウントを実行するAI
ビューファインダー

 � コンピュータ不要でPexip Roomを実行可能

 � 使いやすいワンタッチ参加の会議体験

 � より大きなスペース向けの会議用カメラシステムの決定版

 � 90°の対角視野角

 � メカニカルパン、ティルト、ズームにより、132°(水平)、82°(垂直)の、
卓越した室内カバー範囲を実現

 � 4K Ultra HD品質の最大5倍の光学ズームによるロスレス画質

 � HDビデオ用の最大15倍の非常にシャープなズーム

 � 2台のスピーカーと2台のマイクポッドが付属し、最大7台のマイクポッド
まで拡張可能

 � RoomMateでPexip Roomを実行して、同様のアプライアンスでのユーザ
ー体験を提供

 � 使いやすいワンタッチ参加の会議体験

RALLY BAR & TAP

RALLY PLUS & 
ROOMMATE & 
TAP



パーソナルコラボレーションスペース

個人の作業環境でビデオ通話を行うには、注意が散漫になることを防ぎ、視聴者（会議の相手）の目に入るものや耳にす
る音を制御する必要があります。ロジクール パーソナル ビデオ コラボレーション キットは、リモートオフィスまたはオ
ープンオフィスの、あらゆるデスクトップをPexip Meetingsソフトウェアとシームレスに連携するインスタントコラボレ
ーションスペースに変えることができます。RightLightテクノロジーにより、より自然な光と色を実現するためにウェブカ
メラの設定が最適化されます。

 � 高度な4K Ultra HDビデオ、90°の対角視野角のBrioウェブカメラ  

 � RightLight 3 AI駆動の調整  

 � Zone Wireless Bluetooth®ヘッドセットが、非常にクリアなサウン
ドとアクティブノイズキャンセリングを実現  

 � PCおよびBluetooth®対応のモバイルデバイスで動作

 � 78°の対角視野角のC925e高解像度1080pウェブカメラ  

 � RightLight 2 AI駆動の調整  

 � Zone Wiredヘッドセットが、高品質のサウンドとアクティブノイ
ズキャンセリングを実現

PROパーソナル ビデオコラボレーションキット

パーソナル ビデオ コラボレーションキット



会議室ソリューションのコンポーネントとアクセサリー

Rallyカメラを壁、または
天井の近くに設置可能。
薄型スピーカーブラケッ
トにより、浮いているよ
うな外観を実現。

利用中の会議室のテー
ブルの形状に合わせて
マイクを柔軟に配置。(
小・中会議室向け構成で
は、Rallyマイクポットハ
ブはオプション）

RALLYマウントキット
（RALLYシステム用）

RALLYマイクポッドハブ

Tapをテーブルにフラットに固定し回転できる状態での
操作、30度傾けた状態で表示しやすく優れた操作性、
または会議室壁面に設置しスペースを節約するなど、
複数のマウントオプションで最小限の配線を実現しな
がらユーザー体験を最大限に高めます。

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

ケーブルを隠して、テーブ
ルまたは天井にマイクを
固定することで、すっき
りかつ洗練した外観を実
現。（グラファイトまた
はホワイト）（グラファ
イトまたはホワイト）

RALLYマイクポッドマウント

Rallyマイクポッドの配線
距離を10メートル延長可
能。より広いスペースには
Rallyマイクポッドハブを
追加。

RALLYマイクポッド延長
ケーブル

テレビ/モニターの上また
は下にRally Bar Miniま
たはRally Barをしっかり
固定。

音声を拾える範囲を拡大
し、ミュートコントロー
ル機能に簡単にアクセ
ス。Rally Bar Mini、Rally 
Bar、Rally Plusに対応。（
グラファイトまたはホワイ
ト） （グラファイトまた
はホワイト）

TVマウント（ビデオバー用）

RALLYマイクポッド

Rally Bar MiniまたはRally 
Barを壁に取り付けて、設
置面積を最小化。

RightSoundテクノロジー
により、クリアなオーディ
オが広い会議室を満たしま
す。Rally Bar Mini、Rally 
Bar、Rally Plusに対応。
（グラファイトまたはホワ
イト） （グラファイトま
たはホワイト）

ウォールマウント
（ビデオバー用）

RALLYスピーカー



小会議室 中会議室 大会議室

会議用カメラ ロジクール 
Rally Bar Mini ロジクールRally Bar ロジクールRally Plus

ロジクールTapタッチコント
ローラ(必須) � � �

オペレーティングシステム CollabOS CollabOS CollabOS

コンピューティング アプライアンス アプライアンス RoomMate

パッケージ内容

Rally Bar Mini

電源

HDMIケーブル

USBケーブル

リモコン

レンズキャップ

取扱説明書、保証規定

Rally Bar

電源

HDMIケーブル

USBケーブル

リモコン

レンズキャップ

取扱説明書、保証規定

Rallyカメラ

電源(x2)

HDMIケーブル(x2)

USB C-Cケーブル

USB A-Bケーブル

リモコン

ディスプレイハブ

テーブルハブ

Rallyスピーカーx2

Rallyマイクポッドx2

CAT6Aケーブル

取扱説明書、保証規定

オプションアクセサリー

ウォールマウント
TVマウント

Rallyマイクポッド（合計2台まで）
Rallyマイクポッドハブ

Rallyマイクポッドマウント
Rallyマイクポッド延長ケーブル

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

ウォールマウント
TVマウント

Rallyマイクポッド（合計2台まで）
Rallyマイクポッドハブ

Rallyマイクポッドマウント
Rallyマイクポッド延長ケーブル

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

Rallyマウントキット
Rallyマイクポッド（合計7台まで）

Rallyマイクポッドハブ
Rallyマイクポッドマウント

Rallyマイクポッド延長ケーブル
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

保証
2年間無償保証

ハードウェアの購入時に、追加の1年間延長保証を購入することができます。詳細は再販業者にお問合せください。

会議室ソリューションマトリックス
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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http://
www.logicool.co.jp/
contact852-2520-2230

購入前のお問い合わせ：


