
データシート

RALLYアクセサリー
すべての会議スペースに適合するアクセサリー
ロジクールRally Bar Mini、Rally Bar、およびRallyは、あらゆる形状やサイズの
会議室に対応する優れたビデオコラボレーション ソリューションです。シンプ
ルで汎用性が高く、拡張性を考慮に入れた綿密な設計のRally一体型ビデオバ
ーとモジュール式Rallyシステムは、すっきりとしたケーブル管理、複数の取り付
け用マウント、マイク、スピーカーなどの様々なオプション、USBまたはアプラ
イアンスモードで導入できる柔軟性を備えています。Rallyアクセサリーを追加
して、ニーズに合わせた最高の会議スペースを作りましょう。

ロジクールRallyファミリーに
は様々な会議室のサイズと構
成に対応するアクセサリーが一
式揃っています。複数の取り付け
用マウント、マイク、スピーカー
などの様々なオプションにより、
利便性が高く拡張性のある会議
ソリューションを実現します。



RALLYマイクポッド
クリアで自然な会話を実現するRightSound™テクノロジーを搭載した
モジュール式のビームフォーミングマイクで集音範囲を拡大。
音声の自動レベリング、背景雑音の抑制、および振動の低減により、
クリアなオーディオを実現
便利なミュートコントロールとインジケーターライト
グラファイトとホワイトの2色から選択可能

RALLYファミリー用アクセサリー

全般仕様
周波数特性： 
90Hz～16kHz

感度：>-27dB +/-1dB @ 1Pa

マイクのデータレート出
力：48kHz

集音範囲：4.5m 

ビームフォーミング要素： 
8つの音響ビームを形成する4本
の無指向性マイク
オーディオ処理： 
AEC（アコースティックエコーキ
ャンセレーション）、VAD（音声
区間検出機能）
雑音抑制：AIフィルター
ミュートコントロール： 
タッチセンサー式のミュートコン
トロール（色分けされたLEDイン
ジケーター付き）

インターフェイス & ケーブル
出力：12ピン キャプティブケーブ
ル（2.95m）
入力：12ピン インターフェイスに
より、マイクポッドをデイジーチ
ェーン接続、またはRallyマイクポ
ッドハブに接続

認定
Rallyマイクポッド（ホワイト）： 
プレナム定格、Eca/ 
IEC 60332-1-2準拠

Rallyマイクポッド（グラファイ
ト）：なし

必要システム
Rally：最大7台のマイクポッド  
（システムには1台のRallyマイク
ポッドが含まれています）
Rally Plus：最大7台のマイクポッ
ド（システムには2台のRallyマイ
クポッドが含まれています）
Rally Bar最大4台のマイクポッ
ド（内蔵マイクアレイを補完し
ます）
Rally Bar Mini：最大3台のマイク
ポッド（内蔵マイクアレイを補完
します）
注：Rallyマイクポッドは、スタンドアロ
ンのUSB Rallyカメラとの互換性はあり
ません。

製品寸法
高さ：21mm

幅：102mm

奥行き：102mm

パッケージ内容
Rallyマイクポッド
取扱説明書、保証規定

型番
グラファイト：CC5000EMP

ホワイト：CC5000EMPW

全般仕様
対応デバイス：Rallyマイクポッド
テーブル厚：20～50mm 

グロメット穴径：25～65mm

製品寸法
高さ：90mm

幅：146mm

奥行き：146mm

パッケージ内容
マイクポッドマウントカップ
ネジ山付き ロッド
ナット
ケーブルスプール
取り付けプレート
ネジ
取扱説明書、保証規定

型番
グラファイト：CC5000EMPMT

ホワイト：RALLYBARMPMTOW

RALLYマイクポッドマウント
Rallyマイクポッドマウントは接続を固定してケーブルを隠し、会議室
をプロフェッショナルな外観にします。 
 
ケーブルを隠して、マイクをテーブルまたは天井に固定します
ほとんどのテーブルに適合できるように調節可能
グラファイトとホワイトの2色から選択可能



RALLYファミリー用アクセサリー

寸法：シーリングマウント
高さ：80mm

幅：82mm

寸法：マイクホルダー
高さ：56mm

幅：145mm

パッケージ内容
シーリングマウント
マイクホルダー
取り付けハードウェア
クイックスタートガイド

色
ホワイト

型番
MicPodPenMt

保証
2年間無償保証

マイクポッド ペンダント マウント
Rally マイクポッドを天井から吊り下げるための マウントです。 
 
マイクポッド ペンダント マウントを使用すれば、天井が高すぎるう
えにマイクを取り付けできないテーブルがあるような特殊な会議室
の環境下でも、天井からRally マイクポッドを吊り下げることができ
ます。天井からマイクを吊るすことで、最大規模の会議スペースでも
全員の声を均等に拾うことができるようになります。

全般仕様
3つの12ピン接続により、Rallyマイクポッドまたは追加のRallyマイク
ポッドハブのあらゆる組み合わせに対応
テーブル下取り付けハードウェア
12ピン キャプティブケーブル（2.95m）

必要システム
RallyまたはRally Plus

外付けのRallyマイクポッドを構成に追加した 
Rally BarまたはRally Bar Mini

製品寸法
高さ：16mm

幅：102mm

奥行き：102mm

パッケージ内容
製品本体
取り付けハードウェア
取扱説明書、保証規定

型番
CC5000EMPH

RALLYマイクポッドハブ
最大3台のRallyマイクポッドを接続して、ハブアンドスポークレイア
ウトと柔軟な配置と効率的な配線を実現します。 
 
ほぼすべての会議テーブル構成向けにカスタマイズ可能 

テーブルを横断する配線を減らします
マイクポッドと追加のハブを接続可能



RALLYファミリー用アクセサリー

全般仕様
延長ケーブル（内蔵ケーブル保持クリップ付き）
標準の19mm導管に適合

認定
プレナム定格、Eca/IEC 
60332-1-2準拠

必要システム
Rally Bar（最大2本のケーブルをサポート）
Rally Bar Mini（最大2本のケーブルをサポート）
Rally（1本のケーブルをサポート）
Rally Plus（1本のケーブルをサポート）

製品寸法
ケーブル長：10m

ケーブル太さ：4.2mm

パッケージ内容
Rallyマイクポッド延長ケーブル
取扱説明書、保証規定

型番
RALLY2LONGCBL

RALLYマイクポッド延長ケーブル
より広いスペースに対応するために、RallyマイクポッドやRallyマイク
ポッドハブの配線距離を10メートル延長できます。 
 
プレナム定格およびEca認定により、商用取り付けが可能
標準の19mm導管に適合
最大2本のケーブルを接続して、合計20メートルまで延長可能



RALLYビデオバー用アクセサリー

全般仕様
スイングアームデザイン
対応デバイスをディスプレイの上
または下に取り付けます
調節可能な奥行き（最大
50mm）
調節可能な水平レベル+/- 1°

10°ビデオバー ティルトダウンア
ダプターを使って、ディスプレイ
上の設置角度を最適化

互換性
VESA取り付け部を備えた、最大
98インチ（247.92cm）の壁掛け
またはスタンド取り付け可能な
ディスプレイ

必要システム
Rally Bar

Rally Bar Mini

Rallyカメラ

製品寸法
スイングアームの長さ（最大）： 
900mm

パッケージ内容
VESA準拠のTVマウント
取り付け 用プレート（Rally Bar
用）
取り付け用プレート（Rally Bar 
Mini用）
留め具、取り付け用金具

型番
RALLYBARTVMNT

全般仕様
対応デバイスを壁または移動式
TVスタンドに取り付け
調節可能な水平レベル+/- 1°

10°ビデオバー ティルトダウン ア
ダプターを使って、高い位置に
設置する際に設置角度の補正
が可能

互換性
標準VESA取り付けパターンを備
えた移動式TVスタンドに対応 
 
システム要件
Rally Bar

Rally Bar Mini 
 
製品寸法
高さ：100mm

幅：236mm

奥行き：84mm

パッケージ内容
ウォールマウント
ティルトダウンアダプター
ネジ
取扱説明書、保証規定

型番
RALLYBARWALLMNT

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
り付けることで、設置面積を最小限に抑えながらすっきりとした設置
を実現。 

柔軟な平らな取り付け深度と、配慮の行き届いた配線 

汎用的なスイングアームデザインにより、ほとんどのディスプレイに
適合
10°ティルトダウンアダプターを使って、ディスプレイ上に設置する際
の設置角度の最適化が可能

ウォールマウント（ビデオバー用）
Rally Bar MiniまたはRally Barを壁に取り付けて、すっきりとした見た目
と最小の設置面積を実現。 

ビデオバー内蔵のケーブルリテンション カバーと連携し、しっかりと
した接続が可能 
移動式TVスタンド対応のVESA取り付けパターン
10°ティルトダウンアダプターを使って、高い位置に設置する際に設置
角度の最適化が可能



全般仕様
レアアース磁石を備える高パフ
ォーマンスの76mmドライバー
特許出願中のサスペンションシ
ステムが、振動によるカメラのぶ
れや音声の乱れを除去
Mini XLRケーブル（2.95m）を
Rallyディスプレイハブに接続し
て、信号と電力の両方に対応
お客様にてご用意されるケーブ
ルをご利用の場合、最長3mまで
のMini XLR延長ケーブルに対応
スピーカー音量： 
95 dB SPL @1 W、100 dB SPL 
@7.5 W、共に+/-2 dB @  
0.5メートル
歪み率： 
200Hz～300Hz < 2.5%、 
300Hz～10kHz < 1%@7.5 W

スピーカーサンプリングレー
ト：48kHz

必要システム
ロジクールRallyシステム (1台の
スピーカー)

システム当たりの  
最大スピーカー数：2
注：Rally Bar、Rally Bar Mini、またはスタ
ンドアロンのUSB Rallyカメラには対応し
ていません。

製品寸法
高さ：103mm

幅：449mm

奥行き：80mm

パッケージ内容
製品本体（2.95m Mini XLR 
キャプティブケーブル付き）
取扱説明書、保証規定

型番
CC5000ESP

RALLYシステム（RALLYとRALLY PLUS）用アクセサリー

全般仕様
Rallyシステムのカメラ、スピーカー、およびハブ用のブラケット
反転可能なカメラブラケット（天井近くの設置用）
浮くように取り付けるための薄型スピーカー ブラケット
換気式ハブ用ブラケット（ケーブル保持具付き）

互換性
ロジクールRallyまたはロジクールRally Plus 
注：Rallyマウントキットは、ロジクールRallyシステム専用に設計されています。 
Rallyマイクポッドマウントはオプションです。

パッケージ内容
カメラブラケットx1

スピーカーブラケットx2

テーブルハブ用ブラケット
ディスプレイハブ用ブラケット
ハブ用ブラケットのケーブル保持具x2

締め具 

取扱説明書、保証規定

型番
CC5000EMT

RALLYマウントキット
モジュール式のRallyシステムには、カメラ、スピーカー、およびハブ用
のブラケットが含まれ、すっきりした外観と、安全で目立たない配線
を実現できます。 

堅牢なカメラブラケットは180°反転させて、天井近くに設置すること
ができます
2つの薄型ブラケットを使って、壁上にスピーカーを浮くように取り
付けます
換気式ブラケットとケーブル保持ブラケット（テーブルハブとディス
プレイハブ用）が含まれます

RALLYスピーカー
2台目のスピーカーを、元々は1台のスピーカーで構成されたRallyシス
テムに追加。 

サウンドステージを広げて、快適な音量レベルで会議室全体に広が
るサウンドを実現
Rallyディスプレイハブから信号と電力の両方を受けます
魅力的な左右対称のデザイン



保証
2年間無償保証（すべてのRallyアクセサリー）

デバイス管理
ロジクールSyncは、Rallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、およびRallyスピーカーアクセサリーのデバイス管理に対応しています。

製品名 RALLY BAR MINI RALLY BAR RALLY RALLY PLUS RALLYカメラ

Rallyマイクポッド 最大3* 最大4*
最大7 

（1台同梱）
最大7 

（2台同梱）

Rallyマイクポッド
マウント * *  

マイクポッド ペン
ダント マウント * *  

Rallyマイクポッド
ハブ * *  

Rallyマイクポッド
延長ケーブル * *  

Rallyマウントキ
ット  

ウォールマウント 
（同梱）

TV マウント（ビデ
オバー用）   

ウォールマウント 
（ビデオバー用）  

ウォールマウント 
（同梱）

Swytch     

対応アクセサリー 
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販売代理店または当社 
（www.logicool.co.jp/
vcsales） 
までお問い合わせください

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/

www.logicool.co.jp/vc
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*外付けRallyマイクポッドで内蔵マイクアレイを拡張した場合

商品情報
Rallyマイクポッド：  
www.logicool.co.jp/mic-pod-for-rally

Rallyマイクポッド延長ケーブル： 
www.logicool.co.jp/rally-mic-ext-cable

Rallyマウントキット： 
www.logicool.co.jp/rally-mounting-kit

マイクポッドマウント：  
www.logicool.co.jp/mic-pod-mount

TVマウント（ビデオバー用）： 
www.logicool.co.jp/tv-mount-video-bar

Rallyスピーカー： 
www.logicool.co.jp/rally-speaker

Rallyマイクポッドハブ： 
www.logicool.co.jp/hub-for-rally-mic-pod

ウォールマウント（ビデオバー用）：  
www.logicool.co.jp/wall-mount-video-bars

Swytch：  
www.www.logicool.co.jp/swytch

https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html
https://prosupport.logi.com/
https://www.logitech.com/ja-jp/products/video-conferencing/accessories/wall-mount-video-bars.html
http://www.logicool.co.jp/wall-mount-video-bars
http://www.logicool.co.jp/swytch

