データシート

ロジクールRALLY BAR MINI
Rally Bar Miniは、小会議室やハ
ドルスペース向けのロジクール
の最も先進的な一体型ビデオバ
ーで、シンプルさと多用途性を
兼ね備えています。スタジオ品
質のオーディオとビデオ、AI駆
動のパフォーマンス、および柔
軟な導入オプションを備えた
Rally Bar Miniは、小会議室での
コラボレーションに新しい基準
を設定します。

小～中会議室向けプレミア ビデオバー
Rally Bar Miniは、小会議室とハドルスペース向けの、ロジクールのプ
レミア一体型ビデオバーです。
使いやすく管理や大規模導入が非常に簡単です。ロジクールRally Barの
ような大型ビデオバーの機能を小規模スペース向けのコンパクトなフォ
ームファクターで実現します。スタジオ品質のオーディオとビデオ、
電動式パンとチルト、およびAI駆動のパフォーマンスにより、Rally Bar
Miniはビデオコラボレーションの新しい基準を設定します。
数百または数千の部屋まで拡張可能なRally Bar Miniは、すっきりした
ケーブル管理、複数の取り付けオプション、および柔軟な導入モード
を提供します。あらゆるPCやMacとプラグ&プレイ接続するか、または
コンピュータがなくても、対応ビデオ会議アプリケーションをデバイ
ス上で実行することができます。

特徴 & メリット

ロジクールRALLY BAR MINI

シンプルなセットアップ

シンプルな操作感

シンプルな管理

追加ソフトウェアなしで、あらゆるPCまた
はMacに簡単に接続できます

単一プラットフォームで会議室の状態を監
視し、デバイスを最新の状態に保ち、会議
室の稼働率の把握が可能

内蔵されたコンピュータによって、Zoom
などの対応ビデオ会議アプリケーションを
デバイス上で直接実行することができます

RightSight
Speaker Viewは、話者をフレーム内に収める
と同時に参加者の反応を見ることができるよ
うに会議室全体の様子を画面内に別の画面で
映し出す機能です。Group Viewは、会議参加
者を検出してレンズとズームを自動調整し、
参加者全員をフレーム内に収める機能です。

最小限の設置面積の洗練されたデザイン
で、乱雑にならずに素早くセットアップで
きます

RightLight
あらゆる照明条件下でビデオ設定をインテ
リジェントに調節するため、常に全員を魅
力的に映し出します

USBプラグ&プレイ

アプライアンスモード

一体型デザイン

効率的で柔軟な設置

スマートなケーブル管理と複数の取り付け
オプションにより、大規模導入を確実に
実施

RightSenseテクノロジー

RightSound
AI駆動の音声レベリングと不要な雑音の抑
制により、卓越した明瞭度を実現
ワンタッチでの参加

ロジクールSync

更新の大規模導入

アップグレードやバグ修正を簡単にRally
Bar Miniやその他の対応ロジクール デバイ
スに適用します
先進的なアーキテクチャ

Sync APIは、新しい洞察と統合のための安
定した基盤です
パートナー ダッシュボード サポート

Microsoft Teams、Zoomなどのパートナー
のソリューションと連携し、シンプルなデ
バイス管理体験を実現します

Zoom、Microsoft Teamsなどのクラウドサ
ービスで、素早く簡単に会議を開始できる
Tapをオプションで導入可能

オーディオ

ビデオ

会議室全体に広がるサウンド

Ultra-HDビデオ

アダプティブ ビームフォーミング マイ
クアレイ

会議室を広くカバー

きわめてひずみの少ない大型スピーカー
とRightSoundが、すべての言葉をクリ
アに伝えます

ビームフォーミングマイクが、すべての
座席の音声を拾い、周囲の雑音を抑えな
がら、現在の話者に焦点を合わせます
拡張可能

Rallyマイクポッドを最大2台まで追加す
ることができ、大規模な会議室で、より
広いカバー範囲を実現します

Rallyマイクポッドを最大2台まで追加
することができ、大規模な会議室で、
より広いカバー範囲を実現します。
電動式パンとチルトによって163°（水
平）x 110°（垂直）に対応し、優れた
画質を実現
映画品質

ロジクールRightLight™テクノロジー
が、薄暗い場所や逆光の環境下でも自
然な肌の色を再現します

AIビューファインダー
完璧なフレーミング

2つ目の内蔵カメラレンズは会議参加者を
検出し、RightSight™自動フレーミングを
強化することができます
全員をクリアに表示

遅れて参加した人も含めて、すべての会議
参加者を自動的に検出して、フレーム内に
収めます
自由に移動

AIビューファインダーはシーン認識機能を
使って、カメラを移動する人に自動的に追
従させて、フレーム内に収めます

アクセサリー & 技術仕様

ロジクールRALLY BAR MINI

アクセサリー

TVまたはモニターの上/下にRally Bar
Miniをしっかりと取り付けます

ウォールマウント
（ビデオバー用）

Rallyマイクポッドハブ
（グラファイト）

Rallyマイクポッド（ホワイト）

Rallyマイクポッド延長ケー
ブル

Rallyマイクポッドマウント
（グラファイトとホワイト）

ロジクールTapコントローラ

Rallyマイクポッドハブ

TVマウント（ビデオバー用）

最大2本の10m延長ケーブルで、マ
イクポッドをRally Bar Miniに簡単に
接続します

壁にRally Bar Miniをすっきりと取り
付けて、設置面積を最小化

オーディオ範囲を拡大し、ミュートコ
ントロールに便利にアクセスできます

ケーブルを隠し、テーブルまたは天
井にマイクを固定することで、クリ
ーンかつ洗練した外観になります

Tapを導入して、ワンタッチで簡単
に会議に参加

オーディオ範囲を拡大し、ミュートコン
トロールに便利にアクセスできます

会議テーブルの構成に合わせてマイ
クの配置をカスタマイズ

技術仕様
認定 & 互換性
認定： Microsoft Teams Rooms on Android（
小会議室向け）、Microsoft Teams Rooms
on Windows（小会議室向け）、Zoom
Rooms、Tencent会議室。
アプライアンスモード：アプライアンスモー
ドで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサ
ポート（PCは不要）。Microsoft Teams Rooms
on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip
Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。
USBモード：プラグ&プレイ対応のUSB接続によ
り、あらゆるビデオ会議アプリケーションに対応。
認定と互換性の最新情報については、
www.logicool.co.jp/support/vc-certifications
でご確認ください。

寸法

一般

カメラ

内蔵コンポーネント：ビームフォーミングマイク
x6、PTZカメラ、スピーカーx3、AIビューファイ
ンダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、
テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラット
フォーム

解像度：4K、1440p、1080p、900p、720p、お
よびSD @ 30fps

筐体：テーブルスタンドと特許取得済みのスピー
カーサスペンションシステムが統合された一体型
の筐体により、振動によるカメラぶれやオーディ
オ干渉を排除

ズーム：4倍デジタルズーム

デバイス管理：ロジクールSync
対応ディスプレイ数：2
ディスプレイ解像度：最大1080p

スピーカー

パン：電動式±25°
チルト：電動式±15°
対角画角：120°
水平画角：113°
垂直画角：80.7°
会議室の総カバー範囲（画角 + パンとチルト）
：163°（水平） x 110°（垂直）

RIGHTSENSE™テクノロジー

高さ：91.4mm

ウーファー：70mm

RightLight：各参加者の自然な肌の色を表現。

幅：719mm

ミッドレンジ：2台 / 1.5in

奥行き：101mm

出力：90dB SPL @1W、99dB SPL @8.0W、共に
+/-2dB @ 0.5メートル

RightSight：メインのPTZ（パン・チルト・ズー
ム）カメラが話者にズームインし、同時にAIビ
ューファインダーが会議室内の全員をフレーム
内に収めます。。

レンズの被写界深度：18.5mm
重量：4.03kg

感度：86+/-2dB SPL @ 1W、0.5メートル
全高調波歪み率：1kHz < 2%
スピーカーサンプリングレート：48kHz

RightSound：背景雑音とエコーを抑えながら、
話者の声を他の音と区別して声を自動レベリン
グします。

製品仕様 & リンク

ロジクールRALLY BAR MINI

マイク

インターフェース

電源 & ケーブル

周波数特性：90Hz～16kHz

HDMI出力：2（最大1080p）

電源：自動検出

感度：>-36dBFS +/-1dB @ 1Pa

HDMI入力：1

動作電圧/電力：100～240V、19V、4.74A

マイク データレート出力：48kHz

USB 3.0：Type A x 3、Type C x 1

電源寸法：127mm x 51mm x 30mm

ピックアップ範囲：4.5m

ネットワーク：10/100/1G イーサネット

DCケーブル：1.5m

ビームフォーミングエレメント：5つのアダプテ
ィブ アコースティック ブロードサイドビームを
作る6本の全方位デジタルMEMSマイク

WiFi：802.11a/b/g/n/ac (MIMO)

ACケーブル：1m

外部マイク入力：あり（専用入力は、オプション
のRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、お
よびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート）

HDMI 1.4ケーブル：2m

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）

USB A - USB C 3.0ケーブル：2.2m

リモコン：Bluetooth® Low Energy

ノイズ抑制：AIフィルター
アドオンマイク：最大2台の追加Rallyマイクポッ
ドをサポート

環境

セキュリティ

作動温度：0～40°C
保管温度：-40～70°C
湿度：10～95%
BTU（英熱単位）/時間：57（アイドル状態）、
64（会議中）

全内部ストレージ暗号化：AES-128
データ暗号化：対称鍵、PKI
デバイスID：デバイス認証による保護
デバイスアクセス：APIを使用して認証
キーの保護：Arm TrustZone、RPMP

保証
標準：2年間無償保証が含まれます
延長：ハードウェア購入時に、1年間の延長保証
を購入できます。詳細は販売代理店にお問い合
わせください。

パッケージ内容
Rally Bar Mini
電源
AC電源コード
HDMIケーブル

型番

USBケーブル
リモコン
レンズキャップ（メインレンズとAIビューファインダー用）
取扱説明書、保証書､保証規定

www.logicool.co.jp/RallyBarMini
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

Rally Bar Mini - グラファイト

Rally Bar Mini - ホワイト

RALLYBARMGR

RALLYBARMWH

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/
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