
アプライアンス

データシート

ロジクールソリューション（ZOOM 
ROOMSアプライアンス用）
ワンタッチでの参加、ワンクリック 
ダイレクト共有、ロジクール Tap IPが
もたらす一貫した会議体験により、あ
らゆるスペースを簡単にZoom会議室
に変えられます。Logicool®ソリュー 
ション（Zoom Roomsアプライアンス
用）は、事前構成済みで、セットアップ
や管理が簡単です。小、中、または大
会議室向けの構成のいずれかを選ん
でから、各構成に合わせてマウントと
アクセサリーでカスタマイズします。

非常にシンプルな会議室ソリューション

ロジクールソリューション（Zoom Roomsアプライアンス用）には、Ultra-HD
ロジクール会議用カメラ（電動式パン/チルト、RightSense™テクノロジーを
搭載）と、ロジクール Tap IPタッチコントローラが含まれており、あらゆるサ
イズや形状の会議室に対応します。Zoom Roomsアプライアンスのサポー
トにより、PCやMacなしで、非常に簡単なセットアップが可能になります。ま
た、Zoomダッシュボードを通したデバイス管理は今までになく簡単です。

システムはすっきりと梱包され、安全に設置できる状態で届きます。ロジクー
ル会議室ソリューションは、高品質なコンポーネント、配慮の行き届いた配
線、柔軟な取り付けが可能なため、職場全体にZoom Rooms™を簡単に導入
できます。



中会議室
中会議室向けに特化した一体型ビデ
オバー、ロジクールRally Barで、優れ
た光学系と会議室全体に広がるオー
ディオを体験してください。ディスプ
レイや壁面にすっきりと取り付けた
り、サイドボード上に設置が可能。

大会議室
拡張可能なRALLY PLUS
会議カメラシステムとZoom 
Roomsソフトウェアが内蔵されたロ
ジクールRoomMateコンピュータアプ
ライアンスで構成される大会議室向けの
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します。

主なコンポーネント

アプライアンスベースのソリューション（すべての会議室タイプ）

ロジクールRALLY BAR MINI
小会議室向けの、Zoom Roomsサポー
トを内蔵する高性能な一体型ビデオ 
バー（グラファイトまたはホワイト） 

電動式パン/チルト対応レンズが広いカ
バー範囲を提供
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™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
最大2台のRallyマイクポッドを追加し
て、集音範囲を拡張

ロジクールRALLY BAR
中会議室向けの、Zoom Roomsサポー
トを内蔵する一体型ビデオバー（グラ 
ファイトまたはホワイト）

最大5倍の光学ズーム、デジタル拡
張により合計最大15倍でロスレス
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
優れた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
最大3台のRallyマイクポッドを追加し
て、集音範囲を拡張

ロジクールRALLY PLUSと
ROOMMATE
ビデオコラボレーションに特化した
コンピュータアプライアンスを搭載し
た、大会議室向けのモジュール式ビデ
オ会議システム

ほぼすべてのサイズや形状の大会議
室に合わせてカスタマイズ可能
優れた光学系、最大5倍の光学ズー
ム、デジタル拡張により合計最大15
倍を実現 

2台のRallyスピーカーと2台のRallyマイク
ポッド（最大7台まで拡張可能）によっ 
て、すべての声がクリアに伝わります

ロジクール TAP IP
ネットワークに接続可能なタッチコントローラ
- 応答性に優れた10.1インチ タッチスクリーン
-  1本で済むパワー オーバー イーサネット（PoE）ケーブルとすっきりし
た安全なケーブル管理

- 便利なワンクリック ダイレクト コンテンツ共有をサポート

オプションのテーブルマウントとライザーマウントは180°回転するた
め見やすく、利便性が向上します。ウォールマウントで壁面に設置すれ
ば、小会議室や多目的会議室でスペースを節約できます。

小会議室
ロジクールRally Bar Miniによる小会
議室向けの構成は 、優れたオーディ 
オとビデオをコンパクトな一体型 
フォームファクターで実現します。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。



その他のコンポーネント

アクセサリー

ロジクールROOMMATE
Zoom Rooms サポートを内蔵するコン 
ピュータアプライアンス。

RALLYマウントキット（RALLY PLUS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。

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。

RALLYマイクポッドマウント
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）

TVマウント（ビデオバー用）
Rally Bar MiniまたはRallyバーを、会議室 
ディスプレイの上または下に浮くように取り
付けます。

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、設置面積を最小化。

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。Rally Bar Mini、Rally Bar、Rally Plusに対
応。（グラファイトまたはホワイト）

大会議室向けの構成にはすべてのコンポーネントが含まれています。小・中会議室向けの構成では、Rallyマイクポッドハブはオプションです。

ロジクールSWYTCH
Zoom会議室に設置したAV機器を、あらゆる会議、Webセミナー、ス
トリーミングアプリケーションで使用できます。

-  あらゆるロジクール会議室ソリューションにマルチベンダー互換性
を追加

- HDMIケーブル不要で、USB-AまたはUSB-CでノートPCに接続
- �目に見えるケーブルが1本だけの目立たないコンポーネントにより、
すっきりとした外観と直感的なユーザー体験を実現



会議室のサイズ 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

Zoom Roomsアプライアンス 内蔵 内蔵 ロジクールRoomMate

ロジクール Tap IP  
タッチコントローラ   

Rallyマウントキット   

Rallyマイクポッドハブ 

オプションアクセサリー

Tapテーブルマウント
Tapライザーマウント
Tapウォールマウント

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）
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
Swytch

Tapテーブルマウント
Tapライザーマウント
Tapウォールマウント

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）
Rallyマイクポッド（合計3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
Swytch

Tapテーブルマウント
Tapライザーマウント
Tapウォールマウント

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

Swytch

サポートリソース
セットアップガイド（印刷版）
ロジクール サポート サービス

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。
詳細は販売代理店にお問合せください。

技術仕様

© 2021 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロ
ジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人
です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標ま
たは登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの
所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在す
る可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはあり
ません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報
は、通知なしに変更される場合があります。

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/

www.logicool.co.jp/vc

商品情報
ロジクールソリューション（Zoom Roomsアプラ
イアンス用）：  
www.logicool.co.jp/zoom-room-appliances

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

ロジクールSwytch： 
www.logicool.co.jp/swytch 

ロジクール Tap IP： 
www.logicool.co.jp/tapip

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

RightSenseテクノロジー： 
www.logicool.co.jp/rightsense

ロジクールRoomMate： 
www.logicool.co.jp/roommate

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