
GROUPは中～大規模会議室向けのビデオ会
議システムで、あらゆる会議室を手ごろな価
格でビデオ会議スペースにすることが可能で
す。携帯電話のようなシンプル操作と、オ 
フィスチェアほどに手頃な価格で、簡単にビ
デオ会議を実現できます。

GROUPはUSBプラグ&プレイ接続により、簡
単に設置することができます。自身の使い慣
れたパソコン環境とビデオ会議ソフトウェア
アプリケーションでの使用が可能です。

非常に鮮明な画像と全二重スピーカーフォンに
より、会議出席者全員の画像と音声が明瞭に
伝わる、優れたビデオ会議体験を実現します。 
ノートパソコンを接続して簡単に会議を開始し
たり、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー対応
のモバイルデバイスから最先端のスピーカー 
フォンを使用して、高音質のオーディオ会議
をすることも可能です。

広い会議室で優れた 
アイデアを生み出しましょう
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進化したビデオ会議。
GROUPは14～20人のグループ向けのビデ
オ会議ソリューションで、高品質のHDビ
デオと非常にクリアなオーディオを実現
し、あらゆる会議室をビデオ会議スペー
スにすることができます。アコースティ
ックエコーキャンセレーション、ノイズ
リダクションテクノロジー、および直観
的なコントロール等、進化した機能によ
り、誰もが簡単にビデオ会議に参加可能
です。

 
 

シンプル、簡単に開始できるビデオ会議。
GROUPはUSBプラグ&プレイ接続により、
簡単に使用することができます。ノート
パソコンを接続して、自身の使い慣れた
パソコン環境とビデオ会議ソフトウェア
アプリケーションをそのまま使用するこ
とが可能です。さらに、Bluetooth®ワイ
ヤレステクノロジー対応のモバイルデバ
イスから最先端のスピーカーフォンを使
用して、高音質のオーディオ会議をする
ことも可能です。

 

 
 
 

会議スペースを自由にカスタマイズ。
GROUPでは、複数のカメラマウントオプ
ションによって、会議室のセットアップ
を柔軟にカスタマイズすることができま
す。テーブル上でカメラを使用、あるい
は同梱のハードウェアパーツを用いて壁
上に取り付けも可能です。カメラの底面
にはカメラ用の三脚取り付け口があり、
様々なカスタマイズを可能にします。会
議の出席者は、ベース周辺の直径6メー
トル内でクリアな会話をすることができ
ます。オプションの拡張マイクを使用す
れば、範囲を8.5メートルまで拡張するこ
ともできます。

GROUP 会議室セットアップ GROUP + 拡張マイク 会議室セット
アップ

オブジェクトのクローズアップやホワイトボードの内
容を鮮明に表示するために、GROUPカメラは10倍ロス
レスズームを搭載。これによって優れた解像度と明瞭
度を実現し、あらゆるディテールの確認が可能になり
ます。
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ビデオ オーディオ 接続と使用

30フレーム/秒でHD 1080pのビデオ画質 
臨場感のあるフルHDビデオを会議室で実現、出席者
の表情、ジェスチャーや動作も明瞭に表示します。 

H264 UVC 1.5規格のスケーラブル ビデオ コーディン
グ (SVC)
カメラ内でビデオ処理を行い、利用可能なビット
ストリームに動的に調整することによって、パソ
コン側の処理とバッテリー消費を抑えます。結果
として、Skype® for Business、Windows® 8および
Windows 10などのアプリケーションでのビデオスト
リームがよりスムーズになります。  

90°の視野角を 260度のパンと130度のティルト（メカ
ニカル）で実現
非常に広い視野とスムーズなパン/ティルト コント
ロールにより、参加者全員とのコミュニケーション
がよりスムーズになります。 

10倍ロスレスHDズーム
オブジェクトのクローズアップやホワイトボードの
内容に焦点を定め、優れたディテールと明瞭度を実
現します。

オートフォーカス
高解像度レンズが参加者やオブジェクトに自動的に
焦点を合わせ、レンズがどこに向いていても非常に
鮮明な解像度を実現します。

鮮明な画質
対面コラボレーションを強化。ロジクールの高度な
レンズ テクノロジーが、優れた解像度、速度、滑
らかさ、色バランス、およびディテールで、卓越し
た画質を実現します。

遠隔カメラコントロール
他の場所にある別のロジクールConferenceCamまた
はWebcam C930eのカメラ パン、ティルトおよびズー
ム機能1を遠隔操作することが可能です。

5種類のカメラ プリセット
複数のカメラ プリセットによって、頻繁に使用する
ビュー（会議テーブル、ホワイトボード、クローズ
アップなど）に簡単にフォーカスし、ボタンをタッ
チするだけで各ビューを素早く切り替えることがで
きます。

プラグ&プレイのカメラセットアップ
同梱の4.9mケーブルでカメラをハブに接続するだけ
で、すぐに起動して動作します。

全二重スピーカーフォン
クリアで明瞭な、臨場感のあるサウンドで、お互い
の声を聞くことができます。さらに、キャストメタ
ルのベースコンソールには、高度なオーディオ機能
と直観的なコントロールが搭載されています。

広範なオーディオ
会議の出席者は、スピーカーフォンの周囲直径6メ
ートル内で会話ができ、音声が相手に非常に明朗に
伝わるため、同じ部屋で会話をしているような臨場
感のある会議体験が可能です。

拡張マイク（オプション）
6メートルから8.5メートルまで会話範囲を拡張でき
るため、スピーカーフォンから離れている人の声も
クリアに聞くことができます。マイク（2個一組で別
売）は、GROUPスピーカーフォンに差し込むだけで
自動的に認識され、設定されます。

4本の全方位マイクによるビームフォーミング テク
ノロジー
音波反射（残響）を最小化し、 オーディオ アーチフ
ァクトを散らすことで、リアルで自然な会話を実現
します。 

アコースティックエコーキャンセレーション
高度な音響工学がエコーを減らし、通話がより自然
に聞こえるようになります。 

ノイズリダクション テクノロジー
環境ノイズや雑音を抑え、通話の双方でより自然な
会話をサポートします。 

HDオーディオ
高帯域幅のオーディオが高品質の音声を再生し、臨
場感のあるコミュニケーション体験を可能にします。

視覚的な通話ステータス インジケーター
通話中、着信があった時や着信がミュートになった
時にはLEDが点灯してステータスをお知らせします。

LCDが発信者番号などの情報を表示
通話関連の情報2（発信者番号、通話時間など）、お
よびスピーカーフォン/カメラ機能インジケーター（
音量コントロールなど）がLCDディスプレイ画面に
表示されます。

プラグ&プレイのスピーカーフォン セットアップ
同梱の4.9mケーブルでスピーカーフォンをハブに
接続するだけで、瞬時に起動して動作します。

優れたクラウド通信アプリとの連携
ロジクールはトップクラスの通信開発者と提携して
おり、GROUPとアプリが連携した、シームレスな使
用体験を実現します。

Macおよびパソコンとの互換性 
パソコンまたはMacを接続するだけで、使い慣れた
パソコン環境で会議を実施することができます。 

大部分のUCおよびビデオ会議アプリケーションに対
応
好みのデスクトップビデオ会議アプリケーションを
使用して、会議を行うことが可能です。

Bluetoothワイヤレステクノロジーと近距離無線通
信(NFC)テクノロジー3 
スピーカーフォンをBluetoothワイヤレステクノロジー
対応デバイスに接続して高音質のオーディオ通話を
開始、あるいはNFC対応モバイルデバイスを近づけ
てペアリングすることも可能です。 

プロフェッショナル グレードの認証
主要ビジネス認証（Skype for Business認定、Cisco 
Jabber®およびWebEx®対応4）およびロジクール コ
ラボレーション プログラム (LCP) メンバー5との連
携強化により、多くのビジネスグレードのビデオ会議
プラットフォームとの統合を可能にします。

GROUPのエクステンダーケーブル（オプション）
GROUP 10mエクステンダーケーブル（オプション）
によって、ロジクールGROUPハブとカメラ/スピー
カーフォン間の距離を5メートルから10メートルに延
長することができます。また、より広い会議室向けに
GROUP 15mエクステンダーケーブル（オプション）
を使用すれば、5メートルから15メートルに延長する
ことができます。6

複数のカメラ取り付けオプションとデバイスセット
アップ構成
お好みの構成で会議室をセットアップ。カメラとス
ピーカー間の最長距離は9.8メートルです。テーブル
上でカメラを使用、あるいは同梱のハードウェアを
使って壁上に取り付け。カメラの底面にはカメラ用
の三脚取り付け口があり、様々なカスタマイズを可
能にします。

ドッキング式リモコン
スピーカーフォンのベースコンソール上で、あるいは
未使用時はコンソールにドッキング可能なリモコンを
使って、カメラのパン、ティルト、ズーム、音量アッ
プ/ダウン、受話/終話7機能を操作可能です。

PTZアプリ 
使いやすいソフトウェア アプリをインストールしたパ
ソコンまたはMacから、ローカルカメラのパン、ティ
ルトおよびズーム機能をコントロール可能です。
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1 Skype® for Business、およびVidyo、Zoom、Lifesize Cloudを含むロジクール コラボレーション プログラム (LCP) メンバー（最新情報はwww.logicool.co.jp/lcpをご覧ください）
2 Skype®およびCisco Jabber® 
3 NFC対応のモバイルデバイス
4 最新バージョンについては、www.logicool.co.jp/ciscocompatibilityを参照してください
5 Blue Jeans、BroadSoft、Lifesize、Vidyo、およびZoomを含む。完全なリストおよび最新情報については、www.logicool.co.jp/lcpをご覧ください
6 GROUP エクステンダーDINケーブルについて更なる情報はwww.logicool.co.jp/accessoriesをご覧ください
7 Skype® for Business、Skype®、Cisco Jabber®、および統合が完了したLCP参加メンバー (最新情報はwww.logicool.co.jp/lcpをご覧ください。)

www.logicool.co.jp/GROUP

購入前のお問い合わせ： 
株式会社ロジクール
TEL 03-6385-7102 
9:00～17:30 土日祝祭日を除く
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
TEL 050-3786-2085 
9:00～19:00 土日祝祭日を除く
Eメールサポート　
http://www.logicool.co.jp/contact

© 2017 Logitech, Logicool.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。

パッケージ内容

カメラ、スピーカーフォン、リモコン、5mケーブル2本（ス
ピーカーフォンとハブ、カメラとハブ間接続用）、3mケーブ
ル1本（ハブとパソコン間接続用）、マジックテープ（ケーブ
ル整理用）、マジックテープ（ハブ－テーブルの固定用）、
ハブ、電源アダプター（地域別プラグ付き）、マウント、ク
イック スタート ガイド、保証書。  

  システム要件 

Windows 7、Windows 8またはWindows 10 
Mac OS X 10.7以降 
Google Chromebook バージョン29以降 

注意：フルHDサポートについては、お使いのシステム アプリ
ケーションのプロバイダーのシステム要件をご確認ください

製品の寸法と重量

カメラ
130 x 170 x 138mm 
585g

スピーカーフォン 
240 x 65 x 240mm 
1223g

ハブ 
94 x 34 x 74mm 
83g

リモコン 
50 x 120 x 12mm 
51g

壁/テーブルマウント 
210 x 120 x 99mm 
255g

拡張マイク 
83 x 83 x 21mm 
230g

GROUP 10m 
エクステンダーケーブル 
ケーブル/リピーター 
10m x 4mm/50 x 12mm 
278g

GROUP 15m 
エクステンダーケーブル 
ケーブル/リピーター 
15m x 5mm/50 x 12mm 
510g

カメラ

リモコンまたはコンソールから、スムーズな電動パン、ティ
ルト、ズームをコントロール

260°のパン、130°のティルト

10倍ロスレスHDズーム

90°の視野角

フルHD 1080p 30fps 

H.264 UVC 1.5、スケーラブル ビデオコーディング（SVC）

オートフォーカス

5種類のカメラ プリセット

ConferenceCam製品の遠隔コントロール（PTZ）

Kensingtonセキュリティ スロット

ビデオストリーム確認用LED

標準三脚取り付け口

リモコン

ドッキング式 

8.5メートルの範囲

スピーカーフォン

全二重スピーカーフォン 

アコースティックエコーキャンセレーション 

ノイズリダクション テクノロジー

ウルトラ ワイドバンド オーディオ

BluetoothおよびNFCワイヤレステクノロジー

発信者番号、通話時間、その他レスポンスを表示するLCD

スピーカーフォンのストリーミング、ミュート、保留および
Bluetoothワイヤレスペアリングを示すLED 

タッチコントロールで、受話 /終話、音量およびミュー
ト、Bluetoothのほか、カメラPTZ、「ホーム」プリセットおよ
び遠隔コントロールを実行

マイク（Tx）

6メートルの受信範囲をサポートする4つの全方位マイク

     周波数特性：100Hz – 11KHz

     感度：-28dB +/-3dB

     ひずみ：<1% @ 1KHz @ 106dB

スピーカー（Rx）

     周波数特性：120Hz – 14KHz

     感度：83dBSPL +/-3dB @ 1W/1M

     最大出力：91dBSPL

     ひずみ：<5%、200Hzから

Kensingtonセキュリティ スロット

ハブ/ケーブル

全部品接続用の、マウント可能なセントラルハブ

テーブル下取り付け用接着剤溶液を同梱

ハブとカメラ/スピーカーフォン接続用ケーブル2本 
（長さ：5メートル）

パソコン/Macへの接続用USBケーブル1本 
（長さ：3メートル）

AC電源アダプター（長さ：3メートル）

取り付け

壁またはテーブル上にカメラを設置可能なマウント用金具付属 

準拠およびツール

USB 2.0準拠

UVC準拠のビデオおよびオーディオで、幅広いアプリケーシ
ョン互換性を実現

Skype for Business認定、Cisco対応4、およびロジクール コラボ
レーション プログラム (LCP) メンバーとの連携を強化5

ダウンロード可能な診断ツール

設置場所でアップグレード可能なファームウェアツール

アドバンス機能をサポートする、ダウンロード可能なアプリ 
プラグイン

技術仕様

製品情報

Logicool GROUP CC3500eR
参考価格：140,400円（税込）
品番：960-001207
JANコード：4943765046318

拡張マイク（別売）STMP100
参考価格：43,200円（税込）
品番：989-000172
JANコード：4943765043744

GROUP 10mエクステンダーケーブル (別売)CC10CB
参考価格：13,770円（税込）
品番：939-001489
JANコード：4943765045809 

GROUP 15mエクステンダーケーブル (別売)CC15CB
参考価格：27,820円（税込）
品番：939-001495
JANコード：4943765046226 

保証

2年間無償保証

パッケージ、外箱寸法と重量

Logicool GROUP CC3500eR 

パッケージ寸法と重量：500 x 152 x 310mm , 4.1kg

パッケージ入数：2

外箱寸法と重量：522 x 322 x 341mm, 9.13kg

拡張マイク STMP100 

パッケージ寸法と重量：195 x 95 x 410mm, 0.55kg

パッケージ入数：5

外箱寸法と重量：220 x 207 x 110mm, 2.77kg

GROUP 10mエクステンダーケーブル CC10CB 

パッケージ寸法と重量：204 x 38 x 206mm, 0.28kg

パッケージ入数：9

外箱寸法と重量：376 x 214 x 222mm, 2.9kg

GROUP 15mエクステンダーケーブル CC15CB 

パッケージ寸法と重量：261 x 60 x 276mm, 0.6kg

パッケージ入数：9

外箱寸法と重量：462 x 251 x 272mm, 6.2kg

2017年6月発行




