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1 Synergy Research Group社、2021年第1四半期の世界の従来型およびUSBビデオ通話機器市場シェアレポート
2 フロスト＆サリバン ベストプラクティス グローバル ビデオ会議デバイス マーケットリーダーシップ アワード

ハイブリッドワーカーのためのビデオコラボレーション

人々の働き方は一変しました。柔軟性が高まり、特定の場所に縛られない
ようになってきています。働く場所はオフィスだけとは限りません。人々
は、その時々に自分がいる場所で仕事をしています。

こうした新しい働き方の登場により、場所や時間帯を問わず、人々が向か
い合ってつながることを可能にするビデオ機器がコラボレーションに不可
欠なものとなっています。また、こうした環境で働くすべての人が公平に
テーブルに着くためにも、ビデオ機器はなくてはならないものです。

ロジクール ビデオコラボレーション ソリューションは、ハイブリッドワ
ーカーのために設計されています。セットアップや管理が容易で使いやす
いのが特長です。当社のソリューションは、すべての参加者の姿と声をは
っきり相手に届けることで、会議の公平性と平等な参加を促します。

当社がエンドユーザーから愛され、ITリーダーによって選ばれている背景
には、こうした「人を第一に」考える設計姿勢があります。ロジクールは
現在、ビデオ会議用ハードウェアのランキングで世界1位に選ばれ1、フロ
スト＆サリバン社からはビデオ会議デバイスの市場リーダーであると評価
されています2。

詳細はこちら：logicool.co.jp/vc

ロジクール®は、すべての人が
公平に会議を体験できるビデ
オコラボレーション ソリュー
ションによってハイブリッド
ワークをサポートします。品
質、生産性、コラボレーショ
ンから生まれる創造性を損な
うことなく、従業員やチーム
が、どこにいても、共により
良い仕事ができるよう支援し
ます。

https://logicool.co.jp/vc
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すべてを備える会議室ソリューション

ロジクール会議室ソリューションは、事前構成済みで、あらゆる広さやレイ
アウトの会議室に対応できます。会議室ソリューションには以下が含まれて
います。

 � ロジクールの、会議室に最適化されたUltra-HDカメラ、または電動式パ
ン/チルトおよびAIテクノロジー（自動フレーミングなど）を搭載したビ
デオバー

 � 会議へのワンタッチでの参加を実現するロジクール TapまたはTap IP会
議室用タッチコントローラ

 � コンピュータ プラットフォーム（次のいずれかの構成から選択可能）

  •   Mini PCまたはRoomMateを利用したPCベースのコンピュータ アプ
ライアンス

   • ��ビデオバーに組み込まれた単体のアプライアンス

 � デバイス管理プラットフォームSync。ご使用のビデオサービス管理ツー
ルと連携し、会議室用デバイスを最適化してAI駆動の会議室分析を実行

会議室ソリューションのコンポーネントには、柔軟なマウントオプションが
用意され業務用途に考え抜かれたケーブル管理が備わっているため、会議ス
ペースがすっきりし、機器をしっかり固定できます。また、会議室ソリュー
ションを強化する、以下のような製品もオプションでご用意しています。

 � AI搭載のホワイトボードカメラScribe。ホワイトボードに書かれた内容
をビデオ会議で簡単に共有

 � Tapスケジューラー。オフィスにいる従業員が会議室を簡単に特定、予
約可能

 � 拡張マイク、マウント、ケーブル、ロジクールSwytchなどのアクセサリ
ー 

ロジクールの会議室ソリューショ
ンは、以下を含む主要なビデオコ
ラボレーション サービスで認定
されています。または、それらと
の互換性があります。
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小、中、大会議室向けソリューション

小会議室
2～6人
小会議室またはハドルスペースで高品質な音声と映
像を利用したいときには、Rally Bar Miniが最適で
す。RightSight自動フレーミングといったAI駆動の機能
を活用できます。

小会議室向けには、さらにコンパクトなMeetUpもご用
意しています。

Tapはテーブルに設置できます。ウォールマウントを使
用すれば、スペースをさらに節約できます。

中会議室
8～12人
会議室が広くなればテーブルも大きくなり、参加者は
カメラからさらに離れて座ることになります。こうした
スペースには、一体型のRally Barまたはモジュール式
のRallyシステムが最適です。

いずれのソリューションも、先進のUltra-HD解像度を
実現する高品質な会議用カメラで、さまざまな広さや
レイアウトの会議室に対応できます。

大会議室
16～20人、またはそれ以上
大会議室向けの構成には、拡張可能なRally Plusシステ
ム（Ultra HD Rally カメラ、2台のスピーカー、2台のマ
イクポッドで構成）が含まれ、会議室全体にきわめて
鮮やかな映像と音声を提供します。

特大のスペースや、教室のような独自のレイアウトを
持つスペースでも、マイクポッドを7台にまで拡張すれ
ば、最大46人に対応できます。
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ビデオバーと会議用カメラ

ロジクールでは、さまざまな会議室や会議スペースに最適なビデオバーと会議用カメラを幅広くご用意しています。多くの
企業が会議室にロジクールデバイスを導入し、ビデオ会議用ハードウェアソリューション分野で当社が世界1位に選ばれる
大きな理由は、当社の高度なビデオとAIのテクノロジーにあります。

その他のカメラ製品に関する詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。

Rally Barは、中会議室向けのプレミア一体型ビデオバーで
す。優れた光学系、パワフルなオーディオ、そして驚くべ
きシンプルさが、ビデオコラボレーションの新たな基準を
打ち立てます。USBモードまたはアプライアンスモードで
導入できます。

Rally Plusは、大会議室および特大会
議室向けの、プレミア ビデオ会議シ
ステムで、パワーと柔軟性を兼ね備
えています。PTZ（パン・チルト・ズ
ーム）対応のUltra-HDカメラ、モジ
ュール式オーディオ、AIによるパフォ
ーマンスを特長としています。合計最
大7台までマイクポッドを追加して、
集音範囲を拡張することができます。

Rally Bar Miniは、小会議室やハドルスペース向けの先進
的な一体型ビデオバーで、シンプルさと汎用性を兼ね備え
ています。USBモードまたはアプライアンスモードで大規
模に導入可能です。

RALLY BAR

RALLY PLUS

RALLY BAR MINI

MeetUpは、小会議室向けのプラ
グ＆プレイの会議用カメラです。コ
ンパクトで設置しやすいフォームフ
ァクターに、電動式パン/チルトと最
大5倍ズームに対応した超広角レンズ
を備えています。

MEETUP

Rally カメラは、中会議室と大会議室
に最適な、最大4Kの解像度で素晴ら
しく鮮やかな映像を届ける高品質な
単体のUSBカメラです。Rallyは、サ
ードパーティのソリューションとの
併用や、大規模な会議室、教室、講
堂での第2カメラとして使用すること
ができます。

RALLY カメラ

https://www.logicool.co.jp/video-collaboration/products
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タッチコントローラとスケジューリングパネル

TAP
会議へのワンタッチでの参加や簡単なコンテン
ツ共有を実現する、シンプルなセットアップの
会議室用タッチコントローラです。すっきりし
た安全な配線と複数のマウントオプションに対
応し、参加者の近くに使いやすく配置できるた
め、整然としたプロフェッショナルな設置を実
現します。HDMI取り込みまたは接続した会議
室システムでコンテンツを瞬時に共有できま
す。Tapは、USB接続のタッチコントローラを使
用する会議室ソリューションに含まれています。

TAP IP
会議へのワンタッチでの参加や簡単なコンテン
ツ共有を実現する、シンプルなセットアップ
の会議室用タッチコントローラです。ネットワ
ーク接続に対応しています。単一のPower over 
Ethernet（PoE）ケーブルで、すっきりした安全
な配線が可能で、複数のマウントオプションがあ
るため、簡単に設置でき、常時接続可能な状態で
ビデオ会議にいつでもすぐ対応することができま
すTap IPは、IP接続のタッチコントローラを使用
する会議室ソリューションに含まれています。

TAPスケジューラー
会議スペース専用のスケジューリングパネル。
遠くからでも会議室の空き状況がわかるほか、
近付けば会議の詳細を確認できます。急な会議
のためにスペースの使用を申請したり、予定さ
れている会議であれば前もって予約したりでき
ます。すっきりしたケーブル管理と付属のマウ
ントにより、あらゆる会議スペースの外にプロ
フェッショナルに設置してすばやく導入するこ
とが可能です。
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SCRIBE
ロジクールScribeは、AI搭載のホワイトボード カ
メラで、板面の内容をビデオ会議で簡単に共有で
きます。Microsoft Teams RoomsやZoom Rooms
などの主要なビデオ会議サービスに対応してい
ます。内蔵AIとカスタムレンズを搭載したScribe
は、ホワイトボードの内容をビデオ会議に抜群の
見やすさでブロードキャストします。ワイヤレス
共有ボタンをワンプッシュするだけで簡単に共有
を行えます。また、Tapタッチコントローラでも
簡単に共有を開始することができます。

SWYTCH
ロジクールSwytchは、Microsoft Teams RoomsやZoom Roomsなどの
サービスを利用した会議室ソリューションの、互換性の問題を解消しま
す。Swytchを使用すれば、会議室のAV機器をビデオ会議、Webセミナ
ー、ストリーミング用のあらゆるアプリケーションで使用することができ
ます。いずれかのアプリケーションをノートPCで起動し、Swytchに接続
するだけです。SwytchのUSBタイプA + C汎用コネクタは、テーブルにし
っかりと取り付け可能です。そのため、複数のケーブル、アダプタ リン
グ、リセット手順といった、ユーザーを混乱させトラブルチケットの発生
につながる要因が取り除かれます。

会議室ソリューションを強化する各種製品

コンピュータ デバイス

Rally BarやRally Bar Miniに組み込まれ
ているものと同じアプライアンス プラ
ットフォームを、単体のデバイスとし
て利用でき、MeetUpやモジュール式の
RallyもしくはRally Plusシステムなど対
応する会議用カメラを使用する会議室
ソリューションで使用することができま
す。省スペース型のアプライアンスであ
るRoomMateを使用すれば、Microsoft 
Teams Rooms on Android、Zoom 
Roomsアプライアンスなどの対応サー
ビスを簡単に導入できます。

Google Meet対応の会議室ソリュー
ションですぐに使用できる、Google
認定の省スペース型ハードウェア。

Windowsに対応した会議室ソリ
ューション用の、省スペース型
コンピュータ デバイス。さま
ざまなコンピュータ ベンダー
（Dell、HP、Intel、Lenovoなど） 
の製品をお選びいただけます。

ROOMMATE GOOGLE MEETハードウェアMINI PC
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アクセサリー

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）     

3台のRallyマイクポッドを接続でき
ます。大きなテーブルでも最適なマ
イク配置を可能にします。大会議室
向けの構成に含まれています。

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）     

RALLYマイクポッド

RALLY マイクポッドハブ

RALLYマイクポッド マウント

RallyマイクポッドまたはRally マイ
クポッドハブの配線距離を10メート
ル延長します。より広いスペースへ
の対応が可能になります。

RALLYマイクポッド延長ケーブル
モジュール式Rallyシステムのコンポ
ーネント（カメラ、スピーカー、デ
ィスプレイハブ、テーブルハブ）用
の取り付けブラケット。

RALLYマウントキット（RALLY PLUS用）

Rally Bar、Rally Bar Mini、Rally カメラをディスプレイの
上または下に取り付けるためのVESA準拠のマウントです。

TVマウント（ビデオバー用）

会議室をカスタマイズするための豊富なアクセサリーをご用意しています。
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ケーブルを固定し、RoomMateなどの
省スペース型コンピュータ デバイス
を、100mmのVESAパターンを使用して
壁面、テーブルの下、ディスプレイの後
ろに取り付けることができます。

PCマウント

MeetUp拡張マイク用の10メートルの
延長ケーブルです。

MEETUPマイク延長ケーブル

ミュートコントロール搭載の拡張マ
イクを追加すれば、MeetUpの集音
範囲を拡大できます。

拡張マイク（MEETUP用）
MeetUpをディスプレイの上または
下に取り付けるためのVESA準拠のマ
ウントです。標準サイズとXLサイズ
をご用意しており、55～90インチの
ディスプレイに対応します。

TVマウント（MEETUP用）

ロジクール Tapタッチコントローラは、テーブルマウント
を使用すればテーブルに水平に、ライザーマウントを使用
すれば見やすい角度に傾けて固定できます。狭い会議室で
ウォールマウントを使用すれば、テーブル上のスペースを
節約できます。

Rally Bar MiniまたはRally Barを壁に取り付けることでス
ペースを節約します。

ウォールマウント（ビデオバー用）

テーブル、ライザー、ウォールマウント（TAP用）

アクセサリー
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パーソナルコラボレーション ソリューション

会議室内の姿や声を、リモートからの参加者にクリアに届けることが重要であるのと同様、自宅などで働く人も、最高の
見た目と音質を実現する必要があります。ロジクール パーソナルコラボレーション ソリューションは、きわめて鮮やかな
映像と音声を実現し、気が散る要因を抑制し、ユーザー自らが自分の映り方をコントロールできるようにすることで、あ
らゆるワークスペースをすぐにコラボレーションスペースに変えることができます。

LOGI DOCK
Logi Dockは、主要なビデオ会議サービスとシームレスに連携する会議室コ
ントロールと内蔵スピーカーフォンを備えた一体型のドッキングステーショ
ンです。パーソナルワークスペース、プライベートオフィス、フォーカスル
ーム向けに設計されたLogi Dockは、ワンタッチで簡単に会議に参加*する
ことができ、通話や音楽鑑賞向けにきわめて鮮やかな音声を提供します。シ
ンプルなセットアップでデスクトップ用周辺機器と接続でき、散らかったワ
ークスペースをすっきりさせ、より生産的な仕事を可能にします。

* GoogleカレンダーおよびOffice 365とのカレンダー連携、ならびにワンタッチでの会議コントロールには、Logi Tuneが必要です。Logi Tuneは、
www.logicool.co.jp/tuneにて無料でダウンロードできます。対応状況は、ビデオ会議サービスの提供会社によって異なる場合があります。最新情報
は、互換性のページをご覧ください。

Zone True Wireless イヤホンとBrio 4Kウェブカメラで、ク
リアなサウンドと安定した接続を実現し、自信を持ってビ
デオ会議に参加することができます。（日本ではセット販
売は提供なし。いずれも単品でご購入が可能。）

C925e HD 1080pウェブカメラと、騒々しいオフィス環境に特
化したZone Wiredヘッドセットを使用することで、ビデオ会
議での活用と、音声環境のコントロールが可能です。（日本で
はセット販売は提供なし。いずれも単品でご購入が可能。）

大規模な導入に最適な価格の、C920e HD 1080pウェブカ
メラとZone Wired Earbudsを使用すれば、ビデオ通話で
最高の見た目と音質を実現できます。（日本ではセット販
売は提供なし。いずれも単品でご購入が可能。）

プレミアム パーソナル ビデオコラボレーションキット

有線パーソナル ビデオコラボレーションキット

PROパーソナル ビデオコラボレーションキット

エッセンシャル パーソナル ビデオコラボレーションキット

Zone Wireless Bluetooth®ヘッドセットとBrio 4Kウェブカ
メラがあれば、オフィス、自宅、リモートなど、あらゆる
パーソナルワークスペースから卓越したビデオ通話を実現
することができます。（日本ではセット販売は提供なし。
いずれも単品でご購入が可能。）

https://prosupport.logi.com/hc/articles/4406194873879
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パーソナル ビデオ機器

ビジネス認定を取得したHDウェブカメラを使用すれば、プロフェッショナルな画質で自信を持ってビデオ通話を行えま
す。小型ながら強力なこれらのデバイスは、自動光補正とデジタルズームを搭載しており、ビデオ通話においていつでも最
高に魅力的にユーザーを映し出します。ロジクール ウェブカメラは、どこで仕事をしていても、ユーザーのニーズを満た
しビデオ体験を改善できます。

HDRとWindows® Hello対応のプレ
ミアム4Kウェブカメラ。革新的な
テクノロジーを搭載し、あらゆる照
明条件下で、ユーザーを最高に魅力
的に映し出すよう自動的に調節を行
います。プロフェッショナルなビデ
オ会議を実現する究極のウェブカメ
ラです。5倍HDズーム、複数の画角
（90°/78°/65°）、デュアルステレ
オマイクを備えています。

使いやすく、大規模な導入に適し
たこのビジネス用1080pウェブカメ
ラがあれば、どこにいてもプロフェ
ッショナルな映像品質が実現しま
す。C920eウェブカメラは、78°の画
角とデュアルステレオマイクを備え
ています。

あらゆる環境で高解像度の映像を
提供し、H.264に対応した先進の
1080pビジネス用ウェブカメラでビ
デオ会議をアップグレードしましょ
う。C930eウェブカメラは、4倍HD
ズーム、90°の画角、デュアルステ
レオマイクを備えています。

会議スペースに合わせて調節する自
動光補正機能により、スムーズかつ
鮮やかでくっきりした映像をもたら
します。このウェブカメラは、HD 
720pの解像度に対応し、最長3mの
距離で集音できる長距離マイクを搭
載しています。また、60°の画角とモ
ノラルマイクを備えています。

HDオートフォーカスを搭載した高
性能なビジネス用1080pウェブカ
メラが、リアルな映像を実現しま
す。C925eは、H.264対応で、78°の
画角、デュアルステレオマイクを備
えています。プロフェッショナル品
質の映像を1日中利用できます。

BRIO

C920E

C930E

C505EC925E
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パーソナル オーディオ機器

ロジクールZoneヘッドセット/イヤホンは、今日のナレッジワーカー向けに設計されたエンタープライズグレードの製品で
あり、ほとんどの主要な通話プラットフォームで認定されています。Logi Tuneアプリをダウンロードすれば、ヘッドホン
の管理や音声設定のカスタマイズを簡単に行えます。

先進のビームフォーミング テクノロジーとアダプティブ ハイブ
リッドANCにより、不要なノイズを排除しながら優れた音質を
実現するBluetooth®イヤホンです。

ZONE TRUE WIRELESS

優れたサウンド機能、はじいてミュートにできるマイク、Qiワ
イヤレス充電機能を備え、どこにいても仕事ができるように設
計されたBluetooth®ヘッドセットです。ANCにより、騒々しい
ワークスペースでも会話に集中できます。音楽再生時でも通話
時でも、スマートフォンとコンピュータをシームレスに切り替
え可能です。Zone Wireless Plusには、ロジクールUnifying + オ
ーディオレシーバーが含まれ、最大6台のロジクールUnifyingワ
イヤレス周辺機器を接続できます。

ZONE WIRELESS（PLUS）

ノイズキャンセリング デュアルマイク テクノロジーにより、
集中する必要があるときやクリアな通話のための高品質な音
声を提供する、USB有線ヘッドセットです。重厚な低音を生む
40mmの大型ドライバーが、ビデオ通話でも音楽鑑賞でも満足
できるサウンドを作り出します。

ZONE WIRED

音声を抜群の鮮やかさで捉えるノイズキャンセリング ブームレ
ス デュアルマイク テクノロジーを搭載した有線イヤホンです。
便利な3.5mm、USB-C、USB-Aのプラグ＆プレイ接続により、
音声を途切れなく聞けます。 

ZONE WIRED EARBUDS
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ソフトウェア

ビデオ機器の導入規模が拡大
すれば、管理が必要なデバ
イスの数も増加します。Sync
は、ご利用のサービスプロバ
イダーの管理ツールと連携
し、組織が活用できるビデオ
機器の導入および維持をサポ
ートします。

自宅、オフィス、外出先とい
ったあらゆる場所で、ビデ
オ会議体験の管理を可能にし
ます。Logi Tuneを使用すれ
ば、ウェブカメラとヘッドセ
ットの設定を簡単にカスタマ
イズできます。さらに、カレ
ンダーとLogi Dockを連携さ
せれば、かつてないほど簡単
にビデオ会議に参加できるよ
うになります。

SYNC LOGI TUNE

CollabOSは、Rally Bar、Rally Bar Mini、RoomMate、Tap IP、Tapスケジューラーなど、
ロジクールのビデオ会議用デバイス上で実行される統合型オペレーティングシステムで
す。各会議室ソリューションがシームレスに連携したり、サードパーティのビデオ会議サ
ービスやデバイスと連携したりすることを可能にし、会議の主催者や参加者に一貫性のあ
る包括的な体験をもたらします。

COLLABOS

ロジクールのソフトウェアテクノロジーは、会議室とパーソナルコラボレーションの両方の会議体験に不可欠な要素で
す。ソフトウェアは、リモート管理機能を通じて、さまざまなデバイスや会議室に、一貫性のある統一されたカスタマイ
ズ可能な体験をもたらすことで、ロジクールのハードウェアを強化しています。

カメラの画角内で人の輪郭を検出
し、自動でパン、チルト、ズームを
行い、会議室内の全員を適切にフレ
ーム内に収めます。

RIGHTSIGHT RIGHTLIGHT RIGHTSOUND

光のバランスと色を最適化して、顔の
外観を優先し、薄暗い場所や逆光の状
況でも自然な肌色を表現します。

背景雑音とエコーを抑制し、声を自
動レベリングし、現在の話者に焦点
を合わせることで、声の明瞭度を高
めます。これによって全員の声が相
手にクリアに伝わります。

RIGHTSENSEテクノロジー
ロジクールRightSenseのプロアクティブ テクノロジーは、会議体験の自動化と強化を実現します。



サービス

ビデオコラボレーション延長保証

セレクト サービスプラン

延長保証*をご購入いただくと、購入日から最大5年間、ロジクール ビデ
オコラボレーション用会議室システムとデバイスが不具合から確実に保護
されるという安心感が得られます。標準の2年間無償保証に加えて、1年間
または3年間の延長保証のいずれかを、お選びいただけます。

*利用規約が適用されます。ご利用いただけない国もあります。販売代理店までお問い合わせ
ください。

ロジクールのサー
ビスは、ビデオ会
議ソリューション
の使用期間全体に
おける価値提供を
保護または延長し
ます。

ロジクール セレクトは、ビデオコラボレーション ソリューションを、必
要なときにいつでも使用できるようにする包括的なサービスプランです。
懇意の信頼がおけるベンダーによる、ワンランク上のビジネス向けサービ
スを提供します。セレクトでは、24時間対応のサポート、専任のカスタマ
ーサクセス マネージャー、迅速なRMA、オンサイトスペア、高度なSync
分析を利用可能です。

© 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、予告なく変更される場合があります。発行：2021年9月

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/

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
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