ポータブル式、
少人数会議に最適

Logicool Connect
Logicool® Connectのメリットは受賞歴のある
デザインにとどまりません。ビデオ会議は非常
に使いやすいので誰でもセットアップでき、
価格が非常に手頃なのですべての会議室をビ
デオ会議室のように対応にすることができま
す。最高6人の小グループ向けに設計された
このビデオ会議ソリューションは、デジタル
パンとメカニカルティルト、4倍デジタルHD
ズームによる幅広い90度の視野、

および非常に鮮明な画質を提供し、会議室内
の全員を簡単に表示することができます。
一体型デザイン、内蔵バッテリー、およびオ
プションのキャリングケースにより、
Connectは外出中の持ち運びが簡単です。直
径わずか75mmの省スペースデザインで、
Connectはホームオフィスにもハドルルーム
にも完璧にフィットします。

Connectによって、USBおよびBluetoothモバ
イルスピーカーフォンを使用することもでき、
優れたサウンドの通話を実現できます。真の
360°のサウンドで、ユーザーは直径約3.6メー
トルの範囲でお互いを聴くことができます。
アコースティック エコーキャンセリングとノ
イズキャンセリング技術が臨場感のあるサウン
ドをお届けします。

Logicool Connect

主要機能
ポータブルなオールインワンのデザイン
スマートで運びやすく、スナップ式のセットアップと操作で、
「場所を問わないワークプレース」の共同作業の可能性を拡大
します。

自然で臨場感のあるサウンド
アコースティック エコーキャンセレーションとノイズキャン
セリング技術によって、会話が同じ部屋で発生しているよう
に感じられます。

小規模なワークグループに最適
1～6人のチーム用に最適化され、作業空間を問わずHD 1080p
ビデオ、360°サウンド、ワイヤレス スクリーンミラー* プロ
ジェクションを体験することができます — 生産性が高まるの
をご確認ください。

USBプラグ&プレイの接続性
特別なソフトウェア、トレーニング、またはメンテナンスは
必要なく、今までになく簡単にビデオ会議に接続することが
できます。

双方でクリアな画像
レンズがどこを向いていても、非常に鮮明な解像度で、人や
物に自動的にフォーカスを合わせます。

プロフェッショナルグレードの認定
Skype for BusinessとCisco Jabber®認定、およびWebEx®対応に
よって、多くのビジネスグレードのビデオ会議プラットフォー
ムとの統合が可能になります。*
* 最新バージョンについては、www.logicool.co.jp/ciscocompatibilityを参照してくだ

マルチデバイスの接続性
パソコンまたはMacを接続し、なじみのあるコンピューター
環境で臨場感のある会議を実施できます。

さい。

会議の全出席者と対話ができます
フルHDのデジタルパン、ティルト、および4倍のデジタルズー
ムが可能な90度の視野は、小さいグループ会議に最適です。

* NFCテクノロジー装備のモバイルデバイス。

内蔵マイク搭載
直径わずか75mmの省スペースデザインで、Connectはホーム
オフィスにもハドルルームにも完璧にフィットします。

近距離無線通信 (NFC) テクノロジー
モバイルデバイスを Connectに近づけるだけでペアリング。*
Bluetoothワイヤレス接続
Bluetoothデバイスと統合スピーカーフォン間で素早く簡単に接
続を確立することができます。

遠端カメラコントロール
他の場所にある別のロジクールカンファレンスカムまたは
ウェブカム C930eのカメラのパン、ティルトおよびズーム機
能を操作。*
* プラグインのダウンロードが必要。

ドッキング式リモコン
会議中にカメラのパン/ティルト/ズームとオーディオ機能（受
話/終話、音量、ミュート）を簡単に操作。*カメラが使用され
ていない時はリモコンがレンズをカバーし、プライバシーを
保護します。
* Skype® for Business、Skype™、およびCisco Jabber®。

ビデオ会議アプリケーションの多くで動作
ユーザーは、お好みのデスクトップ ビデオ会議プログラムを
自由に使うことができます。
Kensingtonロック対応
Kensingtonセキュリティ スロットはシンプルな内蔵セキュリ
ティ ソリューションを提供し、盗難から保護します。
充電式バッテリー
電源コード不要の柔軟性：フル充電のバッテリーで、テレビ
電話/スクリーン ミラーリングを最長3時間実行、またはスピー
カーフォンを最長15時間使用することができます（USBまたは
AC電源経由で充電可能）。

Logicool Connect
主な会議場所
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8%
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Connectの特徴

90度の視野
デジタルパン/ティルトおよびメカ
ニカル ティルトホイールで実現。

全方位の全二重マイク
同じ部屋で会話しているかのような
クリアな会話を実現します。

360度のオーディオと約3.6メート
ルの動作範囲
高品質な体験を提供するように音
響が調整されているため、約3.6
メートルの直径範囲でお互いを聴
くことができます。

ドッキング式リモコン
レンズ上に磁気でドッキングされる
ポータブルリモコンにより、視覚的
プライバシーを確保し、埃や傷から
保護することができます。

ビデオ仕様

オーディオ仕様

電源

フルHD 1080pテレビ電話（最大1920 x 1080ピクセル）、HD
720pテレビ電話（最大1280 x 720ピクセル）、対応クライアン
ト使用時

エコーおよびノイズキャンセレーションを備えた、一体型の
全二重スピーカーフォン

本体にドッキング可能なリモコンでカメラ/スピーカーフォン機
能をコントロール

360度ワイドバンドオーディオ（直径3.6メートルの受信範囲）

リモコン受信範囲：3メートル

H.264 UVC 1.5規格のスケーラブル ビデオ コーディング（SVC）
Skype for BusinessでH.264 SVC 1080pをサポート。シングルま
たはマルチパーティHDビデオにおける通話性能を最適化
90度の視野角（オートフォーカス搭載）
フルHDで4倍デジタルズーム
Rightlight™ 2テクノロジーにより、微光下など、さまざまな照
明環境でクリアな画像を実現

BluetoothおよびNFCワイヤレス テクノロジー
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
受話/終話、音量、ミュートのコントロール
マイク (Tx)
直径約3.6メートルの受信範囲をサポートする2本の全方位
マイク

全般仕様
充電式バッテリーは、最長3時間のビデオ会議またはスクリーン
ミラーリング、15時間のBluetoothオーディオをサポートして
います。バッテリー充電時間（AC電源から。デバイスはアイ
ドル状態）：3時間
AC電源またはUSBを介したバッテリー充電が可能（USBから
の電源供給なし）

周波数特性：100Hz～16kHz

パソコンまたはMacベースのビデオ会議用の、約1.8メートル
の取り外し可能USBケーブル

メカニカルティルト

感度：-34dB +/-3dB

ほとんどのビデオ会議アプリケーションで動作

ストリーミング中であることを示すカメラLED

ひずみ：<1% @ 1KHz @ 65dB

プロフェッショナルグレードの認証

リモコンまたはオプションアプリ（ダウンロード可能）から
のデジタルパン、ティルトおよびズーム

スピーカー (Rx)
周波数特性：140Hz～16KHz
感度：89dBSPL +/-3dB @ 1W/0.5M
最大出力：91.5dBSPL ＠ 0.5M
ひずみ：<5%、200Hzから

Kensingtonセキュリティスロット

Logicool Connect

製品情報

製品情報
製品名： Connect
型番：CC2000er2SV
品番：960-001258
JANコード：4943765049470
参考価格：75600円(税込)
原産国：中国

システム要件
Windows 7、Windows 8またはWindows 10
Mac OS X 10.7以降
Chrome OS™バージョン29.0.1547.70以降
USB 2.0ポート（USB 3.0対応）

必要システム

製品の寸法と重量

パッケージ内容

重量/寸法（クリップ含む）
幅 75mm
高さ 304.2mm
奥行き 75mm
重量 766g

製品本体

リモコン
幅 41mm
高さ 128mm
奥行き 9mm
重量 32g

USBケーブル

パッケージ寸法
幅 91mm
高さ 419mm
奥行き 145mm
重量 1340g

プラグ付き電源アダプター
海外用変換プラグ

取扱説明書

保証
2年間無償保証

保証

外箱寸法と重量
パッケージ入数：4

保証

外箱寸法と重量：42.8cm x 30.8cm x 19.7cm, 6.47kg

www.logicool.co.jp/CONNECT
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
Eメール b2b-info@logitech.com
www.logicool.co.jp
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 0570-00-2085
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
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