
Logicool®はMicrosoft®と提携して、Skype® for 
Business認定の、優れたデザインの様々なコラ
ボレーションツールを提供しています1。 ロジク
ールとMicrosoftにより、生産的なビデオ会議を
手頃な価格で実現することができます。

ロジクールSmartDockは、Microsoftとのコラボ
レーションにより、Skype Room Systems用の初
のAVコントロールコンソールとして考案・設計
されました。 SmartDockにより、IT管理者は、
ビデオ会議ソリューションをすべての会議室に

ロジクール ビデオコラボレーション製品 ポートフォリオ
手頃な価格で自信をもって導入し、使い慣れた
なじみのあるSkype for Businessインターフェー
スを会議主催者に提供することができます。

また、ロジクールは、会議スペースやデスクト
ップコラボレーション向けのSkype認定製品ラ
インも提供しています。 ロジクールカンファレ
ンスカムのラインアップには、ハドルルームか
ら大きい会議スペースまで、様々な規模に合わ
せたオプションが含まれています。 ロジクール
のWeb カメラとヘッドセットは、出張中や自宅

勤務の従業員など、会議にリモートで参加でき
るように設計されています。

Cortana®およびWindows® Hello™に対してロジ
クール製品を認定することで、製品はより安全
で使いやすくなり、ユーザーが直感的に使いや
すく設計されたツールにより、生産性とコラボ
レーションが強化されます。 従業員は、ITが信
頼する製品を使って、作業に素早く着手するこ
とができます。

ビデオコラボレーション製品を上手に使って、
効率的なビジネスコミュニケーションを
実現しましょう



ロジクール ビデオコラボレーション製品 ポートフォリオ

カンファレンスカム（グループビデオ会議向け）

概要 主な機能

LOGICOOL GROUP 中～大規模のグループ（最大20人）での使用に最適なロ
ジクールGROUPを導入すれば、非常にクリアなオーデ
ィオと驚くほど鮮明なビデオを届けることができます。
プラグ＆プレイで簡単に接続でき、価格設定も非常に手
頃です。

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

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

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

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

互換性: Mac®、パソコンおよびすべての主要ビデオ会議プラットフォームに対応。Skype for 
Business
認定、およびロジクール コラボレーション プログラム メンバーとの統合強化2

解像度: フルHD 1080p @ 30 fps3

カメラ: 90ºの対角視野、260ºのパン/130ºのティルト、10倍ロスレスズーム
スピーカーフォン: 全二重スピーカーフォンが、明瞭で豊かな、非常に聞き取りやすい、臨場
感のあるサウンドを実現します。 4本の全方位マイクは直径6m範囲を網羅し、オプションの拡
張マイクにより8.5mまで拡張することができます。
コントロール: 本体にドッキング可能なリモコンとデバイス上タッチコントロールを使用して、
パン、ティルト、ズーム、受話/終話5、音量アップ/ダウン、ミュート、Bluetooth®ペアリング、
遠端コントロール3およびカメラのプリセット、LCDディスプレイが可能
接続性: USBプラグ&プレイ、Bluetoothワイヤレステクノロジーおよ近距離無線通信 (NFC) テ
クノロジー、オプションのGROUPエクステンダーDINケーブルがハブとカメラ/スピーカーフ
ォン間の距離を延長し、非常にすっきりした会議屋のカスタム構成を可能にします4
 

LOGICOOL MEETUP MeetUpは、ハドルルーム用に設計されたロジクールの
マイク、スピーカー、カメラが搭載されたカンファレン
スカムで、部屋全体をキャプチャする120°の視野、4K
光学および優れたオーディオパフォーマンスを備えて
います。

製品名︓ Logicool MeetUp (ロジクール ミートアップ) 
Meet-up 
価格︓ 119,070円（税込）
品番︓ 960-001103 
JANコード︓ 4943765045861 

製品名︓ EXPANSION MIC FOR MEETUP (MEETUP用 拡張
マイク)  Meet-upEX 
価格︓ 35,910円（税込） 
品番︓ 989-000408 
JANコード︓ 4943765046110 

製品名︓TV MOUNT FOR MEETUP (MEETUP用 TVマウン
ト)  Meet-upTVMT 
価格︓ 9,720円（税込） 
品番︓ 939-001500 
JANコード︓ 4943765046486

互換性: Mac、パソコンおよびすべての主要ビデオ会議プラットフォームに対応。 Skype for 
Business
認定、およびロジクール コラボレーション プログラム メンバーとの統合強化2

解像度: 4K Ultra HD、1080pフルHD、または720p HDのテレビ電話 @ 30fps（対応
クライアントを使用)2

カメラ: 120ºの視野、電動式パン/ティルト
スピーカーフォン: ノイズ/エコーキャンセレーション機能を備える3本のブロードサイドビー
ムフォーミングの全方位マイクに加えて、カスタム調整済スピーカーは小会議室向けに特別に
最適化されています。 マイクはMicrosoft Cortana®認定で、Windows 10システムでの精確なボ
イスコマンドが可能です
コントロール: RFリモコンによって、会議中にカメラのパン/ティルト/ズーム、音量アップ/ダ
ウン、およびミュート機能を簡単に操作することができます。
接続性: USBプラグ&プレイ、Bluetoothワイヤレステクノロジー

LOGICOOL GROUP

会議室ソリューション

概要 主な機能

SMARTDOCK
AVコントロールコンソール

ロジクールSmartDockで、Skype for Businessをすべての
会議スペースに展開。この製品は、ワンタッチの参加、
デスクトップ共有、および合理化されたビデオコラボレ
ーションを可能にする画期的なAVコンソールです。

製品名: SmartDock CC010SD
価格: 76,950円（税込）
品番︓960-001113
JAN コード︓4943765044949

製品名︓SmartDock用エクステンダーボックス CC010EX 
価格︓32,670円（税込）
品番︓960-001120 
JANコード︓4943765044970

製品名︓SmartDock + エクステンダーボック CC010SDEX 
価格︓104,490円（税込）
品番︓960-001117 
JANコード︓4943765044956

バンドルオプションについては、チャネルリセラーにお
問い合わせください。

互換性: SmartDockは、ロジクール カンファレンスカム を含めた様々な会議室AVデバイスで
動作します。
接続性: 1080pデュアルディスプレイポート7、1080p60のコンテンツ共有用HDMI入力x1、USB 
3.1タイプAポートx3、ギガビットイーサネット、およびヘッドセットミニプラグにより、様々
な導入方法とデバイス接続性をサポートします。
その他の機能: 回転するキャストメタル製サポートプラットフォーム、IRモーションセンサ
ー、
プラグ&プレイのカメラセットアップ。
必要システム:
- Microsoft Surface™ Proおよび以下のシステム︓ Intel® Core™ i5が必要（Core i7とCore m3
は未
サポート）、Windows 10 Enterprise（Microsoft Surface Proには含まれていません）
- Microsoft Skype Room Systemソフトウェア
- Skype for Businessのルームリソースアカウント（アカウントはオンプレミスサーバーまたは
Online Offi  ce 365®のいずれかが可能）
- DHCPが有効なイーサネットを介したインターネットアクセス
- MHDMI入力搭載の外付けディスプレイまたはプロジェクター
- ロジクールConferenceCam（推奨）またはその他のSkype認定のAVデバイス
- 100～240v AC
ケーブル長: HDMI︓3m、ネットワーク︓3m、電源︓3m、エクステンダーボックス︓5m 



ロジクール ビデオコラボレーション製品 ポートフォリオ

デスクトップ コラボレーション向けウェブカメラ

概要 主な機能

BRIO ロジクール最高のウェブカメラは、4K UHD、5倍ズー
ムおよびRightLight™ 3(HDR）などの高度な機能を搭載
し、あらゆる環境に調和します。

製品名︓Logicool BRIO（ロジクール ブリオ） C1000eR
価格︓28,350円（税込）
品番︓960-001212
JANコード︓4943765047063

互換性: Mac、パソコンおよびすべての主要ビデオ会議プラットフォームに対応。Skype for 
Business
およびMicrosoft Hello™認定、およびロジクール コラボレーション プログラム メンバーと
の統合強化2
解像度: 4K Ultra HD @ 30 fps3、HD 1080p @ 30または60 fps3、720p HD @ 30、60、また
は90 fps3
視野: 3種類の視野設定︓65°、78°、および90°8

マイク: 自動ノイズキャンセリング機能を搭載した内蔵デュアルステレオマイク。 マイクは
Microsoft Cortana®にも対応しています
その他の機能: 5倍ズーム、RightLight™ 3（HDR）、ログインセキュリティを強化する赤外線
による顔認識ログイン、Cortana対応

ウェブカム C930e デスクトップコラボレーションを強化するように微調整
された、高度な機能を搭載する
HDウェブカメラ。

製品名︓Logicool C930e WEBCAM C930eR 
価格︓16,200円(税込) 
品番︓960-001199 
JANコード︓4943765045793 

互換性: Mac、パソコンおよびすべての主要ビデオ会議プラットフォームに対応。Skype for 
Business
認定、およびロジクール コラボレーション プログラム メンバーとの統合強化2

解像度: フルHD 1080p @ 30 fps3

視野: 90°
マイク: 自動ノイズキャンセリング機能を搭載した内蔵デュアルステレオマイク

コラボレーション ビデオ ソリューション

概要 主な機能

PTZ PRO 2 カメラ 高度なUSB対応のHD PTZビデオ カメラ。会議室での使
用、トレーニング環境、大きなイベント、およびその他
のプロフェッショナルなビデオ用途向け。

製品名︓Logicool PTZ Pro 2 CC2900ep 
価格︓96,930円（税込） 
品番︓960-001187 
JANコード︓4943765045441 

互換性: Mac、パソコンおよびすべての主要ビデオ会議プラットフォームに対応。Skype for 
Business
認定、およびロジクール コラボレーション プログラム メンバーとの統合強化2

解像度: フルHD 1080p @ 30 fps3

光学性能: 90ºの対角視野、260ºのパン/130ºのティルト、10倍ロスレスズーム
リモコン: パン/ティルト/ズーム6、遠端コントロール3、カメラ プリセット
接続性: USBプラグ&プレイ

カンファレンスカム（グループビデオ会議向け）

概要 主な機能

CONNECT ポータブルなオールインワンのデザイン。ビジネスに適
した画質のビデオ会議を、ほぼすべてのワークスペース
に手頃に導入できます。 優れたデザイン、持ち運びとセ
ットアップが容易。

製品名︓ ConferenceCam Connect CC2000erSV
価格︓75600円(税込)
品番︓960-001206
JANコード︓4943765046301

互換性: Mac、パソコンおよびすべての主要ビデオ会議プラットフォームに対応。 Skype for 
Business
認定、およびロジクール コラボレーション プログラム メンバーとの統合強化2

解像度: フルHD 1080p @ 30 fps3

カメラ: 90ºの対角視野、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
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とノイズリダクションテク
ノロジーを備える全二重スピーカーフォン。 2本の無指向性マイクが直径3.7m範囲の音をピ
ックアップ
コントロール:  ドッキング式のリモコンを使用して、3m範囲内でカメラ/スピーカーフォン機
能をコントロール
接続性: USBプラグ&プレイ、Bluetoothワイヤレステクノロジーおよび近距離無線通信 (NFC) 
テクノロジー

CONFERENCECAM
BCC950

ロジクールConferenceCam BCC950は、HDビデオとプ
ロ品質のオーディオを実現した、オールインワンのビデ
オ会議ソリューションで、小グループのコラボレーショ
ンに適しています。

製品名︓ ConferenceCam BCC950 BCC950r
価格︓32400円(税込)
品番︓960-001208
JANコード︓4943765046639

互換性: Mac、パソコンおよびすべての主要ビデオ会議プラットフォームに対応。Skype for 
Business
認定、およびロジクール コラボレーション プログラム メンバーとの統合強化2

解像度: フルHD 1080p @ 30 fps3

カメラ: 78ºの対角視野、180ºのパン/55ºのティルト
スピーカーフォン: 自動ノイズキャンセリング機能を搭載した内蔵デュアルステレオマイク。 
最大2.4m（直径）
コントロール: リモコンとデバイス上コントロールによるパン、ティルト、ズーム、受話/終
話5、
音量アップ/ダウン、ミュート
接続性: USB プラグ&プレイ



1 Skype for Business、Zoom、Vidyo®、および統合されたその他
のアプリケーションで動作。Skype for Businessではプラグイン
のダウンロードが必要です。 （www.logicool.co.jp/support/
business-productsで適切な製品を選択し、ダウンロードして
ください）

2 現在のプログラム参加者リストは、
www.logicool.co.jp/lcpを参照してください。

3 対応ビデオ モードはアプリケーションによって異なります。
4 GROUPエクステンダーDINケーブルについては、
www.logicool.co.jp/accessoriesをご覧ください

5 Skype for Business、Skype、Cisco Jabber®、Vidyo®、および
統合されたその他のアプリケーションで動作。

6 Skype for Business、およびSkype（プラグインを使用）(www.
logicool.co.jp/support/business-productsで適切な製品を選択
し、ダウンロードしてください)。 Vidyo® および統合されたそ
の他のアプリケーションで動作。

7 Microsoft® がサポートしている場合。
8 ソフトウェアのダウンロードが必要です。 
www.logicool.co.jp/support/brioからダウンロード可能です

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 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 

© 2018 Logitech, Logicool. 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。

ロジクールのビデオコラボレーショ
ン製品をお試しされたい方、詳しい
情報がお探しの方は、
www.logicool.co.jp/VC をご覧ください

発行︓2018年1月

ロジクール ビデオコラボレーション製品 ポートフォリオ

コラボレーション オーディオ ソリューション

概要 主な機能

USB ヘッドセット H570e クリアかつ快適でシンプルな、エンタープライズ品質の
コミュニケーション。

製品名︓ ロジクール USBヘッドセット ステ
レオ H570e
価格︓ 7,560円（税込） 
品番︓ 981-000580
JANコード︓ 4943765044055

互換性: Mac、パソコンおよびすべての主要ビデオ会議プラットフォームに対応。Skype for 
Business
認定、およびロジクール コラボレーション プログラム メンバーとの統合強化2

装着スタイル: モノラルとステレオ スタイル、パッド入りの調節式ヘッドバンド、パッド入りイ
ヤーピース
範囲: 2.1m（ケーブル ）
電池寿命/通話時間: 無制限（USB有線接続が定電力を提供）
オーディオコントロール: 受話/終話用クイックアクセス インライン コントローラー6、音量ア
ップ/ダウン、ミュート ボタン 

モバイル スピーカー
フォン P710e

職場空間が即座に会議室に変わります。 DSPエンタープ
ライズ品質のオーディオ、携帯性、およびモバイルデバ
イスを統合した2番目の画面の柔軟性を提供。

製品名︓ ロジクール モバイルスピーカーフ ォン P710e 
価格︓ 22,280円（税込） 
品番︓ 980-000794 
JANコード︓ 4943765039105 

互換性: Mac、パソコンおよびすべての主要ビデオ会議プラットフォームに対応。Skype for 
Business
認定、およびロジクール コラボレーション プログラム メンバーとの統合強化2

接続性: USBプラグ&プレイ、Bluetoothワイヤレステクノロジーおよび近距離無線通信 (NFC) 
テクノロジー
デバイス スタンド: 携帯電話またはタブレットを適切な角度で配置し、安定感のあるテレビ
電話を実現。
電池寿命/通話時間: 最長15時間
オーディオコントロール: タッチコントロールによる受話/終話、音量アップ/ダウン、ミュ
ート

デスクトップ コラボレーション向けウェブカメラ

概要 主な機能

ウェブカム C925e より優れたビデオコラボレーション環境を求めるユーザ
ー用に設計された、優れたロジクールC925eウェブカメ
ラは、非常に手頃な価格で非常に鮮明なHDビデオを実
現します。

製品名︓ロジクール ウェブカム C925e
価格︓12,000円（税込）
品番︓960-001078
JANコード︓4943765044000

互換性: Mac、パソコンおよびすべての主要ビデオ会議プラットフォームに対応。Skype for 
Business認定、およびロジクール コラボレーション プログラム メンバーとの統合強化2

解像度: フルHD 1080p @ 30 fps3

視野: 78°
マイク: 自動ノイズキャンセリング機能を搭載した内蔵デュアルステレオマイク


