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ビデオコラボレーション
ソリューション
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ロジクール ビデオコラボレーション 
ポートフォリオ

概要

優れた会議は、単なる完璧なプレゼンテーションに
とどまりません。関わっている人々とのつながりに
も関係します。

Logicool®は、チームがコラボレーションを行う方
法を変革します – 手頃な価格で、あらゆる部屋のレ
イアウトやサイズに適合する、革新的で美しいデザ
インのビデオコラボレーションソリューションによ
り、新しい可能性を広げ、古い常識を過去のものと
します。 

ロジクール カンファレンスカム製品は、非常に鮮
明な画像とクリアなオーディオを提供し、あらゆる
ミーティングスペースをビデオコラボレーションス
ペースに変えることができます。ロジクール ウェ
ブカメラは高品質HDビデオでデスクトップコラボ
レーションを強化します。ロジクールUSBヘッド
セットがクリアなサウンドを実現します。

さらに、ロジクール ビデオコラボレーション ソ 
リューションは、既に使用中のものを含めて、あら
ゆるビデオ会議ソフトウェアアプリケーションで簡
単に導入および使用できます。2 

先進的なビジョンにより、ロジクールは継続的に
革新を行い、最新のテクノロジーと、顧客中心の
デザインを融合します。ロジクールRightSense™

のプロアクティブなテクノロジーにより、全員の
姿が表示され、声が伝わるビデオ会議体験を簡単
に実現できます。3参加者をフレーム内に収めるロ
ジクールRightSight™カメラコントロール、最適化
を行って顔の肌合いを自然に表示するロジクール
RightLight™、およびロジクール RightSound™ の音
声自動レベル調整とノイズ抑制により、より優れた
ビデオ会議を自動的に実現します。

コラボレーションの方法や場所に関係なく、ビデオ
会議がシームレスになります。

ENHANCE COLLABORATION
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ハドルルーム
チームコラボレーション

Wainhouse Researchの研究データによると4、ビジネスパーソンの4割がハドルルームからビデオ会
議に参加します。これは他の場所からの参加よりも、頻度が高くなっています。こうした会議室に
は、成功のための独自の要件があります。これには、会議室内の全員を表示するための、パンとティ
ルト機能を備える広角レンズ、およびスペースを節約できる内蔵のオーディオがあります。最適化さ
れたロジクールのハドルルーム ソリューションは、これらの小さなスペースを企業で最大限活用する
ことができます。また、ロジクール カンファレンスカムは、現在使用しているものを含めたあらゆ
るビデオ会議アプリケーションで動作します。
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LOGICOOL MEETUP

ハドルルーム

LOGICOOL CONNECT

LOGICOOL BCC950

MEETUP用アクセサリー

120°の広い視野角、4K光学5を備え、オーディオが統合された一
体型カンファレンスカム。ハドルルームに最適。
型番：Meet-up

ミーティングスペース、ホームオフィス、または外出先でも使
用できる、Bluetooth®スピーカーフォンを搭載したポータブル
なカンファレンスカム。
型番：CC2000er2SV

プライベートオフィス、ホームオフィス、および多くのセミプ
ライベートスペースに適したデスクトップビデオ会議ソリュー
ション。
型番：BCC950r

•  カメラの近くにいる人を含めて全員が表示されます

• コンパクトな設計により、ケーブル配線や乱雑さが軽減

• お使いのビデオ会議アプリケーションで動作5

• コンパクトな設置面積（75mm）で、優れた映像とオーディ
オを実現

• 充電式バッテリーによる、AC接続不要の携帯性

• お使いのビデオ会議アプリケーションで動作5

• 一体型デザインは使いやすく、スペースを節約できます

• クリアなHDビデオとオーディオを手頃な価格で実現

• お使いのビデオ会議アプリケーションで動作5

最大6名

最大6名

最大4名

MEETUP用TVマウント 

MeetUpカンファレンスカム用の取り付けオプ 
ション。 

TVマウント 型番：Meet-upTVMT 

TVマウント XL 型番：TVML-XL

MEETUP用拡張マイク  

ハドルルームの柔軟性を高めるアドオンマイク。
オーディオ範囲を8名まで拡張します。 

型番：Meet-upEx

NFC

90º

78º

120º
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中～大会議室 
チームコラボレーション

中～大会議室を最大限に活用するには、スペースに適合するビデオ会議ソリューションが必要です。こ
れらの会議室は、重要な決定を行い、重要なプレゼンテーションを実施し、グローバルな関係を構築す
る場所です。ロジクールは、部屋の形状やレイアウトに適応するように構成できるモジュール式ソリュー
ションを提供します。また、ロジクールRightSenseテクノロジーにより、簡単かつ自動的に会議が強化
され、会議室内の参加者を自動的にフレームに収め、話者の発⾔を明瞭に伝えます。 



7

RALLYマウントキット 

ロジクールRallyの推奨取り付けオプション。 

型番：CC5000EMT

RALLYマイクポッドハブ 

ロジクールRallyで、マイクを柔軟に配置。 

型番：CC5000EMPH

RALLYマイクポッド
最大7台のポッドを使用。追加マイク1本当たり、
最大6席を追加可能。
型番：CC5000EMP

RALLYスピーカー 

大きな会議室に2台目のスピーカーを追加。 

型番：CC5000ESP

• Ultra-HDビデオ（4K光学）6

• RightSenseテクノロジーは、自動カメラコントロール7、ラ
イトとサウンドの最適化を行います3

• 部屋前面のスピーカー1台とマイクポッド1台による、モ 
ジュール式オーディオ

• 最大7台のマイクポッドを導入して、オーディオ範囲を拡大

• お使いのビデオ会議アプリケーションで動作5

中～大会議室

LOGICOOL RALLY
中会議室にスタジオ品質のビデオとオーディオパフォーマンス
を提供する、上質のモジュール式ビデオ会議システム。
型番：CC5000E

最大10名

RALLY用アクセサリー

90º
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GROUP拡張マイク 

無指向性マイク2本が同梱されています。GROUP

オーディオ範囲を20名まで拡張します。 

型番：STMP100

GROUPケーブル（15M） 

大きい部屋での設置用の15メートルケーブル。 

型番：CC15CB

GROUPケーブル（10M） 

大きい部屋での設置用の10メートルケーブル。 

型番：CC10CB

• HD 1080p/30、10倍ロスレスズーム対応6

• 90度の視野角、電動式パンとティルト 

• ビームフォーミング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とノイズリダ
クションテクノロジー

• お使いのビデオ会議アプリケーションで動作5

NFC

中～大会議室

LOGICOOL GROUP
HDビデオ、10倍ズームおよび卓上スピーカーフォンを搭載した
手頃な価格のビデオ会議システム。
型番：CC3500eR

最大14名

GROUP用アクセサリー

90º
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全ての部屋、
全ての社員に可能性を与える。



10

多目的室
チームコラボレーション

多目的室には、教育、トレーニング、またはホールなど、様々な用途に対応する多機能カメラが必要で
す。参加者の多い大きなスペースに適したロジクールPTZカメラは、スペース全体を詳細に捉えることが
できる一方、プレゼンター、パネリスト、ホワイトボード、個々の参加者のような詳細にフォーカスす
る機能を提供します。会議、セミナー、またはプレゼンテーションであっても、ロジクールUSBカメラ
は、何千マイルも離れていても、同じ部屋に座っているような感覚を参加者に与えます。 
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• RightSight自動フレーミング7、RightLight自動ライトバラン
スおよび色の最適化3

• 4K 光学、15倍HDズーム6 

• 90°の視野角

• 電動式パン、ティルトおよびズーム

• お使いのビデオ会議アプリケーションで動作5 

 

 

• HD 1080p30、10倍ロスレスズーム6

• 90°の視野角

• 電動式パン、ティルトおよびズーム

• お使いのビデオ会議アプリケーションで動作5 

多目的室

LOGICOOL RALLY CAMERA

LOGICOOL PTZ PRO 2 CAMERA

Ultra-HDイメージングと自動カメラコントロールを搭載したプ
レミアムPTZカメラで、会議室グレードの画質を提供します。  

型番：CC4900E

パン、ティルトおよびズーム機能が強化されたHDビデオカ 
メラ。  

型番：CC2900ep

20名以上

20名以上

90º 90º

90º 90º
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会議室ソリューション
チームコラボレーション

小さいハドルルームから大会議室まで、会議室ソリューションによって、企業はビデオコラボレーション
をシームレスに行うことができます。参加者は会議室に入り、ワンタッチで会議を開始することができ
ます。つまり、より少ないトレーニングやトラブル報告で、より良いビデオ会議が提供されます。ロジ
クール会議室ソリューションは、あらゆるビデオ会議クラウドサービスで顧客が自ら設定し、迅速な導
入を実現できるように巧みに構成された、一貫性のあるコラボレーション体験を提供します。ロジクー
ル会議室ソリューションによって、参加者にとって、ホスティングと会議への参加が簡単になります。 
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• Microsoft® Surface® Proを安全にロック 
• デュアル1080pディスプレイ用のHDMI、USBポート×3、ギ

ガビットイーサネット、およびヘッドセットジャックによ
り、すっきりとした接続性を追加。

• 1080p30 HDMI入力とキャプチャで、コンテンツ共有を簡
素化

SMARTDOCK FLEX* 

AV、USBおよび電源を1本のCAT6ケーブルに統合
し、部屋のディスプレイ、カメラ、およびスピー
カーフォンにゲストが簡単にアクセスできるよう
にAVパススルーを追加する、推奨の拡張キット。 

型番：CC010FLEX

SMARTDOCKエクステンダーボックス
部屋を横断する配線を、5-in-1専用ケーブル（直径
14mm、標準の導管を通してルーティング不可）
に統合する基本拡張キット。
型番：CC010EX

会議室ソリューション

LOGICOOL SMARTDOCK AVコントロールコンソール 

Skype® Room Systems用AVコントロールコンソールは、ワン
タッチ参加、ビデオコラボレーションのストリーミング、およ
びデスクトップ共有を実現。 

型番：CC010SD

SMARTDOCK用アクセサリー

• 小さい部屋には5mケーブルで十分です 

• HDMI入力を追加して、有線コンテンツ共有• 部屋のAV機器から最長15m離れた場所に 
SmartDockを配備 

• HDMI入力を追加して、有線コンテンツ共有

* すっきりと整頓された設置環境の実現にお奨め
します

• 会議室のパソコンを使用した有線コンテンツ共有

• HDMI対応出力を搭載したデバイスから共有

• ほとんどの会議サービスまたはウェビナーサービスで動作5 

LOGICOOL SCREEN SHARE

HDMI経由でノートパソコンまたはタブレットを接続するだけ
で、瞬時かつ簡単なコンテンツ共有を、あらゆる会議室パソ
コンにもたらします。
型番：ScreenShare
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シームレスな動作。
スマートに作業。
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パーソナルスペースでテレビ電話を行うには、気を散らすものをなくし、相手に表示されるものを常に
コントロールする必要があります。ロジクールのパーソナルコラボレーションソリューションは、デス
クトップを瞬時にコラボレーションスペースに変えることができます。プラグ&プレイのUSB HDウェブ
カメラおよび/またはヘッドセットの組み合わせ、または携帯ハンズフリースピーカーフォンにより、
対面のデスクトップコラボレーションが簡単になります。プレミアムウェブカメラには、画像を最適化
して自然な光と色を実現するRightLightが採用されています。また、全てのオーディオソリューション
は、ノイズキャンセリング テクノロジーにより非常にクリアなオーディオを提供し、オープンスペース
またはプライベートオフィスにいても、お互いの声が確実に伝わります。

デスクトップソリューション
パーソナルコラボレーション
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LOGICOOL BRIO

LOGICOOL C930e WEBCAM

LOGICOOL C925e WEBCAM

ビデオ会議、ストリーミング、および録画用Ultra HDウェブカメラ。  
型番：C1000eR

• 最高4Kの見事な画質

• HDRおよびRightLight 3により、どんな照明条件下でも優れた画質を実現

• Windows Hello™顔認識ログインでセキュリティを強化

• お使いのビデオ会議アプリケーションで動作5

広い視野角とHDデジタルズームを備えるビジネス向けウェブカメラ。 
型番：C930eR

• 1080p HD画質、ビデオ会議に理想的

• RightLight 2による微光条件での優れたパフォーマンス

• 上質のガラスレンズ

• お使いのビデオ会議アプリケーションで動作5 

プライバシーシェードが統合された、手頃な価格の1080p HDウェブカメラ。 
型番：C925e

• デスクトップ ビデオ会議用に設計

• RightLight 2により、一般的なオフィス照明でクリアな映像を実現

• スライド式内部シェードがプライバシーを保護

• お使いのビデオ会議アプリケーションで動作5

デスクトップソリューション

LOGICOOL MOBILE 
SPEAKERPHONE P710e
スマートフォンまたはタブレットで、ハンズフリー通話、およびノイズキャンセ 
リングテクノロジーによるオーディオを実現。Bluetoothデバイスとのペアリングが
可能で、NFC対応デバイスなら、デバイスをP710eにタッチするだけで接続が完了。
型番：P710er

• ほぼすべてのパソコンまたはモバイルデバイスで動作

• ワイヤレスで最長15時間の通話時間

• スマートフォンとタブレット用の統合スタンド

NFC
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ビデオ会議。
いつでも。どこでも。



 

 

ロジクール コラボレーションソリュー
ションの詳細をご覧ください。
www.logicool.co.jp/vcresourcecenter

© 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、予告なしに変更される場合があります。

1   ロジクールの会議室ソリューションによって、参加者はビデオ会議を素早く開始することができ
ます。 

2  現在のロジクールコラボレーション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  RightSenseテクノロジーは、製品とソフトウェアバージョンによって異なります。ロジクール デ
バイスの仕様を参照して、最高のパフォーマンスのために最新のファームウェアをインストール
してください。

4 https://www.logicool.co.jp/en-us/video-collaboration/resources/think-tank/infographics/the-
  huddle-room-meeting-experience.html 
5  ロジクール カンファレンスカムとウェブカメラは、Microsoft Skype® For Business、Microsoft 
Teams、Google® Hangouts™ Meet、Zoom、BlueJeans、GoToMeeting®認定済み、および/または
これらの製品との互換性があります。WebEx™、およびその他のUSBカメラとオーディオデバイ
ス対応のビデオ会議、ストリーミング、および録画アプリケーション。詳細は、弊社の製品ペー
ジ、www.logicool.co.jp/vcをご覧ください。

6 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。 
7  RightSightを有効化するにはソフトウェアをダウンロードしてください（Windows® 10.を初期サ
ポート）。

  可用性については、www.logicool.co.jp/rightsightをご覧ください。

発行：2019年1月

NFC

接続性 注

USBプラグ&プレイ

Bluetoothワイヤレステクノ
ロジー

近距離無線通信テクノロジー


