ロジクール 会議室
ソリューション

（ Google Hangouts Meet 用）

Google Hangouts Meet™ はワンタッチ参
加、簡単にコンテンツ共有でき、タッチ
パネルのコンソール機能によりあらゆる
スペースをコラボレーション会議室へと
変化させます。
ロジクールはパッケージ化された構成と
エキスパートによる導入サポートで、あ
らゆるサイズの会議室に簡単に導入でき
るようにします。

ロジクール会議室ソリューション（ Google Hangouts Meet 用）には、1台または
2台のディスプレイで会議室を構築するのに必要な機器がすべて含まれています。
小/中/大規模の構成が可能なロジクール会議室ソリューションは、Google 認定の
Chromebox、ロジクール カンファレンスカム、VESA 規格対 マウント、Logicool Tap
タッチコントローラで構成されています。
開梱したらすぐにお使いできるようパッケージ化された構成です。セットア
ップガイドには機器の取付け方法が示され、オンラインウィザードではステ
ップごとに手順を案内します。
高品質なデバイス、商用グレードの配線、および優れたユーザー体験を自動
的に実現するイノベーションによって、ロジクール会議室ソリューションは
ビデオコラボレーションを簡単に導入できるようにします。

Google Hangouts Meet ソリューション

小会議室

中会議室

大会議室

フォーカスルームと小会議室向けに設計
された配線がシンプルな Logicool MeetUp
でスペースを節約します。卓越した小型
な機器は、ディスプレイの上または下
にしっかりと取り付けることが可能で
す。Logicool Tap をテーブル上に配置、
または別売りのウォールマウントで壁取
付けにしてさらにスペースの節約も可能
です。

会議室が大きくなると会議テーブルは長
くなり、参加者とカメラの距離が長くな
ります。中会議室の場合、プレミアム
カンファレンスカム Logicool Rally は、
高度な Ultra-HD カメラとモジュール式
オーディオで構成され、さらに様々な会
議室サイズとレイアウトに合わせて拡張
可能です。

大規模な会議室の場合、2台のスピー
カーと2台のマイクポッドから構成され
る Logicool Rally Plus が、クリアなオー
ディオを実現し、最大16名程度のまで会
議室に対応。さらに別売りのマイクポッ
ド（合計最大7台）で最大46名の大会議
室へ対応できます。

主なコンポーネント
Logicool Tap

反応の良い 10.1” タッチスクリーン

職場でのコラボレーション用タッチコン
トローラ

商用グレードの配線とケーブル管理

ファンのない静かな操作

ローカル投影用 HDMI 入力

Logicool MeetUp

Logicool Rally

Logicool Rally Plus

広視野角カメラ、マイク、スピーカー
が搭載された一体型カンファレンスカ
メラ

プレミアム Ultra-HD カンファレンスカ
ム システム（中会議室用）

プレミアム Ultra-HD カンファレンスカ
ム システム（大会議室用）

カメラの近くにいる人を含めて全員が
表示されます

RightLight（WDR）は、暗い光や逆光条
件でも影がソフトな光で参加者を表示
します

2個のスピーカーと2個のマイクポッド
で、オーディオ範囲を拡大

RightLight™ および RightSound™ テク
ノロジーにより、クリアな映像と部屋
前面のオーディオを実現
コンパクトな設計により、ケーブル配
線や乱雑さを軽減

前面に取り付けるスピーカーと卓上マイ
クポッドと RightSound により、ノイズ
とエコーが軽減された指向性オーディオ
を実現
上質のコンポーネントとおしゃれなイン
ダストリアルデザイン

さらに別売りマイクポッド（最大合計
7台）で、最高46名の大会議室に対応
大規模な構成では、テーブル下の配線用
に Rally マイクポッドハブを追加

主なコンポーネント
VESA 規格対応マウント

ロジクール ストロング USB

ケーブル保持が統合された取り付けブラケット

SuperSpeed USB 10 Gbps ケーブル

10m（同梱）

25m（オプション）

Logicool Tap タッチコントローラは、10メートルの動作範囲を提供す
るプレナム定格のケーブル、ロジクール ストロング USB 経由で会議室の
Chromebox に接続します。大会議室でも Tap を配置して便利に操
作し、キャビネット内またはディスプレイの後ろにChromebox を隠
すこともできます。
アラミド強化により、Tapと Chromebox 間の丈夫な接続を実現

プレナム定格とEca 認定により、壁、配線管および導管への配線が
可能

大会議室や長い配線用に、オプションの25メートルケーブルが利用
可能

100mm VESA パターンにより、Chromebox および省スペースパソ
コンに対応
統合されたケーブル保持が接続をしっかりと維持
パソコンとケーブルを壁やテーブルの下に固定

Rallyマウントキット

Rallyマイクポッド

中～大規模の構成に含まれます

RightSound を採用したモジュール式マイク（ Logicool Rally 用）

壁の上または天井の近くに Rally カメラをしっかりと設置します

音声を自動的に平滑化し、ノイズを抑えてクリアなオーディオを実現

堅牢なケーブル保持ブラケットが接続をしっかりと維持

U型テーブルや大会議室向けに、最大7台のマイクポッドを接続

薄型スピーカーブラケットは「浮いている」外観を提供します

便利なミュートコントロールとインジケーターライト

大会議室構成には Rally マイクポッドハブが含まれ、テーブル下配
線を簡素化します

LOGICOOL TAPの取り付け
Logicool Tap タッチコントローラを卓上に配置、
または別売りのマウントを追加して安全性、利便
性およびケーブル管理を強化。テーブルマウント
とライザーマウントは標準のグロメット穴に適合
し、180°回転してテーブルの両側からの操作を可

能にします。ウォールマウントは壁取付けにより
小会議室のスペースを節約できます。

技術仕様
小会議室

中会議室

大会議室

Logicool MeetUp

Logicool Rally
（スピーカーx1、マイクポッドx1）

Logicool Rally Plus
（スピーカーx2、マイクポッドx2）

Logicool Tap タッチコントローラ

-

-

-

ロジクール ストロング USB 10m

-

-

-

VESA 規格マウント

-

-

-

会議カメラ

Google 認定の
Chromebox
1年間 Google Hangouts
Meet ライセンス
Rally マウントキット

-

Rally マイクポッドハブ

-

-

オプションアクセサリー

Tap テーブルマウント

Tap テーブルマウント

Tap テーブルマウント

Tap ウォールマウント

Tap ウォールマウント

Tap ウォールマウント

Tap Riser マウント

ロジクール ストロング USB 25m
拡張マイク（MeetUp用）
MeetUp 用 TV マウント

サポートリソース

Tap Riser マウント

ロジクール ストロング USB 25m

Rally マイクポッド（最大合計7台）
Rally スピーカー（最大合計2台）
Rally マイクポッドハブ

Tap Riser マウント

ロジクール ストロング USB 25m

Rally マイクポッド（最大合計7台）
Rally マイクポッドハブ

クイックスタートガイド（印刷版）

クイックスタートガイド（印刷版）

クイックスタートガイド（印刷版）

ロジクールサポートサービス

ロジクールサポートサービス

ロジクールサポートサービス

2年間無償保証

2年間無償保証

2年間無償保証

保証

製品情報

オンライン構成ウィザード

オンライン構成ウィザード

オンライン構成ウィザード

Logicool Tap - www.logicool.co.jp/tap
Logicool MeetUp - www.logicool.co.jp/meetup
Logicool Rally および Rally Plus - www.logicool.co.jp/rally

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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