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特長
•  音声会議をより実りあるものに
特許取得済みのPolycom Acoust ic 

Clarity 技術により、極めてクリアで自然
な会話が実現し、会議の生産性を向上

•  クリアな音声
高感度マイクとダイナミック ノイズ 

リダクションにより、よりクリアな音
声を実現

• 携帯電話や無線デバイスの干渉を防ぐ
雑音を低減し、クリアな音質を実現

• バックライト付きディスプレイによる
情報の表示
電話番号、通話先の番号、通話時間と
通話の状況を表示*

• 広範囲の音声をキャッチ
オプションの拡張マイクを使うと、
より広い会議室の音声も集音

• PC ベースの VoIP 電話に対応
SoundStation2 シリーズをオプション
のPC コールキットで  PC に接続す
れば、Skype をはじめ、PC を使っ
た VoIP 通話で、ハンズフリーの高音
質通話が可能

• 設置と使用が簡単
アナログの電話端子に接続し、アナログ
内線として PBX に接続

Polycom® SoundStation2™
アナログ音声会議システム

中小規模会議室に最適な、音声会議の新しいスタンダード
Polycom® SoundStation2™ は、10 人まで収容できる小中規模会議室に最適な音声会議システム
です。

Polycom® Acoustic Clarity™ 技術による高品質な音声が、会議の生産性を高めます。業界最高
水準の全二重方式が採用されており、双方向から同時通話においても自然な音声を実現し、約3

メートル離れた場所で話した普通の声もクリアに聞き取り、あらゆる音声会議を有効に行うことが
できます。さらに、DNR（ダイナミック ノイズ リダクション）などの高度な技術によって、室内や周
囲の雑音を抑えながら、マイクの感度を最大限に高めることができます。ミキシング機能を備えた
インテリジェントマイクは 360 度からの集音に対応し、話し手に最も近いマイクだけが音声を捕らえ
るので、非常にクリアな音声で会議を行えます。また、携帯電話や無線デバイスの干渉を防ぐ技術に
より雑音を低減し、クリアな音質を実現することができます。

Polycom SoundStation2 には、他にもさまざまな優れた機能が搭載されています。EX モデルでは、
オプションの拡張マイクを 2 台まで追加することができ、集音範囲がさらに広がり、中規模会議室に
おいても快適に使用できます。SoundStation2 には、通話情報や電話機能を簡単に見ることのでき
るバックライト付き大型ディスプレイ*などが搭載されています。リダイヤル、ミュート、転送、保留など
の機能も豊富で、従来の電話機のように使いやすい音声会議システムです。

*SoundStation2（ディスプレイなし）は、ディスプレイによる情報の表示と PC コールキットに対応していません。
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Polycom® SoundStation2™ 仕様

設計
• 本体とインターフェースモジュール（電話回線
用インターフェースと電源部）を分離した設計
により卓上のケーブル配線を最小限にするこ
とが可能

• 本体ケーブル（6.4m）と、RJ-11 電話コード
（2.1m）が付属。オプションの拡張マイク
は、2.4 m ケーブルで本体に接続

本体
サイズ（縦×横×高）
• 36.8cm×31.1cm×6.4cm

重量
• 0.8kg

電源
• 100V 50/60Hz AC

ネットワークインターフェース
• 2 線式 RJ-11 アナログ回線インターフェース

ディスプレイ*
• 132×65 ピクセルのバックライト付きグラフィカル
液晶ディスプレイ

ユーザーインターフェース*
• 着信音をユーザーが選択可能
• 設定可能なソフトキーで、音声会議サービス
を簡単にダイヤル

• 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、
スペイン語、ポルトガル語、ノルウェー語の多
言語サポート

• 管理者用の設定をパスワード保護

電話帳*
• 電話帳/短縮ダイヤルリスト―25 までエントリ
可能*

キーパッド
• ダイヤルボタン
• オンフック/オフフック、会議、ミュート、音量
（上下）キー、メニュー、ナビゲーションキー*

• 選択されたメニュー項目に応じた3種類の

ソフトキー* 

（リダイヤル、保留、プログラム可能な会議キー）

本体スピーカー
• 周波数特性：300～3300Hz

• 音量：94dBA SPL（0.5m 地点のピーク
ボリューム）まで調整可能

本体マイク
• カーディオイドマイク×3（300～3500Hz）

音声
• Polycomアコースティック クラリティ全二重
方式―IEEE1329 タイプ1

• 約 3 mのマイク集音域
• ミキシング機能を備えたインテリジェントマイク
• ダイナミック ノイズ リダクション

インターフェース
• 拡張マイク接続*×2（EX モデルのみ）
• RCA 補助音声ジャック

アクセサリ
• オプションの拡張マイク×2（300～3500 Hz）
（EX モデルのみ対応）

準拠する規格
• NA Cl/C-UL

• FCC 規制第 68 部
• FCC 第 15 部クラス B

• カナダ ICES-003

• CE マーク（R および TTE 指令）
• VCCI クラス B（日本）

環境仕様
• 動作温度：5～40°C

• 相対湿度：20～85%（結露しないこと）
• 保管温度：－30～55°C

室内推奨仕様
• 残響時間：0.5 秒未満
• ノイズレベル：48dBa 未満

SoundStation2 付属品
• ディスプレイとキーパッドが内蔵された本体

• 本体ケーブル（6.4m）
• RJ-11 電話コード（2.1m）
• ユーザーマニュアル（ユーザーガイド CD、
インストレーションガイド、登録カード）

保証
• 1年

* 一部のモデルではご利用いただけません

●  発信者 ID の標準規格は地域によって異なり
ます。

●  SoundStation2 は日本の発信者番号通知
サービスに対応していないため、日本ではご
使用になれません。

●  SoundStation2 シリーズをアナログ電話回
線で使用する場合は、トーン回線をご使用下
さい。

●  SoundStation2 の携帯電話モードは、日本で
はご使用になれません。

VoIP 電話オプションの  PC コールキットで 

SoundStation2 を PC と接続すれば、Skype な
どをはじめとする PC ベースの VoIP 電話を使
用して、ハンズフリーで高音質通話が可能になり
ます。但し、SoundStation2（ディスプレイなし）に
は、対応していません。

●  PC コールキットは、現在出荷されてい
るSoundStat ion2（ディスプレイ付き）
およびSoundStation2 EX に対応します。
SoundStation2 では、PC コールキットは
オプションにてご用意しています。

●  VoIP 電話のアプリケーションによっては、
エコーキャンセラー等の性能が十分に発揮で
きない場合があります。

SoundStation2 EX（ディスプレイ付）SoundStation2（ディスプレイなし） SoundStation2（ディスプレイ付）
Polycom アコースティック クラリティ全二重方式 ■■■

カーディオイドマイク×3 ■■■

マイク集音域 3 m ■■■

インテリジェント マイク ミキシング機能 ■■■

ダイナミック ノイズ リダクション ■■■
音量調整（0.5 m地点で最大94 dBA） ■■■

着信音をユーザーが選択可能 ■■

ダイヤル用ボタン ■■■

ミュート、音量（上下）キー ■■■

ミュート、会議キー ■■■

バックライト付き LCD ■■
設定可能な会議用短縮ダイヤルキー ■■
選択されたメニュー項目に応じた 3 種類のソフトキー ■■

多言語ユーザーインターフェース ■■

電話帳（25 エントリ） ■■

RCA 補助音声ジャック ■
■

■■
拡張マイクジャック 

PC コールキット （オプション） ■■
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