
Web 会議用機材【仕様書】 
 
■品名 
 
 
・カメラ：Logicool Webcam C930e（別添１参照） 
・スピーカー：Jabra Speak710（別添２参照） 

 
 

■数量 
 
 
カメラ：１台 
スピーカー：１台 
 
 
■納期 
 
 
 ・令和３年６月２８日（金） 
 
 

   ■納品及び問い合わせ先 

 

     

ワールドマスターズゲームズ２０２１関西和歌山県実行委員会事務局 

    〒６４０－８５８５ 

    和歌山市小松原通１丁目１番地 

和歌山県教育庁生涯学習局スポーツ課プロジェクト推進室内 

    TEL ０７３－４４１－３６８８ 

    担当 山本 
 
 
 
 



対面式の会議に匹敵するほどのビデオ通話を体験
できます。ロジクールC930eウェブカメラは、ほ
ぼすべての環境でクリアなビデオとサウンドを
お届けします。微光下でも問題ありません。HD
1080p、幅広い90度の視野角、パン、ティルト、
および4倍デジタルズームを備えるC930eは、優
れたビデオ会議向けの高度なウェブカメラ機能を
提供します。

帯域幅が限られた環境など、どのような状況
下でも驚くほど鮮明なビデオにより、会議
の生産性を高めます。C930eウェブカメラは
H.264 UVC 1.5規格のスケーラブル ビデオ コー 
ディングをサポートしており、パソコンリソー
スとネットワークリソースへの依存を最小化し
ます。さらに、USBでプラグ＆プレイで接続し
て、会議の開始や操作もシンプル、簡単です。

高度なビジネスグレードの認証、およびロジ 
クール コラボレーション プログラム（LCP） 
メンバーとの連携強化により*3、あらゆるビデ
オ会議アプリケーションを使用して、次回のプ
レゼンテーションまたはビジネス会議に自信を
持って臨むことができます。

ワイド、ワイダー、 
今まで以上の広い視野

Logicool Webcam C930e  



Logicool Webcam C930e

1Skype® for Business、Cisco®およびロジクール コラボレー
ション プログラム（LCP）メンバーを使用。Vidyo、Zoom
およびLifesize Cloudを含む。完全なリストおよび最新情
報については、www.logicool.co.jp/lcpをご覧ください。
2 最新バージョンについては、www.logicool.co.jp/
ciscocompatibilityを参照してください。
3 Blue Jeans、BroadSoft、Lifesize、Vidyo、および 
Zoomを含む。完全なリストおよび最新情報について
は、www.logicool.co.jp/lcpをご覧ください。

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
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/
help/contact-sales.html

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 

2017年4月発行

© 2017 Logitech, Logicool.　All rights reserved.株式会社ロジクー
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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。

製品情報

製品名：Logicool C930e WEBCAM

型番：C930eR

品番：960-001199

JANコード：4943765045793

ロジクールオンラインストア価格：15,000円（税抜）
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

2.4GHz Intel® Core 2 Duo プロセッサ

2GB以上のRAM

撮影した動画用のハードドライブ領域

USB 2.0ポート（USB 3.0対応）
パッケージ内容

製品本体
プライバシーシェード
保証規定

パッケージ、外箱寸法と重量

パッケージ寸法と重量：180×135×81、393g
パッケージ入り数：30
外箱寸法と重量：426×290×600、14kg

製品の寸法と重量

クリップなし
幅：94mm、高さ：29mm、奥行き：24mm

クリップあり 
幅：94mm、高さ：43mm、奥行き：71mm、 
重量：162g

30フレーム/秒でHD 1080pのビデオ画質
会議において臨場感のあるHDビデオを可能にし、表
情、ジェスチャーや動作も明瞭に映し出されます。

今までになく幅広い視野角を実現するビジネス向けウ
ェブカメラ
90度にまで広がった視野角は、ホワイトボードを使っ
たプレゼンテーションや製品デモに最適です。

H.264 UVC 1.5規格のスケーラブル ビデオ コーディング
カメラ内でビデオ処理を行い、、利用可能なビットス
トリームを動的に調整することによって、パソコンの
帯域幅を解放します。その結果、Skype® for Business
などのアプリケーションでのビデオストリームがより
スムーズになります。

Logicool RightLightTM 2テクノロジーとオートフォー
カス
ウェブカメラがインテリジェントに調整を行い、さま
ざまな距離で暗い場所でのビデオ画質を向上させます。

フルHDで4倍デジタルズーム
1080pでの4倍ズームにより、電話、ビデオおよびプレ
ゼンテーションに最高水準のディテールを提供します。

パン、ティルト、ズームオプション
90度の視野角でのパン、ティルトおよびズームによ
り、デスクトップビデオ会議中に見たい部分に焦点を
あてるフォーカスビューを提供します。*2

プロフェッショナルグレードの認証
Skype for Business認証、Cisco®対応*2、およびロジクー 
ル コラボレーション プログラム（LCP）メンバーとの
連携強化*3、ほとんど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連携環境を提供します。

プレミアム ガラスレンズ
クローズアップのドキュメント、ホワイトボード上の
図面、または製品デモを表示する際に最適な、非常に
シャープな画像をお楽しみください。

便利なプライバシーシャッター
プライバシーとセキュリティが追加できる、簡単なレン
ズシャッター。

プラグ&プレイのUSB接続
追加のソフトウェアなしに、パソコンまたはMacに簡
単に接続することができます。

複数の取り付けオプション
付属のクリップまたは三脚に内蔵の締め付けねじを使
用して、LCDスクリーン、ノートパソコン、またはデ
スクトップなど、最適に機能する場所にカメラを自由
に設置することができます。

主要機能

保証

3年間無償保証

互換性

Skype for Business認証、Cisco®対応*2、およびロジクー
ル コラボレーション プログラム（LCP）メンバーとの
連携強化*3により、ほとんど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連携が可能です。

ソフトウェアのダウンロード 

パン、ティルト、およびズーム機能を使用するには、
オプションのカメラ設定アプリが必要です。

ダウンロード：
www.logicool.co.jp/support/c930e

www.logicool.co.jp/C930e



Jabra Speak 710

Jabra Speak 710
Premium portable speakerphone with amazing
sound for conference calls and music
Immersive sound for calls and music
High performing Omni-directional microphone and HiFi grade 
speaker with ability to pair two Speak 710 devices for a full 
stereo experience.

Intuitive plug and play connectivity
Intuitive and easy to use with no need for user training or IT 
support. Speak 710 comes with a pre-connected Jabra Link 
370 adapter.

Exclusive portable design
Be mobile with a lightweight design, protective travel pouch and 
15 hours battery life.

In-room coverage for up to 6 people
Flexible device for individuals or small collaboration groups.

Reasons to choose
Jabra Speak 710

• Immersive sound for calls and music

• Intuitive plug and play connectivity

• Exclusive portable design

• In-room coverage for up to 6 people

• Personalize your Speak with MS Cortana, Siri® or Google now™

• Compatible with all leading UC platforms

Datasheet

jabra.com/speak710

Works with

For compatibility information go to jabra.com

Jabra Link 370 USB adapter



Jabra Speak 710 Datasheet

jabra.com/speak710

Features Benefi ts JABRA SPEAK 
710

Connectivity USB cable Plug-and-play connectivity to PC Softphone/UC systems 

Bluetooth® integration for 
smartphones and Tablets

Easy Bluetooth® connectivity to smartphones and tablets. 


Jabra Link 370 USB Adapter Wireless range of up to 100 feet / 30 meters 

Full compatibility with 
UC systems & VoIP clients

Seamless integration and call control with leading UC systems/PC softphones. Certfi ed 
for Skype For Business, Cisco and Avaya. 

Audio High performing Omni-
directional microphone

A 360-degree sound pick-up allowing attendees to be heard from all angles  


HiFi grade speaker Ideal for outstanding voice, music and multimedia experience with more speaker power 
and output. 

Digital Signal Processing
(DSP) technology  

Crystal clear sound without echoes or distorted sounds even at max volume level


Wideband Audio/HD Voice High quality audio for best possible voice collaboration 

Ease of use Rechargeable battery Up to 15 hours battery life 

LED indicators Intuitive user interface 

New folding stand Fold out the stand to be upright for optimized music experience or fold it down fl at to 
the table, for enhanced group conference calls and collaboration 

New Link Button One touch button to pair two Speak 710 devices together for full stereo and true 
immersive sound for calls and for music 

Smart Button Integrate your smartphone digital assistant using MS Cortana, Siri or Google now, or 
customize your Speak 710 using Jabra Direct software 

Accessories Kensington Lock adaptor Optimized theft protection 

4

How to use ENGLISH

Bluetooth button

Volume  
down

Link button

Power on/offAnswer call

Volume up

Smart button  

End call

Mute button

Battery status 
button

Voice assistant 
(smartphones)  
or Speed dial (PC)

Link two Jabra Speak 710 
within 2m/6ft

Hold 2 seconds to pair
Tap to connect/disconnect

Personalize your Jabra Speak 710 using the Jabra Direct software. 
Download for free at jabra.com/direct

3

How to connect  
using Bluetooth or USB dongle

jabra

The Jabra Speak 710 lasts for up to 15 hours of talk time.  
It takes approx. 4 hours to charge using the USB cable.

2 sec.

3

jabra

How to connect  
using Bluetooth or USB dongle

jabra

The Jabra Speak 710+ lasts for up to 15 hours of talk time.  
It takes approx. 4 hours to charge using the USB cable.

2 sec.

The Jabra Link 370 USB adapter plugs straight into the laptop, 
and comes pre-connected to the Speak 710 out of the box.


