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ミーティング・ソリューション 



世界中の企業にとってバーチャル・コミュ
ニケーションの重要性が増すにつれ、会
議のためのデバイスの品質と信頼性はこ
れまで以上に重要になっています。上質な
オーディオ・ツールが揃う EXPAND シリー
ズは、さまざまな場所、タイムゾーンで働
く、分散化されたチームのニーズに応える
ために生まれました。

小規模、中規模、大規模な会議室、打ち合
わせスペースや携帯用途など、EXPAND 
製品ラインナップのすべてのモデルは、明
瞭な会話、使いやすさ、すべてのデバイス
との完璧な接続性を実現するように設計
されています。

音声をしっかりと拾い上げ、高品質なス
ピーカー・サウンドで伝えることで、電話
会議の参加者全員が、実際に会って話し
ているかのような安心感と明瞭さで、積極
的に会議に参加できます。EXPAND シリー
ズは、同僚やお客様とのコミュニケーショ
ンを活発にし、シームレスなコラボレー
ションに効果を発揮するツールです。

シームレスな 
コラボレーション
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EXPAND 30 シリーズ
Bluetooth® スピーカーフォン

EXPAND 20 シリーズ
有線スピーカーフォン

EXPAND 80 シリーズ
Bluetooth® スピーカーフォン

EXPAND  
ミーティング・ソリューション

世界とつながる
会議は待ってくれません。EXPAND シリーズを
使用することで、電話会議をシームレスに、ただ
ちにセットアップすることができます。さらに、接
続が簡単なスピーカーフォンは操作しやすく、使
用するすべてのデバイスに合わせて自動的に設
定を行います。不要なパーツやボタンを一切省
いた、洗練されたコンパクトなデザインが特長
の EPOS のクラフツマンシップは、品質、信頼
性、優れた素材で世界的に認知されています。

オフィスや外出先で、またパーソナル・ユース、共
有が可能な EXPAND シリーズは、世界中のどの
ような空間であっても、簡単にバーチャル・ミー
ティング・ルームへと変身させます。据え置き設
定、ポータブルで使用できるコラボレーション・
ツール EXPAND シリーズを体験してください。
直感的で使いやすく、最高クラスの音声ピック
アップ性能により、チームやお客様とのコミュニ
ケーションにおいて優れた音声が得られます。
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データで見る 
EXPAND

*  詳細なレポート： 「The way we work 2019」 

電話会議等でヘッドセットやスピーカー
フォンを使 用するオフィスワーカー の 
69%* が、シームレスなコラボレーションが
不可欠だと感じています。EXPAND シリー
ズは、そんなニーズに応えて誕生しました。

働く人の 59%* が毎日のようにオーディ
オ・ソリューションを使用しています。その
ような方にふさわしい、最高の音質と信頼
性を備えた製品ラインです。

他部門とコラボレーションする人の 37%* 
は、一日の半分以上、自分のデスクから離
れています。EXPAND シリーズは柔軟性、
使いやすさ、あらゆるデバイスとの優れた
接続性を備えています。

59% 
毎 日 オ ー デ ィ オ・ 

ソリューションを使用
する人の割合

69% 
シームレスなコラボ
レーションが必要な
人の割合

37% 
一日 4 時間以上デ
スクから離れてい
る人の割合
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最適なソリューションを見
つけてください
次のような会議シナリオから、最適な会議ソリューションを見つ
けてください。適切なソリューションを選択することで、時間とコ
ストを節約し、総合的な生産性を向上させることができます。

パーソナル・ワークスペース
自分のデスク／オフィス、ホテルの部屋、ホーム・オフィス  
– 個人用
オフィス、パーソナル・ワークスペース、移動中に一人で通話するプロ
フェッショナル向け。

打ち合わせスペース、小規模な会議室
小さな共同スペース、小規模な会議室  
– 2～6 人
地理的に離れた場所にいるチームメンバーと共同作業を行い、頻繁
に小さな打ち合わせスペースに集まり調整する必要があるプロフェッ
ショナル向け。

中規模な会議室 
中規模～大規模な会議室での会議  
– 6～12 人
中規模から大規模な会議室で、複数の地理的に離れた場所で開かれ
る、通常のフォーマルな会議、プレゼンテーション、インタビューに参加
するプロフェッショナル向け。

大規模な会議室
大規模な会議室での会議  
– 12 人以上
大規模な会議室で、複数の地理的に離れた場所で開かれる、通常の
フォーマルな会議、プレゼンテーション、インタビューに参加するプロ
フェッショナル向け。

6-12

12+

2-6
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EXPAND  
80 シリーズ

チームの結束

最大 16 人の室内参加者に対応する、拡張可能
なプレミアム Bluetooth® スピーカーフォンによ
り、同僚たちとつながることができます。6 つの
適応型ビームフォーミング・マイクが人間の声と
室内反響、周囲の雑音を区別します。室内の全
員の声を聞き取ることができ、オフィスにいない
同僚も会話に参加しやすくなります。
 
Bluetooth®、USB-C または NFC による接続が簡
単で、部屋は豊かで自然な音で満たされます。
活発な会議や、オーディオ、ビジュアルによるプ 

 
レゼンテーションに最適です。Kvadrat（クヴァド
ラ）の高品質布地が使用されており、職場に適
したプロ仕様のデザインと優れた共鳴抑制を実
現します。拡張マイクを使用すれば、大きな会議
にも対応できます。EXPAND 80 はリアルタイム
性に優れた空間を提供できるため、全体的なパ
フォーマンスを強化する確かさと明瞭さを実現
します。

詳しくはこちらをご覧ください  
eposaudio.com/expand-80

主な特長、機能
EPOS Voice™ でメッセージを受信 
6 つの適応型ビームフォーミング・マイクと DSP によ
り、室内の反響や周囲の騒音から音声を識別。
 
豊かで自然な音 
特許出願中の独自の吊り下げ型スピーカー・ボックス
に収納された、極めて歪みの少ないパワフルなスピー
カーにより、優れたサウンドで室内を満たし、優れた
デュプレックス性能で双方向の同時発言が可能。

優れた製造技術と印象的な北欧デザイン
上質な素材と、サウンドを強化する Kvadrat（クヴァド
ラ）生地を用いて、極上のミニマルな美的要素を取り
入れて製造。
 
会議の規模を拡大 
最大 2 つのマイクを追加することで、より規模の大き
な会議に対応。 
  
電話会議をただちにセットアップ
さまざまな接続オプション、直感的なユーザー・インタ
フェース、お好みの音声アシスタントまたは Microsoft 
Teams へワンタッチ・アクセス。

その他の特長、 機能
デバイスを保護 
Kensington ロックに対応 
 
USB ドングルを簡単に見つけられる収納スペース 
BTD 800 USB ドングルにより、あらゆるデバイスへの 
Bluetooth® 接続が可能 

異なるデバイスでの会議 
PC／ソフトフォンとモバイル・デバイスの通話を、一つの会議
に統合 

カスタマイズ可能なセットアップ 
取り外し可能な USB-C ケーブル 

ワンタッチ・アクセス 
音声アシスタントまたは Microsoft Teams の機能にアクセス 

直感的なサウンド・デザイン 
Felt Music が作成した音声通知搭載 

* EXPAND 80T で機能します。

2-6 6-12 12+
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EXPAND 80 
MIC 
会議の規模を拡張 

EXPAND 80 スピーカーフォンに拡張マイクを追加する
ことで、会議の規模を拡張できます。UC に最適化され、
Microsoft Teams 認定を取得した、明瞭な通話が実現し
ます。会議室の大きさに合わせて 1～2 個のマイクを接続
すると、共同作業が快適にはかどります。 
 
ノイズ・キャンセリング機能の付いたマイクが、参加者全
員の近くにあるため、極めて明瞭な音声が届き、コミュニ
ケーションが円滑に進みます。整然とした機能性と使い
やすさを高めるように開発された、スマートなケーブル
管理により、机の上がすっきりと片付き、プロ向けのスタ
イリッシュな会議室を維持できます。EXPAND 80 Mic は、
EXPAND 80 と同じ上質な素材で作られているため、会議
室の見た目と雰囲気に統一感が生まれ、インテリア・デ
ザインが一段と美しく見えます。EXPAND 80 会議ソリュー
ションの規模と可能性を広げ、チーム全体のパフォーマン
スを高めましょう。

 
詳しくはこちらをご覧ください  
eposaudio.com/expand-80-mic

主な特長、機能
UC のための最適化と Microsoft Teams  
認証による、大人数の会議に対応 
人数の多い会議では、最大2個の拡張マイクを接続す
ることで、UC に最適化され、Microsoft Teams 認証を
取得した音質が体験可能。 
 
全員の発言が明瞭に聞こえます 
それぞれの EXPAND 80 Mic には 4つのビームフォー
ミング マイクが備わっているため、室内の参加者全員
の近くにマイクを配置可能。 
 

プロ向けのスタイリッシュな会議に適したスマートな
ケーブル管理 
最適なシステム・セットアップのためのスマートなケー
ブル管理により、会議室に合わせてケーブルの長さを
調整可能。 
 
プラグアンドプレイによる会議 
EXPAND 80 にプラグインするだけで会議を始められ
る。接続が完了すると、セットアップ全体が一つの統
合されたシステムとして機能。
 
印象的な北欧デザイン 
EXPAND 80 にマッチするスマートでミニマルなデザイ
ンと上質な素材を採用。
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EXPAND  
30 シリーズ
EXPAND 30 シリーズは、移動の多い人のためのポータ
ブル・ワイヤレス・スピーカーフォンです。パーソナル・ユー
スや、最大 8 人までの小規模～中規模の電話会議に対
応します。どこにいても、ただちに電話会議をセットアップ
できます。また、常設して会議室ソリューションの一部とし
て使用することもできます。

Bluetooth® または USB-C による接続が選択できるので、
自由で柔軟な接続が可能です。ノイズや反響をキャンセ
ルする 2 つの広範囲に対応するマイクと、音声の歪みを
最小限に抑えてクリアな音声再現を実現するスピーカー
により、どのような環境でも自然な会話の流れを可能に
します。通話以外にも、EPOS が誇る優れた音質で音楽
を楽しむことができます。上質な素材を使用。EXPAND 30 
はオフィスでも外出先でも柔軟性に富んだ電話会議を
行えるツールです。

詳しくはこちらをご覧ください  
eposaudio.com/expand-30

主な特長、機能
プラグアンドプレイでどこでも会議が開催可能
ポータブル、Bluetooth®または USB-C による接続、
最大 3 台とのマルチポイント接続、音声アシスタント
または Microsoft Teams へのワンタッチ・アクセス
が可能。

電話会議、音楽、マルチメディアで優れたオーディ
オ性能を発揮
EPOS VoiceTM 技術により、極めて歪みが少ないス
ピーカーと、先進的なアルゴリズムによる、エコー／
ノイズ・キャンセリング・マイクを2つ搭載。

自然な会話体験 
業界をリードするデュプレックス性能により、双方向
同時の通話が可能。

考え抜かれたデザイン 
最高品質の素材で作られた、コンパクトで軽量なデ
ザインであり、便利なケーブル巻上げ機能と安全な
ドングル・ストレージを装備。

個人または共有使用向け
最大 8 名の参加者が集まる打ち合わせスペースで、
自動または手動再接続により最適なユーザー・エク
スペリエンスを体験。

その他の特長、機能
より上質な会議を - PC／モバイルのスピーカーとマイクに
代わる、優れたオーディオ体験を提供。

異なるデバイスでの会議が可能 - PC／ソフトフォンとモバイ
ル・デバイスでの通話を一つの会議に統合。

直感的なユーザー・インタフェース - スマートなボタン配置
が容易な操作を実現。

長時間の通話が可能 - 最大 18 時間。

 簡単充電 - USB-C ケーブルでわずか 3 時間 20 分。

持ち運びにも便利 - 専用のキャリング・ポーチ付き。

USB ドングルが簡単に見つけられる保管スペース - BTD 
800 USB ドングル搭載で、あらゆるデバイスへのBluetooth® 
接続が可能。

* EXPAND SP 30T で機能します。

2-6
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EXPAND  
20 シリーズ

EXPAND 20 シリーズは、さまざまな空間をオフィスとし
て活用する、移動の多いビジネス・プロフェッショナルの
ために設計された、コンパクトなポータブル・スピーカー
フォンです。個人のデスクから、最大4人の小規模の打ち
合わせスペースまで、どこにいてもただちに高品質の会
議を立ち上げます。

柔軟性に優れた EXPAND 20 は、使用するコミュニケー
ション・デバイスに応じて、直接 PC に、または携帯電話に
接続することができます。個人使用または小人数の電話
会議に適しています。優れたデザイン、上質な会議音質、
使いやすさを重視する、フレキシブルな会議ソリューショ
ンを求めるビジネス・プロフェッショナルのために作られ
ています。会議をシンプルに行えるソリューションです。

 
詳しくはこちらをご覧ください  
eposaudio.com/expand-20

主な特長、機能
プラグアンドプレイでどこでも会議が可能
コンパクトな軽量デザイン。USB または 3.5mm 
ジャックが選択可能。最長20時間の通話時間。

極上のサウンドでより充実した会議を実現
EPOS ならではの上質なサウンド、双方向性能、エ
コー・キャンセル機能により、音声に歪みのない自然
な会話を実現。 

個人使用または小人数の電話会議向け
外出先での個人的な使用も、小さな会議室での使用
も簡単。

上質なデザイン
優れた音質とデザインを兼ね備え、上質な素材を使
用したこだわりのデザイン。

優れた操作性
直感的なユーザー・インタフェースにより、PC／ソフト
フォン、携帯電話、タブレットに接続するだけで通話の
準備が完了。

その他の特長、 機能
より上質な会議を - PC／モバイル・スピーカーとマイクに代
わり、優れたオーディオ体験を提供。

優れたコミュニケーション - EPOS VoiceTM テクノロジーとエ
コー・キャンセル機能により、自然なコミュニケーションを実
現。

どこでも音楽を楽しめる - 音楽鑑賞とマルチメディアに適し
た、サウンド強化プロファイル。

さまざまなデバイスでの会議が可能 - PC／ソフトフォンとモ
バイル・デバイスでの通話を一つの会議に統合。

直感的なユーザー・インタフェース - わかりやすいマイク・
ミュート・ボタン、通話と音量の設定、簡単なケーブル管理。

便利で安心 - 専用のキャリング・ポーチで持ち運びが簡単。

ハンズフリー操作 - 通話と作業を同時にこなせます。

十分な通話時間 - 目で見て確認できる LED バッテリー・ス
テータス、バッテリー残量低下を音声で警告。

2-6
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 (•) 追加アクセサリーとして購入可能
 ((•)) 参加者最大 8 名
 * 付属の USB-C to USB-A 変換アダプターを使用
 **  USB-C で接続する場合、性能はデバイスにより異

なります。

製品比較一覧 
スピーカーフォン・シリーズ

EXPAND  
80

EXPAND  
80T

EXPAND  
SP 30

EXPAND  
SP 30 +

EXPAND  
SP 30T

EXPAND  
SP 20

品番 1000202 1000203  1000223 1000224 1000225 1000226

接続

Bluetooth® • • • • •
USB •* •* •* •* •* •
USB-C • • • • •
3.5 mm ジャック •
NFC • • • • •

デバイス

ソフトフォン/PC • • • • • •
携帯電話 •** •** •** •** •** •
タブレット •** •** •** •** •** •

ワークスペース、人数

自席（参加者 1 名） • • • •
個室（参加者 1 名） • • • •
打ち合わせスペース／小規模会議室 

（参加者 2～6 名） • • • • • •

中規模会議室（参加者 6～12 名） • • ((•)) ((•)) ((•))
大規模な会議室（参加者 12 人以上） • •

マイク

ビームフォーミング・マイク 6 6 2 2 2 1

機能

USB ドングル • • (•) • •
マルチメディア、音楽鑑賞 • • • • • •
複数デバイスでの会議 • • • • • •
Kensington ロックに対応 • •
EXPAND 80 Mic (•) (•)

ユニファイド・コミュニケーション(UC)

UC対応 • • • • • •
Skype for Business 認定 • • • •
Microsoft Teams 認定取得 • •

デザイン

Kvadrat 布地 • •
ステンレス鋼 • • • •
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技術とサービス
安心サポート



EPOS  
テクノロジー
EPOSのテクノロジーは、次の3つの基軸から成り立っています。 EPOS AITM、EPOS 
SoundTM、EPOS VoiceTM - これが、EPOS の技術的な強みを端的に表しており、 それぞ
れ、人工知能、サウンド・エクスペリエンス、マイクの性能に対応しています。
 

EPOS AI™ – 最適化されたオーディオ体験を提供
The Power of Audio へのコミットメントを通して、コミュニケーションを促進し、成功の
可能性を高める、最適化されたオーディオ体験を開発しました。ユーザーを念頭におき、
音声処理と判断を別々に行う機械学習システム EPOS AI™ を EPOS のオーディオ・デバ
イスに実装しました。高性能ビームフォーミングとノイズ抑制アルゴリズムの相互作用に
より、周囲の環境を解析して音声を自動的に調整します。EPOS AI™ 技術により、周囲の
音が抑えられるため、聞き手に音声をはっきりと明確に伝えられます。

弊社は最先端の技術を維持し続けることを目標としています。すべての UC において、最
先端AIベースの初のヘッドセットとして ADAPT660 を発表し、オーディオ技術のパイオ
ニアとしての基礎を作り上げました。
 

EPOS Sound™ – 臨場感のあるサウンド
EPOS Sound™ は高級オーディオ・デバイスの機能を最大限に引き出し、ナチュラルな
音声を再現する技術です。 周囲の音を常にモニタリングし、ノイズ・レベルを変化させ、
オーディオを適切に拡張することにより、まるで話し相手と実際に対面しているかのよ
うな、集中しやすいオーディオ・エクスペリエンスを作り出します。場所は関係ありませ
ん。さらに、ヘッドセットを外すことなく、同僚の声を聞いたり、アナウンスに耳を傾けた
りすることができます。さらに、周囲のノイズをブロックする効果もあり、ユーザーの作業
効率とパフォーマンスのアップに貢献します。
 

EPOS Voice™ – 環境を問わずクリアな音声
EPOS Voice™ は、話し手の声の音質を改善して会話をスムーズに進められるようにす
る、音響レンズのような役割を果たすインテリジェントな技術です。この技術は、不要な
ノイズを除去し、人間の声を自然に再現するのが特長です。さらに、話し手の環境を識別
し、周囲の不快なノイズをカットすることによって、声をクリアに伝えます。場所に関わら
ず、明瞭な音声を実現し、究極のオーディオ体験を提供します。ノイズ・レベルを適切に
コントロールしてくれる、優れたデジタル・ボイス・アシスタントとして、さまざまな環境
でお役立てください。
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IT 管理者用  
EPOS Manager

EPOS Manager は、UC 環境をすばやく、安全に
管理したいという企業のニーズに応えて開発さ
れました。エンド ユーザーの PC にクライアント・
アプリケーション EPOS Connect をインストー
ルすると、すべてのデバイスを完全に把握し、新
しい更新プログラムと設定にアクセスできるよ
うになります。

複数の拠点を持つ企業の場合、すべての拠点
を対象に、エンドユーザーの設定を管理、更新、
制御できます。セキュリティを守るため、通信と
データはすべて暗号化され、機密データが残る
ことはありません。

資産、アップデート、構成管理を簡易化すること
により、時間とコストを大幅に節約できます。

ヘッドセット・ユーザー向け 
EPOS Connect

EPOS Connect は、スピーカーフォン・ユーザー
の PC においてバックグラウンドで実行されるク
ライアント・アプリケーションです。EPOS のヘッ
ドセットとスピーカーフォンがさまざまなソフト
フォンとシームレスに動作し、最新のファーム
ウェアのアップデートやパーソナライズされた設
定にアクセスできます。

EPOS Connect は、EPOS Manager で登録した企
業アカウントと連係させて使用します。小規模企
業や個人ユーザーの場合は、スタンドアロン・ア
プリケーションとして使用することも可能です。

このアプリケーションを使えば、お使いの EPOS 
のヘッドセットやスピーカーフォンを自分専用に
設定して、作業の効率化を図れます。

EPOS Manager
お使いのEPOS 製品を一括管理
EPOS Manager は、IT 担当者やエンドユーザーの手間を省き、ビジネス
の効率化を促進するツールです。EPOS Manager を使用することで、すべ
ての EPOS デバイスを把握し、以下の 3 つの領域で UC 環境を管理でき
ます。

資産管理
概要の把握
EPOS のヘッドセットやスピーカーフォンはもちろん、他メーカーの製品も含め、
ダッシュボードですべてのデバイスを確認できます。全ユーザーをシステムに登
録し、アクティブなデバイスや非アクティブなデバイス、各デバイスのユーザー、
使用状況などを確認できます。余分に割り当てられているデバイスは、割り当て
なおすことによって生産性を向上できます。レポートを作成すれば、使用状況や
ファームウェアのコンプライアンスなど、社内資産について詳しく把握、管理する
ことが可能となります。

アップデート管理
ダウンタイムの削減、利便性の向上
管理者とエンドユーザーにとって都合のよい時に、フレキシブルでコスト効率の
高い方法によって、組織内のすべての EPOS デバイスを最新のファームウェアに
アップデートできます。シンプルなダッシュボードから、組織全体のあらゆる数の
デバイスに対して、新しいアップデート・プログラムを配信します。アップデートの
スケジュールを設定すれば、ダウンタイムやワークフローの中断を最小限に抑え
られます。

設定管理
管理者とエンドユーザーの両方に便利
一元化された構成オプションにより、すべての設定を IT 部門から制御できます。
これにより、ヘッドセットのユーザーは、シンプルなプラグアンドプレイ・ソリュー
ションを使用できるようになります。特定のグループまたは個人ユーザーに対し
て、コンプライアンスに準拠するよう、EPOS デバイスに設定をプッシュしたり、特
定の仕様にロックしたりできます。
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EPOS グローバル・サービス & サポートは、世
界中のすべてのお客様に最高の顧客エクスペ
リエンスを提供することを目指しています。あ
らゆるチャネルで統一したサポート・プロセス
を備えた EPOS は、エンドユーザーから再販業
者、卸業者、カントリー・パートナー、子会社ま
で、世界各地のあらゆるサポート・リクエストに
対して、均一で一貫した、構造的かつ上質なサ
ポートをお約束します。

こちらからサポートポータルにアクセスいただ
けます： 
eposaudio.com/enterprise-support

Eメール： 
contact@eposaudio.com

サービスとサポート
安心サポート

EPOS プロフェッショナル・トライアル・プログラ
ムでは、さまざまなヘッドセット、スピーカーフォ
ンを実際にお試しいただいた上で、オフィス、
コールセンター、ユニファイド・コミュニケーショ
ン・ソリューション用に最適な製品をお選びいた
だけます。

eposaudio.com/try

EPOS を体験
EPOS ヘッドセットをお試しくだ
さい
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510697061

EPOS Group A/S 
Industriparken 27  

2750 Ballerup, Denmark
eposaudio.com

THE POWER OF AUDIO


