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ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン

YVC-300

クリアな音声、豊かな音量。
遠隔会議用スピーカーフォンの新たなスタンダードへ。

高音質

大音量

ヤマハが長年培った音声処理技術で
「話しやすく」
「聞きやすく」
「疲れない」

USBバスパワーでクラス最大の音量
を実現

拡張性

容易性

USB/Bluetooth/Audioのインター
フェースでフレキシブルに接続

自動的に周囲の環境を測定し、音響
設定を最適化

上位モデル YVC-1000と同様＊に独自の音声処理技術を
多数搭載し、快適な遠隔コミュニケーションを実現
ストレスなく双方向会話できる

ノイズを消して声だけを伝える

適応型エコーキャンセラー

ノイズリダクション

スピーカーの再生音をマイクが拾うこ

HVAD

プロジェクターやエアコンなどから発

とで発生するエコーを除去。20kHzま

生する定常的なノイズがある場合で

での音声を処理し、
よりスムーズな双

も、
マイクで収音した音声からノイズ成

方向会話を実現します。

分を除去します。

マイクに近い人と遠い人の音量を調整する

オートゲインコントロール

声が響きやすい空間でもクリアに伝える

残響抑圧

HVAD

マイクで収音した大きな音も小さな音

部屋の特性に起因する残響成分を抑

も、最適な大きさに調整。
マイクからの

圧処理。残響が多い空間でも、通話先

距離や声量の違いによって生じる通話

にクリアな音声を届けます。

先での音量差を低減します。

USB バスパワーのスピーカーフォンの中ではクラス最大の音量を実現、従来
モデル「 PJP-20UR 」
と比べて約 2 倍の大音量になりました。瞬間最大音量は

91dB 、再生周波数帯域も190 〜 20,000Hzと広
帯域なため、高い声から低い声まで、
さまざまな声
が聞き取りやすくなりました。6 名程度の会議で、
しっかりメッセージが伝わり、
ストレスのないコミュ
ニケーションを実現します。

Bluetooth搭載で、どこでも簡単に使える
例えば打ち合わせのためのオープ
ンスペースに手軽に持ち運んで、
タ
ブレットなどとBluetooth 接続。周
囲の環境に合わせて自動的に音響
設定を最適化するので、気軽に快
適な遠隔会議を行えます。

発話者を自動で追尾する

マイク自動追尾

USB バスパワーでクラス最大の「大音量」

HVAD

（Human Voice Activity Detection）

HVAD

収音範囲イメージ図
（推奨 1.5m 以内 / 最大 3 m ※本体 1台あたり）

マイク収 音 時 に人 間 の 声を高い
精度で判定。
「ノイズリダクション」
「オートゲインコントロール」
「マイ
ク自動追尾」
と連携して、音声をよ
りクリアにします。

話者位置検出機能により、声の方向を
自動で追尾。物音には反応せずに、人
の声のみをとらえて収音します。
＊ 上位モデルYVC-1000に搭載の「オートルーム
EQ」は搭載していません。

本体×1

本体×2

1.5m
カチャ
カチャ

人の声を判定

パラ
パラ

1.5m
※ 収音範囲は通信方法や使用環境によって異なります。

●主な仕様

ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン

50,000 円（税抜）

JAN コード 49 57812 59455 4

最大消費電力

2.5W
VCCI クラス A
動作温度：0 〜 40 C、動作湿度：20 〜 85%（結露しないこと）
235（W） 46（H） 226（D）mm
0.8 kg
USB バスパワー駆動：5V/500mA、AC 電源駆動：AC100（50/60Hz）
※ AC アダプターは別売です。
OS：Windows 10（32bit 版 /64bit 版）、Windows 8.1（32bit 版 /64bit 版）、
Windows 8（32bit 版 /64bit 版）、Windows 7（32bit 版 /64bit 版）、
Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8

電波障害規格

総

動作環境

合

寸法
質量
電源
対応 OS

上面

オーディオ入力端子（ステレオミニジャック）、オーディオ出力端子（ステレオミニジャック）

前面

2

端子部
46mm

226mm
1

235mm

1 スピーカー
2 マイク

安全に関するご注意

1

2

Bluetooth
NFC
付属品
その他
マイク

オーディオ

USB 2.0 Full Speed、Bluetooth、NFC（近距離無線通信）、

合

希望小売価格

外部インター
フェース

総

YVC-300

スピーカー
音量
収音周波数帯域
再生周波数帯域
信号処理

Bluetooth バージョン：Ver.2.1+EDR
対応プロファイル： HFP(1.6)、A2DP 対応コーデック：CVSD、mSBC、SBC
無線出力：Class2 最大通信距離：10m（障害物がないこと）
対応機種：NFC 対応 Android 機器 Ver5.0、4.4、4.3、4.2、4.1
USB ケーブル（3m）、取扱説明書（保証書含む）
ファームウェアアップデート（PC より USB で転送）
3 個（単一指向性）
1個
瞬間最大 91dB（0.5m）
100Hz 〜 20,000Hz
190Hz 〜 20,000Hz
適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイク自動追尾、
オートゲインコントロール、残響抑圧、Human Voice Activity Detection（HVAD）

●オプション

3

1 オーディオ入力端子
2 オーディオ出力端子

AC アダプター

連結ケーブル

YPS-USB5VJ

YCBL-DC3M

希望小売価格 4,800 円（税抜）
JAN コード 49 57812 59803 3

希望小売価格 4,800 円（税抜）
JAN コード 49 57812 59804 0

3 USB ポート

●本製品の設置、
ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

●本製品の日本国外での使用については一切のサポート、保証をしておりません。●このカタログの記載内容は2017年4月現在のものです。●仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。● 価格には本体設置費用は含まれておりません。●本カタログ
はBluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、ヤマハ株式会社はライセンスに基づき使用しています。●“N-Mark” はNFC Forum,Inc.の商標あるいは登録商標です。
に記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標あるいは商標です。●Bluetoothおよび
●AndroidはGoogle Inc.の商標です。

メールでのお問い合わせはこちら

http://jp.yamaha.com/products/communication/support/
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