
法人・教育機関向け

Microsoft Teams
認定アクセサリ カタログ

オンライン会議を快適に！



Microsoft Teams 
認定アクセサリ ラインアップ

オフィス ワークとリモート ワークを併用する「ハイブリッド ワーク」の導入が急速に進むなか、オンライン会議はます
ます必要不可欠なものになっています。日々行われるオンライン会議の質を高めることが、ハイブリッド ワーク時代の
生産性向上につながります。 Microsoft Teams 会議に最適化された認定オーディオやカメラを利用することは、日々
行われる Teams 会議に快適性や効率化をもたらします。

Microsoft Surface Headphones 2+ や Microsoft モダン ウェブカムといった、
Teams 会議に最適化されたデザイン / 機能を備えたオーディオ デバイスや Web カメラです。

Microsoft Teams 
認定アクセサリとは 快適な 

Microsoft 
Teams 体験を
可能にする機能

ワンプッシュで Teams 起動

ボタンを押してすばやく 
Teams 会議に参加

接続状態を可視化

会議への接続状態やマイクの
ミュート状態をひとめで確認

直感的な操作性

直感的に、通話の受信、
終了、音量を調整

簡単セットアップ

セットアップと
管理が容易

高品質
場所やデバイスを問わず、
質の高い音声、ビデオ、
共有体験を提供 

厳格なテスト基準
快適なオンライン会議環境を
実現する Teams 認定の
基準をクリア

豊富な組み込み機能
プラグ アンド プレイで利用可能
通話コントロール、Teams 専用ボタン、
LED インジケーターの機能に対応

Microsoft Surface 
Headphones 2+

集中力を未体験のゾーンへ。 8 マイクアレイ搭載
Teams 認定 ノイズ キャンセリング ヘッドセット
13 段階まで細かく調整できるアクティブ ノイズ キャンセリング 
(ANC) 機能と、8 つの指向性マイクを搭載し、雑音が気になる
リモート環境でもクリアな音質で「聞く、届ける」を実現。最大 
15 時間の Teams による音声通話が可能な長時間バッテリー
は、充電を気にせず 1 日中利用できます。ダイヤル操作とタッチ 
コントロールといった直感的な操作性に加えて、Microsoft Teams 
ボタンを新しく搭載。同梱の USBドングル（USBリンク）※5 を
利用することで、ワンプッシュで Teams を起動し素早く会議に
参加、オンライン会議への接続状態の可視化やミュート解除の
操作など、シームレスな会議参加と会議中のスムーズな操作で
チームの生産性を向上します。

Microsoft モダン 
USB ヘッドセット
Microsoft モダン 
USB-C® ヘッドセット
USB でつなぐだけ！ 
接続の安定感が抜群なヘッドセット
USB でシンプルに接続できる高品質のオーディオ機能とノイズ
低減マイクを搭載。Microsoft Teams での直感的な通話コン
トロールが可能。

高音質のステレオ スピーカー 直感的な通話コントロール

Microsoft モダン USB ヘッドセット
Microsoft モダン USB-C® ヘッドセット

Microsoft モダン ワイヤレス ヘッドセット

Microsoft モダン USB-C スピーカー

Microsoft モダン ウェブカム

Microsoft 
モダン ウェブカム

Microsoft Teams で
高品質のオンライン会議を実現
汎用性に優れ、簡単に設置できる HD カメラは、1 対 1 のビデオ
通話や Microsoft Teams 会議に最適。安定したクオリティの
高い動画を、Surface※4 や Windows 10 PC※4で利用可能。
高画質の HDR や True Look にも対応しています。

最大 1080p の動画と 
78 度の幅広い 視野角

プライバシー シャッターと 
LED ステータス インジケーター

汎用性に優れた
マウンティング システム

フェイシャル レタッチと
自動明るさ調整機能

Microsoft 
モダン 
USB-C スピーカー

高品質な通話や音楽再生を可能にする
オーディオ デバイス
あらゆるワークスペースに高品質の音声を提供。Surface※4 や
Windows 10 PC※4 とシームレスに連携※6 し、クリアな通話や、
迫力ある音楽サウンドを実現します。

プレミアムでコンパクトな
デザイン。ケーブル ストレージと
キャリー ケースが付属

音声通話に最適な
高音質スピーカー

周辺のノイズを低減できる
無指向性マイク

ミュート ボタンと
ステータス インジケーターで、
直感的に会議をコントロール

Microsoft 365 ※2・3 の
音声機能で
さらに生産性を向上 

心地よい装着感のオーバー
イヤー フィット。最大 15 時間※1 
の音声通話に対応したバッテリー 

最先端の 8 マイクアレイ 
システムが、ノイズのない
クリアな音声をキャプチャ

13 段階に調整できるアクティブ 
ノイズ キャンセリング
どこでも集中できる環境を実現

※1 音声通話のテストは 2021 年 2 月に、プレリリースの Surface Headphones 2+ とドングルのパッケージ、プレ
リリースのソフトウェアを使用してマイクロソフトが実施しました。ドングルは、Surface Laptop 3 および 
Surface Pro 7 に接続しました。ノイズ キャンセリングの最大レベルを適用し、音量は 52% に設定されました。
Bluetooth® ハンズフリー プロファイルが使用されました。テストでは、Microsoft Teams の音声通話中に 
Surface Headphones 2+ がホスト デバイスから切断されるまでバッテリーを完全に放電しました。バッテリー
駆動時間は、デバイスの設定、環境、用途などの要因によって異なります。

※2 一部の機能については、別売りのソフトウェア ライセンスが必要になります。
※3 Microsoft Surface Headphones 2+ の音声入力で Microsoft 365 アプリを使用する方法については、

https://aka.ms/hdphn2pM365 をご覧ください。音声コントロールはオペレーティング システムによって
異なります。

※4 別売りです。
※5 Microsoft Surface Headphones 2+、Microsoft モダン ワイヤレス ヘッドセットの Microsoft Teams 認定
条件として、PC との接続には同梱の USB ドングルを使用する必要があります。

※6 Microsoft モダン USB-C スピーカーは、USB-C® でデバイスと接続します。

リモートワークの  
オンライン会議に最適！

Microsoft 
モダン 
ワイヤレス ヘッドセット

ワイヤレスで PC やスマホと接続、
オンライン会議に高品質な音を
Surface※4 や Windows 10 PC※4 とワイヤレスで接続。※5品質の
良いオーディオと通話コントロール機能を装備。フリップでミュート
にでき、 LED でミュート状態をひとめで確認可能。

心地の良い装着感
オンイヤー デザイン 周辺のノイズを低減できるマイク



※ 携帯 / PHS からもご利用いただけます。
※ 番号のおかけ間違いにご注意ください。

マイクロソフト カスタマーインフォメーションセンター
フリーダイヤル 0120-41-6755（平日 9:00 ～ 17:30）

■お問い合わせ

● 掲載している情報は参考価格のため、実際の販売価格は各販売店までお問い合わせください。 ● 記載されている会社
名および製品名は各社の商標または登録商標です。 ● 本リーフレットの内容は 2021 年 10 月現在のものです。 ● 本リーフ
レットで使用している画像はイメージです。 ● 製品仕様は予告なく変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。
※本リーフレットに記載の価格はすべて税抜の参考価格です。

■ご購入について
法人向け Surface は、マイクロソフト認定 Surface リセラーおよび DMP（Distributor 
Managed Partner）各社を通じてご購入いただけます。認定 Surface リセラーの詳細は、
http://aka.ms/surfaceasr でご確認いただけます。

Microsoft Teams 認定アクセサリ ラインナップ製品スペック

〒108-0075  東京都港区港南 2-16-3  品川グランドセントラルタワー 1991-IP2

[寸法 ]  約 204 mm × 195 mm × 48 mm
[重量 ]  約 290 g

スピーカー：20～ 20,000 Hz

マイク : 8つのアレイマイク（各イヤーカップに 4 つ）
スピーカー : アクティブ ノイズ キャンセリング  最大 30 dB
　　　　　 パッシブ ノイズ キャンセリング  最大 40 dB

外形

周波数特性

ブラックカラー

ノイズ キャンセリング
機能

40mm Free Edge ドライバースピーカー

[寸法 ]  Earbuds（左右各） : 約 25 mm × 19.9 mm
　　　　充電ケース：約 75 mm × 33.2 mm × 25 mm
[重量 ]  Earbuds（左右各） : 約 7.2 g 充電ケース：約 40 g

20 ～ 20,000 Hz

13.6 mm ドライバー

Windows 10, macOS, Android, iOS

タッチ、タップ、スワイプ、音声

ケース内で複数回充電し、最大 24 時間※5 の音楽再生
ケース内で 1 回充電し、最大 7 時間※5の音楽再生
最大 4.5 時間※6 の Microsoft Teams 音声通話

2 つのマイクがそれぞれに搭載

外形

周波数特性

ライトグレーカラー

スピーカー

内臓マイク

バッテリー

互換性

USB ドングル利用時 : Windows 10, macOS 11 / 10.14
Bluetooth 接続時 : Windows 10, Android 11 / 10 / 9, 
　　　　　　　　　　iOS 14 / 13 / 12, macOS 11 / 10.14

電源ボタン , Microsoft Teams ボタン ,音量調節ダイヤル（右耳）,
ノイズ キャンセリング 調節ダイヤル（左耳）

最大 18.5 時間の音楽再生※1、または Microsoft Teams で
最大 15 時間の音声通話が可能※2

USB-A ドングル , USB-C - USB-A ケーブル, 
3.5 mm ヘッドホン ジャック, Bluetooth 

バッテリー

最大 115 dB（1kHz、1Vrms 有線接続時）
最大 115 dB（1kHz, 0dBFS, Bluetooth 接続時）出力音圧レベル

入力

互換性

ボタン /
コントロール

Bluetooth入力

コントロール

[寸法 ]  約 173 mm ×167 mm × 60 mm
[重量 ]  約 142 g 

マイク : 100 ～ 10,000 Hz /スピーカー : 100 ～ 20,000 Hz

マイク : ノイズ リダクション マイク ブーム

28 mm ムービングコイル スピーカー ドライバー

外形

周波数特性

ブラックカラー

ノイズ キャンセリング機能

スピーカー

最大 91 dB出力音圧レベル

USB-A コネクタ入力

Windows 10 / 8, macOS 11.0 / 10.5互換性

Microsoft Teams ボタン,フック ボタン,ミュート ボタン,
音量ボタンボタン /コントロール

[寸法 ]  約 138 mm ×70 mm × 29 mm
[重量 ]  約 191 g

音楽再生時 : 200 ～ 20,000 Hz
会議機能使用時 : 300 ～ 10,000 Hz

50 mm フル レンジ ドライバー

外形

周波数特性

カラー：ブラック / 素材：ファブリック ＋ シリコンカラー / 素材

スピーカー
2つの無指向性ノイズ リダクション マイクノイズ キャンセリング機能

最大 83 dB SPL  
（1 kHz@0.5 m,電源オンの状態でケーブル接続時）出力音圧レベル

USB-C® コネクタ入力
Windows 10 / 8, macOS 11 / 10.15互換性
Microsoft Teams ボタン,ミュート ボタン, 
ボリューム ボタン,フック スイッチ ボタンボタン /コントロール

[寸法 ]  約 50.53 mm ×36.05 mm × 74.58 mm
[重量 ]  約 88.3 g 

1,920 × 1,080 , 30 fps

外形

ビデオ解像度 / 最大フレーム レート　

カラー：ブラック
フロント ウィンドウ：ガラス ,光沢のあるブラック
トライポッド マウント：銅、光沢のあるシルバー
その他のコンポーネント：プラスチック /TEP/ラバー

カラー / 素材

搭載内蔵マイク

最大 1080p  30fps の動画出力, HDR,自動露出,
自動ホワイトバランス,自動アンチフリッカー,78°の幅広い視野角ビデオ機能

USB-A コネクタ入力
Windows 10 / 8, macOS 11  / 10.15
一部の機能では、ソフトウェアのダウンロードとストレージが
必要です。一部の機能は macOS ではサポートされません。

互換性

統合プライバシー シャッターによる、ビデオ ストリームのオン ,オフボタン /コントロール

[寸法 ]  約 172 mm ×164 mm × 60 mm
[重量 ]  約 136 g

マイク : 100 ～ 10,000 Hz /スピーカー : 100 ～ 20,000 Hz
マイク：2 MEMS マイクによるビームフォーミング
28 mm ムービングコイル スピーカー ドライバー

外形

周波数特性
ブラックカラー

ノイズ キャンセリング機能
スピーカー

最大 91 dB出力音圧レベル
音楽再生時 : 最大 50 時間 ※3 

Microsoft Teams の音声通話時 : 最大 30 時間 ※4バッテリー

USB-A ドングル , Bluetooth®入力
USB ドングル利用時 : Windows 10, macOS
Bluetooth 接続時 : Windows 10 / 8 / 7, macOS, Android, iOS 
一部の機能では、ソフトウェアのダウンロードとストレージが
必要です。一部の機能は macOS ではサポートされません。互換性

電源スライド ボタン,ペアリング ボタン,
Microsoft Teams ボタン,ミュート ボタン,フック ボタン
フリップトゥミュート
ボリューム コントロール ダイヤル

ボタン /コントロール

Surface Earbuds

革新的な設計とデザインで、
非常に快適で安定したフィット感を実現

Surface Headphones 2＋

3BW-00005  
21,800 円（税抜）

Microsoft モダン USB ヘッドセット Microsoft モダン ワイヤレス ヘッドセット

Microsoft モダン USB-C スピーカー Microsoft モダン ウェブカム

※Microsoft Teams 認定アクセサリ対象外です。

Surface や Windows 10 PC はもちろん、
Android や iOS とも簡単接続

ケース内のマルチ充電で、
最大 24時間のバッテリー寿命

音量調整や電話の受信もタッチや
スワイプなどの直観的な操作で実現

3BS-00005  34,480 円（税抜）

Surface USB リンク
8SC-00007  1,700 円（税抜）

Surface Headphones 2＋ 
イヤーパッド　 
8SD-00005  3,900 円（税抜）

8JN-00006  5,800 円（税抜）

Microsoft モダン USB-C® ヘッドセット I6P-00003  6,400 円（税抜） 8JU-00013
11,300 円（税抜）

8M8-00007  
11,300 円（税抜）

8MA-00007  
8,100 円（税抜）

タッチやスワイプなどの直観的な操作で、イヤホンの音量調整や曲のスキップ、電話の受信に対応。Microsoft 365 と
スムーズに連携し、PowerPoint のプレゼンテーションの操作や、音声ディクテーションで Office アプリケーションに
声による書き込みが可能です。外出先やリモートワーク時の急な電話やオンライン会議にも、安心して対応できます。

音楽も電話もオンライン会議もこれひとつ、マイク付きハンズフリー イヤホン

※1：音楽再生のテストは 2021 年 2 月に、プレリリースの Surface Headphones 2+ とドングルのパッケージ、試作段階のソフトウェアを使用してマイクロソフトが実施しました。ドングルは、Surface Laptop 3 および Surface Pro 7 に接続しました。プレイリスト
は、SBC エンコードを使用して送信された 44 曲で構成されました。ノイズ キャンセリングの最大レベルを適用し、音量は 46% に設定されました。Bluetooth® A2DP プロファイルが使用されました。テストでは、音楽の再生中に Surface Headphones 2+ がホス
ト デバイスから切断されるまでバッテリーを完全に放電しました。バッテリー駆動時間は、デバイスの設定、環境、用途などの要因によって異なります。  ※2：音声通話のテストは 2021 年 2 月に、試作段階の Surface Headphones 2+ とドングルのパッケージ、試
作段階のソフトウェアを使用してマイクロソフトが実施しました。ドングルは、Surface Laptop 3 および Surface Pro 7 に接続しました。ノイズ キャンセリングの最大レベルを適用し、音量は 52% に設定されました。Bluetooth® ハンズフリー プロファイルが使用
されました。テストでは、Microsoft Teams の音声通話中に Surface Headphones 2+ がホスト デバイスから切断されるまでバッテリーを完全に放電しました。バッテリー駆動時間は、デバイスの設定、環境、用途などの要因によって異なります。  ※3：Microsoft 
モダン ワイヤレス ヘッドセット : 音楽再生のテストは 2021 年 3 月に、ファームウェア更新プログラム 1.37.129 を搭載した Microsoft モダン ワイヤレス ヘッドセットと Surface Pro 3 を使用してマイクロソフトが実施しました。プレイリストは、SBC エンコードを使
用して送信された 44 曲で構成されました。音量は 50% に設定されました。Bluetooth A2DP プロファイルが使用されました。テストでは、音楽の再生中に Microsoft モダン ワイヤレス ヘッドセットがホスト デバイスから切断されるまでバッテリーを完全に放電し
ました。バッテリー駆動時間は、デバイスの設定、環境、用途などの要因によって異なります。  ※4：Microsoft モダン ワイヤレス ヘッドセット : 音声のテストは 2021 年 3 月に、Microsoft Teams の通話で Microsoft モダン ワイヤレス ヘッドセットの消費電力を
ピークの状態 (mA) にしてマイクロソフトが実施しました。この条件では、100% ミュートの状態にし、赤と白の LED が同時に点灯するようにしました。  ※5：ファームウェア更新プログラム 3.0.0.6 の Surface Earbuds を Surface Laptop 3 および Surface Pro 7 
とペアリングしたものを用いて、Microsoft が 2020 年 8 月に実施したテスト (※6 も共通 )。 プレイリストは、SBC エンコードで 44 曲入り。 音量は 40% に設定し、Bluetooth A2DP プロファイルを使用しました。 テストでは、Surface Earbuds がホスト デバイス
から切断されるまでオーディオを再生し、Surface Earbuds のバッテリを完全放電しました。 バッテリの寿命は、デバイスの設定、環境、使用方法、およびその他の要因によって異なります。  ※6：音量は 46% に設定し、Bluetooth ハンズフリー プロファイルを使用
しました。 テストでは、Surface Earbuds がホスト デバイスから切断されるまで Microsoft Teams 通話を行い、Surface Earbuds のバッテリを完全放電しました。 バッテリの寿命は、デバイスの設定、環境、使用方法、およびその他の要因によって異なります。


