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新しいヘッドセットをお使いになる前に、安全性に関するガイドに記載されている使
用上の注意事項、充電、電池に関する注意事項、規制情報をご確認ください。

ヘッドセットの概要

製品を安全にお使いい
ただくために
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弊社の iOS/Android™向け無料アプリの BackBeatをインストールして、ヘッドセットを
最大限に活用してください。

このアプリでできること
• 機能のオン/オフ

• Find MyHeadset

• ユーザーガイドの表示

最大限に活用するには、ヘッドセットとペアリングを行うすべてのデバイスに BackBeat
アプリをインストールしてください。

アプリのインストール
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初めてヘッドセットの電源を入れた時に、ペアリング作業が開始されます。

1 "pairing"（ペアリング）というメッセージが流れるまで中央 ボタンを押してヘッドセッ
トの電源を入れると、LED ライトが赤と青で点滅します。

2 携帯電話の Bluetooth®を有効にして新しいデバイスの検索を行います。
• iPhone > ［設定］ > ［Bluetooth］ > ［オン］*

• Android： > ［設定］ > ［Bluetooth］ > ［オン］ > ［Scan（デバイスの検索）］*

注 *メニューはデバイスによって異なる可能性があります。
3 PLT BBFIT350シリーズ を選択します。
必要に応じて、4桁のゼロ（0000）のパスコードを入力するか、接続を確定します。

正常にペアリングされると、“pairing successful”（ペアリングが成功しました）というメ
ッセージが流れ、インジケーター ライトの点滅が消えます。

ヘッドセットをペアリングモードにする方法は 2つあります。次のいずれかの操作を
実行します。
• ヘッドセットの電源が入った状態で、"pairing"（ペアリング）の音声が流れるまで、音
量調節の［+］ボタンと［–］ボタンを押したままにします。

• ヘッドセットの電源を切り、“pairing”（ペアリング）という音声が聞こえるまで中央ボタ
ンを押したままにします。

注 最大 2台のデバイスをヘッドセットに接続できます。

ペアリング

ペアリング

ペアリングモード
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インライン型コントローラの左側にある充電ポートの蓋を爪を使って開きます。より
よい音質を得るには、ご使用前に電池をフル充電してください。

電池残量が完全に 0の状態からフル充電までにかかる時間は最大 2時間です。インジ
ケーターライトは、充電中赤で点灯し、充電が完了すると消灯します。

ヘッドセットを約 15分充電すると、最大約 1時間の音楽再生が可能です。

高音質を得るには、耳にぴったりと装着することが重要です。3つのサイズのイヤーチ
ップを試して、最もフィットするものを見つけてください。片耳ずつ異なるサイズが
最もフィットする場合もあります。右側のイヤーチップには左側より大きな溝があり
ます。

1 装着 イヤホンを耳に装着し、ループ部分が耳にしっかりと押し込まれていることを確
認します。

ループ部分は耳にしっかりと押し込まれていると安定します。

好きな音楽を聴きながら各々のイヤーチップを装着してみて、装着感と音がご自身に
最もフィットするイヤーチップを選んでください。

2 イヤーチップの取り外し イヤーチップを外すには、軽く力を入れてまっすぐに引き抜
きます。

3 イヤーチップの交換 イヤーチップを"L"（左）または"R"（右）のマークが付いているイ
ヤホンチップに軽く押し付けて、ゴム製のイヤーチップの溝をプラスチック製のイヤ
ホンチップの溝にぴったりはめます。

充電方法と快適にお使いいただくために

充電

高速充電

快適にお使いいただく
ために

6



4 イヤーチップの清掃必要に応じて、イヤーチップをアルコールティッシュかイソプロ
ピルアルコールに浸した綿棒で掃除してください。

ヘッドセットを安定させるために固定用クリップを使用する方法は 2つあります。
• 装着：ヘッドセットのコードを首の後ろに回し、クリップで服に取り付けます。

• 長さの調節：余分なコードをクリップでしっかり留めます。

ヘッドセットの装着
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電源をオンにするには、中央ボタンを約 2秒間押したまま、“Power on”（電源オン）とい
うメッセージが流れるまで待ちます。電源をオフにするには、中央ボタンを約 4秒間
押したまま、“Power off”（電源オフ）というメッセージが流れるまで待ちます。

音量調節の［+］ボタンまたは［–］ボタンをタップします。

音楽、ポッドキャスト、ナビゲーション、その他のストリーミングオーディオをヘッド
セットで再生することができます。
注 機能はアプリケーションによって異なります。

オーディオの再生/一時停止
中央ボタンを軽く押します。

次の曲にスキップ
音量を上げるボタン［+］を約 2秒間押します。

前の曲の再生
音量を下げるボタンを押したまま、確認のトーン音が聞こえるまで待つと、今かかっ
ている曲が最初から再生されます。ボタンを 2回押すと（それぞれ確認のトーン音が
聞こえるまで待つ）、前の曲が再生されます。

ヘッドセットと携帯電話の間で、Bluetooth接続が切断されると、自動的に再接続が行
われます。

再接続されない場合は、任意のキーを 1回軽く押すか、電話の［Bluetooth］から手動で
接続します。ヘッドセットを携帯電話の通信可能範囲外に移動してから 90分以上経過
すると、DeepSleepモードがアクティブになります。

中央 ボタンを軽く押します。

最後にダイヤルした番号に発信するには、中央 ボタンを軽く 2回押します。

通話中に、音量を上げるボタンか音量を下げるボタンを押したまま、“mute on”（ミュー
トオン）または“mute off”（ミュートオフ）という音声が流れるまで待ちます。ミュート
がオンになっていると、15分おきに通知が流れます。

基本操作

電源のオン/オフ

音量調節

音楽とその他

再接続

着信への応答と通話の
終了

リダイヤル

ヘッドセットのミュー
ト
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Siri、Google Now™、Cortana：トーン音が聞こえるまで 2秒間中央ボタンを押し続けま
す。携帯電話からのメッセージが聞こえると、音声ダイヤルや検索、その他のスマー
トフォンの音声コントロールが有効になります。

2台のデバイスから、着信に簡単に応答することができます。

通話中に新しい着信があると、ペアリングしたもう 1台のデバイスから着信音が鳴りま
す。
他のデバイスから 2つ目の着信に応答するには、最初に中央ボタンを軽く押して現在
の着信を終了し、中央ボタンをもう一度押して新しい着信に応答します。注：新しい
着信に応答しない場合、着信はボイスメールに転送されます。

ステータスの変更を通知します。例：

"Power On"（電源オン）

"Pairing successful"（ペアリングが成功しました）

"Phone 1 connected"（携帯電話 1が接続されました）

"No phone is connected"（接続されている携帯電話はありません）

"Mute On"（ミュートオン）

ヘッドフォンの電源を入れたまま、ペアリングした携帯電話が通信範囲外の状態で 90
分経過すると、ヘッドセットは節電のため DeepSleepモードに入ります。

携帯電話の通信範囲内に戻ってから、中央 ボタンを押すと、DeepSleepモードは解除
されます。

ヘッドセットの各部名称

音声機能

2台目のデバイスから
着信に応答する

音声プロンプト

DeepSleep（省電力）モ
ード
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サポート

サポートが必要な場合
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018Plantronics, Inc. Bluetoothは Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Plantronics, Inc.は同社からライセンスの使用許諾を得て使用していま
す。Appleおよび Siriは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。その他すべての商標は、該当する所有者により所有さ
れています。

特許出願中。

213118-17 （12.18）
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