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着信応答/通話終了：軽く 1回押します（1x）

電源オン：約 2秒間軽く押し続けます

電源オフ：約 4秒間軽く押し続けます

Bluetooth®ペアリング：ヘッドセットの電源をオフにした状態で、約 4秒間軽
く押し続けます

音楽の再生/一時停止：軽く 1回押します（1x）

次の曲にスキップ：約 2秒間軽く押し続けます

前の曲にスキップ：約 2秒間軽く押し続けます

Siri、Googleア
シスタント™

約 2秒間軽く押し続けます

+ 音量を上げるボタン：軽く押して音量を上げます

- 音量を下げるボタン：軽く押して音量を下げます

+および- 音量を上げるおよび音量下げるボタン：ミュートオン/ミュートオフ

+および アクティブノイズキャンセル：約 2秒間軽く押し続け、オン/オフを切り替え
ます

-および スマート磁気センサー：約 2秒間軽く押し続け、オン/オフを切り替えます

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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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ライトが赤と白で点滅します。

:04

“Pairing”

2 PLT BBGO410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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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
• 言語の選択

• 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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中央ボタンを押し、"power on"（電源オン）または“power off”（電源オフ）というメッセ
ージが流れるまで待ちます。

充電
ヘッドセットのフル充電にかかる時間は、約 2時間です。充電が完了すると、ヘッド
セットの LEDが消灯します。

快適にお使いいただくために
出荷時には、Mサイズのイヤーチップがイヤーパッドに装着された状態になっていま
す。各サイズのイヤーチップ（S、M、L）を装着してみて、耳に最もよくフィットする
ものを選びます。

基本操作

電源のオン/オフ

充電方法と快適にお使
いいただくために
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RL

イヤーチップの交換
イヤーチップの交換と快適な位置での固定は、簡単に行うことができます。イヤーバ
ッドとイヤーチップには、左右の表示があります。

1 イヤーチップをイヤーバッドに取り付ける際は、イヤーチップのループをつまんでイ
ヤーバッドに被せ、イヤーチップを引き上げてイヤーバッド裏の小さなタブを覆い、
正しい位置に装着します。

2 タブが見えず、イヤーチップが正しい位置に固定されていることを確認します。

中央ボタンを軽く押すか、ソフトフォンを使用します。

音量を調節するには、音量を上げるボタンまたは音量を下げるボタンを軽く押します。

音楽の再生/一時停止
再生/一時停止ボタンを軽く押します。

着信への応答と通話の
終了

音量調節

音楽
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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。

voice

:02

:02:04

:02

前の曲の再生
音量を下げる［-］ボタンを約 2秒間押します。
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Bluetoothの場合、電話とヘッドセットの距離が約 10メートル以上離れると、音質が低
下したり接続が切断されます。接続が切断された場合、通信距離内に戻ると、自動的に
再接続が行われます。

通話中に、音量を上げるボタンと音量を下げるボタンを押します。「ミュートオン」ま
たは「ミュートオフ」というメッセージが流れます。

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。

常時アクセス

ミュート

リダイヤル
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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。
もう一台のデバイスからの別の着信に応答するには、中央ボタンを軽く押して現在の
着信を終了します。終了後、新しい着信に自動的に応答します。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。

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。

その他の機能

2台のデバイスの使用

DeepSleep（省電力）モ
ード
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オンにすると、イヤホンが磁気的につながれたときに、スマート磁気センサーが ANC
をオフにし、Bluetoothソースから切断して、電力消費を抑えます。磁気的に切り離さ
れると、Bluetoothは自動的に再接続され、ANCはオンになります。

オフにすると、スマート磁気センサーはただの磁石になりますが、スマート磁気セン
サーを使用せずに設定で ANCをオン/オフできます。

コンバーチブル式ケーブルを使用すると、ヘッドセットを USBアダプターおよびコン
セントで充電できます。また、モバイル デバイスに接続してオーディオを聴くことも
できます（飛行機に搭乗中など）。モバイル デバイスに接続して音楽を聴くときは、ヘ
ッドセットの電源をオフにしてください。

注 このアダプターには同梱の充電ケーブルのみを使用してください。このアダプター
をそれ以外のケーブルと一緒に使用しないでください。

図のようにヘッドセットを包んで、ポーチに収納します。

スマート磁気センサー

コンバーチブル式ケー
ブル

ヘッドセットポーチ
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サポート

サポートが必要な場合
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

アメリカ合衆国

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

オランダ

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、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。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。

213188-17 （10.18）
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