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ヘッドフォン

バリスティックナイロン製トラベルケ

ース

充電ケーブル 3.5mm ケーブル

Bluetooth USB アダプター*

注 * BackBeat PRO+のみ

パッケージ内容
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スイッチ をスライドさせて、電源のオン/オフを行います。

スイッチをスライドさせることにより、周囲の雑音をカットする ANC の有効/無効を切

り替えます。

音楽を再生または一時停止するには、左イヤーカップの再生/一時停止ボタン を押し

ます。

ボリュームホイール を前(+)または後(–)に回してボリュームを調整します。

トラックホイールを前 または後 に回して曲の選択操作をします。

通話していないときに、マイクボタン を押すと周辺の音が聴こえるようになります。

スマートフォンに音声認識機能が搭載されている場合は、コールボタン を 3 秒間押

して、携帯電話からのメッセージを待ちます。

右イヤーカップのコールボタン を押します。

コール  ボタンを 2 秒間押したままにします。

通話中に、次のいずれかの操作を実行します。
•マイク ボタンを軽く押します

•通話中に、ヘッドセットを装着または取り外します（アクティブスマートセンサーが
必要）

コールボタン を 2 回押します。

ヘッドフォンの電源をオンにした状態で、"Pairing"（ペアリン

グ）というメッセージが流れ、LED が赤と青に点滅するまで通話

ボタン を押し続けます。

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。

ヘッドフォンの概要

電源のオン/オフ

アクティブノイズキャ
ンセリング

音楽の再生/一時停止

ボリューム

曲の選択

OpenMic

音声ダイヤル（電話機
能）

着信への応答と通話の
終了

着信拒否

ミュート/ミュート解除

後にかけた電話番号
にリダイヤル

ペアリングモード

製品を安全にお使いい
ただくために
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BackBeat PRO および BackBeat PRO+では、初回のペアリングが異なります。

1 BackBeat PRO の場合ヘッドフォンへの初回電源投入時に、ペアリングが開始されま

す。 ヘッドフォンを持ちながら、電源スイッチをオンの位置にスライドさせます。

LED が赤と青で点滅します。

R

2 BackBeat PRO+の場合ヘッドフォンへの電源を入れ、LED が赤と青で点滅するまで通話

ボタンを押し続けます。

3 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］ > ［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。

4 ［PLT_BBTPRO］を選択します。

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、ヘッドフォンの LED の点滅が停止します。

1 NFC がオンになっていることと、携帯電話のディスプレイのロックが解除されているこ

とを確認します。 （携帯電話によっては異なる場合があります。）

2 ヘッドフォンを軽く押し、携帯電話の NFC タグの位置にあわせた状態で、NFC ペアリ

ングが完了するまで待ちます。 必要に応じて、接続を確定します。

注 ヘッドフォンの NFC タグは、左イヤーカップの外側に配置されています。 （携帯電

話のタグの位置は機種などにより異なります。）

L R

BackBeat PRO+のみ Hi-Fi Bluetooth USB アダプターは、あらかじめヘッドセットとペアリ

ングされているので、コンピュータで音楽を聴いたり電話をかけたりすることができ
ます。

1 ヘッドフォンの電源をオンにした状態で、USB アダプターをお使いのノートパソコン

または PC に接続します。 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、USB アダプターが青く点灯します。

ペアリング

モバイルデバイスとの
ペアリング

NFC ペアリング

（Android）

プラグアンドプレイ
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2 アダプターを設定して音楽を再生するには、サウンド環境設定に移動して、［BT600］
をデフォルトのデバイスとして選択します。

1 Hi-Fi Bluetooth USB アダプターをラップトップまたはコンピュータに挿入して、コンピ

ュータがアダプターを認識するまで待ちます。

2 ヘッドフォンをペアリングモードに設定します。

3 USB アダプターをペアリングモードに設定します。そのためには、USB アダプターが赤

と青に点滅するまで、くぼみが付いたペアリングボタンを軽く押し続けます。

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、USB アダプターの LED が青く点灯します。

1 通話 ボタンを、LED が赤と青で点滅するまで押し続けます。

2 2 番目のデバイスで Bluetooth を有効にして、「モバイルデバイスとのペアリング」の

後の 2 つの手順に従います。

USB アダプターを再ペ

アリングする

2 番目のデバイスのペ

アリング
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ヘッドフォンのフル充電にかかる時間は 大 3 時間です。 充電が完了すると、LED が

オフになります。

=

=

=

=

=

ヒント ヘッドフォンのバッテリー状態を確認するには、ヘッドフォンをかけたまま通

話ボタン を押します。 ヘッドフォンがアイドル状態になっている必要があります。

ヘッドフォンの再生時間は 大 24 時間です。

快適に装着できるようにヘッドフォンを調整します。

ヘッドバンドを快適な長さに調節します。 ヘッドフォンを使用しないときには、イヤ

ークッションを折りたたんでください。

充電方法と快適にお使いいただくために

充電

イヤーピースの装着

7



スマートセンサーは、ヘッドフォンの装着または取り外し時に動作します。

アクティブセンサーを使用す
る場合

ヘッドセットを装着すると、
次の操作が実行されます。

ヘッドセットを取り外すと、
次の操作が実行されます。

携帯電話の着信 着信応答

音楽/メディア 音楽/メディアの再開（取り外

す前に再生している場合）*
音楽/メディアの一時停止（再

生中の場合）*

ミュート 通話中の場合はミュート解除 通話中の場合はミュート

注 *機能はアプリケーションによって異なります。 Web ベースのアプリでは機能しま

せん。

センサーが正しく動作しない場合には、センサーをリセットしなければならない場合
があります。

ヘッドセットのセンサーをリセットするには、ヘッドセットをコンピュータの USB ポ

ートに直接接続し、イヤーカップを上に向けて表面が非金属の平らな場所に 10 秒以上

置きます。

バッテリー消耗時には、付属の 3.5mm ケーブルでヘッドフォンを使用してください。

ケーブルの使用方法：

•音量を［+］ボタンと［-］ボタンで調整します。

•音楽の再生/一時停止または着信応答/通話終了をするには、センター ボタンを 1 回軽

く押します

•次の曲にスキップするには、センター ボタンを 2 回軽く押します*

• 前の曲にスキップするには、センター ボタンを 3 回軽く押します*

• スマートフォンの音声アシスト機能を有効にするには、センター ボタンを 3 秒間押し

ます

注 *BackBeat PRO+のみ

音楽を聴いているときに、OpenMic を有効にすると、周辺の音が聴こえるようになり

ます。

マイクの音量を変えるときは、ボリュームホイール を前［+］または後［-］に回し

ます。 OpenMic をキャンセルするには、マイクボタンを再度押します。

ヘッドフォンは英語音声で通知します。 使用言語およびその他の設定は、PC/Mac、ア

ップデートツール、および付属の USB ケーブルを使用して変更できます。

その他の機能

センサーの使用方法

センサーのリセット

臨機応変に使える電源

高機能 OpenMic

カスタマイズ
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アップデートツール（plantronics.com/myheadset-updater）で次のことが可能になりま

す：

•言語の変更

•ファームウェアアップデートの入手

• "mute off"（ミュートオフ）音声通知のオン/オフ

•スマートセンサーのオン/オフ
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音楽再生時間 大約 24 時間のワイヤレスストリーミング*

連続待受時間 大約 21 日間*

DeepSleep（省電力）モード 大約 180 日間*

通信距離 Bluetooth クラス 1 では、電話またはタブレットから

大 100m の範囲で操作可能

ヘッドフォン重量 約 340g

オーディオ aptX®低遅延コーデック 2、AAC コーデック 2、40mm
ダイナミックドライバー、周波数特性：20Hz～20kHz

ノイズキャンセル式 調節可能なアクティブノイズキャンセリング（ANC）
およびデジタル信号処理（DSP）、デュアルマイク

マルチポイント 2 台の Bluetooth デバイスを同時に接続

ステータス通知 14 言語での音声通知オプション（地域によって異な

ります）：英語（イギリス英語およびアメリカ英
語）、広東語、デンマーク語、フランス語（ヨーロ
ッパ）、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、
標準中国語、ノルウェー語、ロシア語、スペイン語
（ヨーロッパ）、スウェーデン語

ヘッドセット電池 充電式/非充電式のリチウムイオン

充電時間（ 大） 大約 3 時間

ケーブル USB 充電、3.5mm、インライン型マイク付き（Apple
デバイスに対応）

Bluetooth v4.0 + EDR A2DP によるオーディオストリーミング再生、AVRCP
による音楽再生操作、ワイドバンド向けハンズフリ
ー v1.6、ヘッドセット v1.2

使用および保管温度 0°C～40°C

注 *お使いの機器によって多少異なります。

製品仕様
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EN
電話: 0800 410014

FI
電話: 0800 117095

NO
電話：80011336

AR
電話：+44 (0)1793 842443*

FR
電話: 0800 945770

PL
電話：+44 (0)1793 842443*

CS
電話：+44 (0)1793 842443*

GA
電話：1800 551 896

PT
電話：+0800 84 45 17

DA
電話：+80 88 46 10

HE
電話：+44 (0)1793 842443*

RO
電話：+44 (0)1793 842443*

DE
ドイツ：0800 9323 400
オーストリア：0800 242 500
スイス：0800 932 340

HU
電話：+44 (0)1793 842443*

RU
電話：8-800-100-64-14
電話：+44 (0)1793 842443*

EL
電話：+44 (0)1793 842443*

IT
電話: 800 950934

SV
電話：+0200 21 46 81

ES
電話：900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
電話：+44 (0)1793 842443*

*英語によるサポート

保証の詳細については、以下にアクセスしてください： plantronics.com/warranty

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

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc. All Rights Reserved. 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。 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：CN ZL201430495604.9、EM 002592337、特許出願中。
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