
Blackwire 215/225
アナログ有線ヘッドセット
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Plantronics 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。このガイドでは、

Blackwire 215/225 analog corded headset.の設定方法と使用方法を説明します。

製品を設置および使用する前に、安全に関する注意事項をお読みください。

よく寄せられる質問、互換性、アクセシビリティなどの技術的な情報は、弊社 Web サ

イト（plantronics.com/support）の「サポート」セクションをご覧ください。

ようこそ

サポートが必要な場合
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Blackwire 215 Blackwire 225

パッケージ内容
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ヘッドセットのインライン型コントロールアイコン

着信応答または通話終了（携帯電話のみ）

スライダー：音量調整

トグルボタン：ミュートオン/ミュートオフ（赤=ミュート）

インラインコントロール
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ヘッドバンドを快適な長さに調節します。 フォームイヤークッションが耳の中央に違

和感なくあたるようにします。

このヘッドセットは、左右どちらの耳にも装着できます。

ブームを回転させ、口の位置に合わせます。

注意 ブームの破損を避けるため、上下 180°を超える位置まで回転させないでくださ

い。

ブームを軽く内側または外側に曲げ、口の端から指 2 本程度の位置に来るようにしま

す。

ヘッドセットの装着

ヘッドバンドを調節す
る

ブームの位置合わせ

ブームを調節する
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アナログヘッドセットは、ご使用のコンピュータ、携帯電話またはタブレットの 3.5mm
ジャックに接続すると自動的に電源がオンになります。

通常の使用方法

ヘッドセットの電源
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着信に応答したり通話を終了したりするには、ヘッドセットのインライン型コントロ

ールにある着信応答/通話終了ボタンを押します（携帯電話のみ）。

受話音量を上げるには、ヘッドセットのインラインコントロールでボリュームコント

ロールを上にスライドします。

受話音量を下げるには、ヘッドセットのインラインコントロールでボリュームコント

ロールを上にスライドします。

インライン型コールコ
ントロール

ヘッドセットの音量調
整
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通話中にヘッドセットのインラインコントロールのミュートボタンを下にスライドす

ると、マイクがミュートされます。

ミュートをオフにするには、ミュートボタンを上にスライドして戻します。

ミュート機能の使用
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Windows：

一部の Windows コンピュータでは、ヘッドセットを初めて接続した時にウィンドウが 1
つ開く場合があります。提供されるオプションから「ヘッドセット」を選択してくだ

さい。

PC 構成
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I cannot hear caller. Listening volume is too low. Press the volume up button on the
headset. and/or ensure that the volume setting on your computer
is set accurately.

The analog headset is not set as the default audio device. Use the
audio settings in your sound control panel/preferences to select
your headset as the default audio device.

For Windows XP systems

• Go to Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio tab.

• Select your headset as the "Sound playback" default device.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• Go to Control Panel > Sound

• Highlight the headset, select the Set Default > Default
Communications Device from the drop-down list and click OK.

For Mac OS X

• Choose Apple menu > System Preferences > Sound > Output tab.

• Select your headset in the "Select a device for sound output"
window.

Callers cannot hear me. Headset is muted. Slide the mute button up to unmute the
microphone.

Headset microphone boom aligned incorrectly. Align the headset
boom with your mouth.

The analog headset is not set as the default Voice device. Use the
audio settings in your sound control panel/preferences to change
the input device.

For Windows XP systems

• Go to Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio tab.

• Select your headset as the "Sound recording" default device.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• Go to Control Panel > Sound > Recording tab.

• Highlight the headset, select the Set Default button and click OK.

For Mac OS X

• Choose Apple menu > System Preferences > Sound > Input tab.

• Select your headset in the "Select a device for sound input" window

The sound in the headset is
distorted.

I can hear an echo in the headset.

Lower the listen volume on your softphone until the distortion
disappears.

Adjust volume on headset.

The other headset I was using to
listen to music does not work any
more.

The analog headset will set itself as the default audio device in
Windows. Use the audio settings in your sound control panel/
preferences to change the audio device.

For Windows XP systems

トラブルシューティング

Headset
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• Go to Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio tab.

• Under “Sound Playback”, change the default setting from your
headset to your device choice.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• Go to Control Panel > Sound > Recording tab.

• Highlight your device choice, select the Set Default button and
click OK.

For Mac OS X

• Choose Apple menu > System Preferences and click Sound.

• Click Output, and then select “Internal Speakers” or your device
choice.

My phone is not finding my headset
during a call or while listening to
music.

When on a call or listening to music, make sure that audio is
routing to the desired headset by going to your settings and
ensuring it is defaulted.

My headset does not show in my
Playback devices list.

Supported Operating Systems: Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, 8.1, 10

• With the headset plugged in, go to Control Panel > Sound, under
Playback tab, right click within frame, left click to check "Show
Disabled Devices" pop-up menu.
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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：800 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
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