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ようこそ
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 

C435ヘッドセットの使用方法を説明します。

製品を設置および使用する前に、クイックスタートガイドに記載されている安全に関する
注意事項をお読みください。

システム要件 

コンピュータ
• サポートされているオペレーティングシステム：Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7 

• プロセッサ：400 MHzのPentium®プロセッサまたは同等のプロセッサ（最小）、1 GHzの
Pentiumプロセッサまたは同等のプロセッサ（推奨）

• RAM：96 MB（最小）、256 MB（推奨）
• ハードディスク：280 MB（最小）、500 MB（推奨）
• Microsoft Windows XP-Service Pack 3（SP3）以降（推奨） 

Microsoft Windows Vista-Service Pack 1（SP1）以降（推奨）

ディスプレイ
• 最小：800×600、256色
• 推奨：1024×768、ハイカラー、32ビット 

ブラウザ
• ユーザーのシステム上にInternet Explorer® V6以上が搭載されている必要があります（必須）

オンライン登録
製品を登録するには、弊社のWebサイトの登録ページ（plantronics.com/productregistration）
にアクセスしてください。登録されると、弊社のテクニカルサポートと各種サービスを
ご利用いただけます。

テクニカルサポート
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。サポートが必要な場
合は、プラントロニクス・サービスセンターにお問い合わせください。　電話番号：0422-
55-8812　（月～金：9:00～12:00、13:00～17:00　土・日・祝祭日、当社指定休業日除く）



大・小サイズのイヤージェルとモノ用コネクタカバー

キャリングケースBlackwire C435ヘッドセット
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パッケージ内容
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ヘッドセットの各部名称

1

14

 1 ノイズキャンセルマイク
 2 右側スピーカー
 3 右側イヤーループ 
 4 イヤージェル（装着済）
 5 左側イヤーループ
 6 イヤージェル（装着済）
 7 左側スピーカー 

 8 ステレオケーブルスライダー 
 9 モノ/ステレオ接続  
 10 コード搭載のコントロール
 11 ミュート/ミュート解除
 12 音量調整
 13 着信応答/通話終了
 14 USBコネクタ

2 3 4 5 6 7

131198 1210
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アクセサリー
（別売）

ヘッドバンドとケース ネックバンド式の装着スタイル向け。アクセサリー（専用の大きなケース
付き）はオプションとして別途ご購入いただけます。
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ヘッドセットの接続
ヘッドセットを、お使いのPCのUSBポートに差し込むだけです。

注 コールコントロールとその他の機能を使用する場合は、弊社Webサイト 
（http://www.plantronics.com/businesssoftware）からPlantronicsソフトウェアをダウンロー
ドしてください。

ヘッドセットの装着
ヘッドセットには、イヤーループと中サイズのイヤージェルが装着されています。

1 ヘッドセットを装着するには、イヤージェル部分を耳にあて、ループを耳の上部にかけ、マイク
ブームを前方に回します。マイクが口の端にくるように位置を合わせます。装着感が良くない
場合は、イヤーループやジェルを回転させると耳にフィットさせることができます。

ヘッドセットの使用
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2 マイクはヘッドセットの左側に装着されていますが、右側の方が良い場合は、簡単に付け
替えることができます。イヤーループをスピーカーから外し、反転させて取り付けるだけ
です。

3 ヘッドセットには、すでに中サイズのイヤージェルが装着されています。ヘッドセットの装
着感が心地良くない場合や不安定な場合は、フィットするように、ジェルの位置を簡単に
変更できます。スピーカーのジェルを外して、別のサイズのものに付け替えるだけです。

大 小

4 ヘッドセットを頭に固定したら、マイクブームの先端が口の端近くにくるように、ブームを伸
縮させて位置を調整します。ブームは、顔の輪郭に沿って曲げることができます。

 2"
50.8 mm
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5 両耳でスピーカーを使用したくない場合は、下図に示す接続ポイントで片方のスピーカーを
取り外せます（一時的に外して、後で戻すこともできます）。これにより、ヘッドセットは自動
的にステレオからモノに変更されます（再接続するとモノからステレオに戻ります）。

*

*ヘッドセットには、モノで使用する場合に未使用になるコネクタに付けるカバーが付属して
います。

コード搭載のコントロール

着信応答/通話
終了 

1回押すだけで、ヘッドセットから直接、着信に応答したり、通話を終了したり
できます。着信時にはLEDが緑色で点滅し、通話中は緑色で点灯します。

音量調節 音量を調節できます。

ミュート ミュートボタンを1回押すと、マイクが消音します。ミュートにすると赤色の
LEDが点灯します。このボタンを再度押すと、ミュートが解除されます。

注 コールコントロールとその他の機能を使用する場合は、弊社Webサイト 
（http://www.plantronics.com/businesssoftware）からPlantronicsソフトウェアをダウンロー
ドしてください。

重要 安全にお使いいただくために、ヘッドセットを長時間大きな音量で使用しないで
ください。難聴になる恐れがあります。常に適度な音量でご使用ください。ヘッドセット
と聴覚に関する詳細については、plantronics.com/healthandsafetyを参照してください。
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固定用クリップ
本体にかかるケーブルの重さを軽くして、より快適に使用できるようにします。また、ヘッド
セットを装着したままPCから離れたときに、USBケーブルによって本体が引っ張られること
も少なくなります。

ステレオケーブルスライダー
ヘッドセットのケーブルが絡まるのを防ぎます。ヘッドセットを外したときに、このスライ 
ダーを引き上げて左右のケーブルを束ねることで、絡まりにくくします。ケーブルを巻き取っ
てケースに収めるときにも役立ちます。

役立つヒント
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ケーブルホック
デスク上のケーブルをすっきりさせたい場合に、余分なケーブルを巻いて留めておくことが
できます。
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問題 解決策

音声が聞こえません。 C435がWindowsでデフォルトのリスニングデバイスとして設定されてい
ることを確認します。
ソフトフォンでC435がオーディオデバイスとして設定されていることを
確認します（オーディオ出力を変更する方法についてはソフトフォンの
製造元にお問い合わせください）。
ヘッドセット、Windows、およびソフトフォンの音量設定が低く設定され
ていないか確認します。

相手にこちらの声が聞こえ
ません。

C435がWindowsでデフォルトのマイクデバイスとして設定されているこ
とを確認します。
ソフトフォンでC435がオーディオデバイスとして設定されていることを
確認します（オーディオ出力を変更する方法についてはソフトフォンの
製造元にお問い合わせください）。
ソフトフォンとヘッドセットがミュート状態になっていないことを確認し
ます。

ヘッドセットで着信に応答で
きません。

ソフトフォンでC435がオーディオデバイスとして設定されていることを
確認します（オーディオ出力を変更する方法についてはソフトフォンの
製造元にお問い合わせください）。
Plantronics互換性ガイド（http://www.plantronics.com/
compatibiltyguide）を参照してください。ソフトフォンによっては、コール
コントロールを有効にするために、ソフトウェアのダウンロードが必要
となることがあります。
http://www.plantronics.com/businesssoftware

ソフトフォンを使用して、ヘッド
セットのミュートを解除できま
せん。または、ヘッドセットを
使用してソフトフォンの 
ミュートを解除できません。

ソフトフォンによっては、PCのミュートコントロールをヘッドセットと同
期させるために、Plantronicsソフトウェアが必要となる場合があります。
Plantronics互換性ガイド（http://www.plantronics.com/
compatibiltyguide）を参照してください。ソフトフォンによっては、コール
コントロールを有効にするために、ソフトウェアのダウンロードが必要
となることがあります。
http://www.plantronics.com/businesssoftware

ヘッドセットの音量コント 
ロールボタンで、Windowsの
音量を調整できません。

Plantronicsソフトウェアをインストールしていない場合は、ヘッド 
セットの音量コントロールで調節されるのはヘッドセットの音量の
みです。Plantronicsソフトウェアを使用すると、ヘッドセットの音量が
Windowsと同期されるようになります。
http://www.plantronics.com/businesssoftware

トラブルシューティング



Congratulations!
The product you have just purchased carries the TCO Certified Headsets 2 label. This means that your headset is designed and 
manufactured according to some of the strictest performance and environmental criteria in the world. The manufacturer of this 
headset has selected it to be certified to TCO Certified Headsets 2 as a sign of usability, high performance and reduced impact 
on the natural environment. 

Products certified to TCO Certified Headsets 2 are specifically designed for limiting the risk for hearing impairment. The headsets have acoustic limit 
protection to protect the user from sudden “sound-spikes” caused by interference on the telephone lines.
Other features of TCO Certified Headsets 2:
Ergonomics
• Volume control, individual adjustment and adaptation, replaceable parts and quality durability.
Energy
• Low energy consumption on the charging station.
Emissions
• Low SAR value. Low electromagnetic fields surrounding the charger.
Ecology
• Product is designed for recycling. Manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 001
• Restrictions on

o Chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o Hazardous heavy metals such as cadmium, mercury, hexavalent chromium and lead.

All TCO labelled products are verified and certified by TCO Development, an independent third party labelling organization. For over 20 years, 
TCO Development has been at the forefront of moving the design of IT equipment in a more user-friendly direction. Our criteria are developed in 
collaboration with an international group of researchers, experts, users and manufacturers. Since the program’s inception, TCO labelled products have 
grown in popularity and are now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

Full specifications and lists of certified products can be found on our homepage – www.tcodevelopment.com

サポートが必要な場合
plantronics.com/support
Plantronics, Inc.
345 Encinal

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics BV
South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

©2011 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics、Blackwire、およびC435は、Plantronics, Inc.の商標または登録商標です。Pentiumは、米国およびその他
の国における商標または登録商標です。Windows、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、およびInternet Explorerは、米国およびその他の国における
Microsoft Corporationの登録商標です。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。
米国特許5,712,453出願中
86068-16 (08.11)

EEE Yönetmeliğine Uygundur


