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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。 このユーザーガイドで
は、Blackwire C710/C720 Bluetoothヘッドセット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、別添付の安全に関する注意事項をお読みください。 

Blackwire C710/C720の次世代テクノロジー

機能の特長とSmart Sensor™テクノロジー：

• ヘッドセットを装着するだけで自動的に着信応答します。
• 携帯電話とヘッドセットの間で通話を自動転送します。
• ソフトフォンのプレゼンスは自動的に更新できます。
• 統合A2DP（Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth）により、メディアオーディオを聴

くことができます。
• 音声プロンプトにより、電源オン/オフ、電池残量、接続ステータスなどを通知します。

システム要件 
コンピュータ

• 対応オペレーティングシステム： 
 Windows XP®SP3以降、 
 Windows Vista® SP1以降、 
 Windows® 7 SP1以降推奨 
 MAC OS X 10.6.8以降

• 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）

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
製品をオンライン登録するには、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。
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パッケージ内容

 1 インライン型コントローラを搭載したBlackwire C710ヘッドセット（片耳タイプ）ま
たは
 2 インライン型コントローラを搭載したBlackwire C720ヘッドセット（ステレオ）
 3 Blackwire C710/C720 USBケーブル 
 4 キャリングケース

1 2

3

または

4
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ヘッドセットの各部名称

 1 右用イヤークッション
 2 調節可能なヘッドバンド
 3 左用イヤークッション
 4 ノイズキャンセルマイク
 5 携帯電話通話およびBluetoothオン/オフボタン

6 音量調整バー
 7 インライン型コントローラ
 8 ミュート/ミュート解除ボタン
 9 PC通話ボタン
 10 USBケーブル/コネクタ

2 3

4679 8 510

1
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アクセサリー/スペア
（別売）

キャリングケース

フォームイヤークッション 人工皮革のイヤークッション

Blackwire C710/C720 USBケーブル 

注：アクセサリーとスペアに関する詳細については、弊社Webサイト（ 
plantronics.com/accessories）をご覧ください。
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インライン型コントロール

携帯電話通話ボ
タン 

ボタンを1回押すだけで、直接ヘッドセットから着信応答/通話終了
できます。 LEDは、着信中は青で速く点滅し、通話中は青でゆっくり
と点滅します。 長押しで、Bluetooth無線を手動でオンまたはオフに
することができます。Bluetoothのステータスは最後の既知の状態の
ままになります。

PC通話ボタン ボタンを1回押すだけで、直接ヘッドセットから着信応答/通話終了
できます。 LEDは、着信中は緑で速く点滅し、通話中は緑でゆっくり
と点滅します。 中押しで、通話を保留にすることもできます。

音量調節 バーを上下に押すことで音量調節ができます。

ミュート ミュートボタンを1回押すとマイクが消音され、LEDが赤で点灯しま
す。 このボタンを再度押すと、ミュートが解除されます。

注意：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。

ヘッドセットの使用
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ヘッドセットの装着
1 快適にフィットするようにバンドの長さを調節します。 クッションが耳の中央に違和感なく

あたるように、ヘッドセットレシーバーを調節します。

2 C710ヘッドセットの場合は、固定用のTバーを耳の上に乗せます。

3 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を向くように、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。

 

注：ヘッドセットは、ブームが顔の左側にくるように装着する設計になっています。 ブームが
右側にくるようにヘッドセットを装着するには、マイクブームの位置が口の右端にくるように
上に回転させます。 左右の音声チャネルが切り替わります。
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1 plantronics.com/softwareにアクセスし、［DOWNLOAD］（ダウンロード）をクリックし
て、Plantronics Spokesソフトウェアを読み込みます。

2 USBケーブルをインライン型コントローラとPCに接続します。

3 ヘッドセットを表面が非金属の平らな場所に置きます。 充電中、ヘッドセットのセンサーに
より、キャリブレーションがフルで実行されます。*

4 PCソフトフォンのスピーカーとマイクの設定が、下記のように、Plantronics Blackwire C710/C720
に設定されていることを確認します。

Windows 7でのPCオーディオセットアップ（この画面を表示するには、［コントロールパネル］＞［
サウンド］）

 
デフォルト設定：PCサウンドとオーディオをすべてヘッドセットで再生します。

* ヘッドセットがPCに接続されているとき、充電中は携帯電話通話ボタンが赤で点灯し、充
電が終了すると消灯します。 「携帯電話で電話を発信」を参照してください。

接続してPCから電話を発信
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Windows XPでのPCオーディオセットアップ（この画面を表示するには、［スタート］＞［コントロ
ールパネル］＞［サウンドとオーディオデバイス］）

 

Blackwire C7xx

Blackwire C7xx

Blackwire C7xx

Blackwire C7xx

デフォルト設定：PCサウンドとオーディオをすべてヘッドセットで再生します。

5 PCソフトフォンから電話をかけます。 通話中、PC通話ボタンは緑でゆっくりと点滅します。 

注：Spokesソフトウェアをインストールしない場合、 ヘッドセットは標準のオーディオデバイ
スとして機能しますが、インライン型コントロールボタンがソフトフォンで使用できない場合
があります。 

ヘッドセットとPCソフトフォンを使用した電話のかけ方

電話をかけるには PCソフトフォンから番号をダイヤルします。

ヘッドセットとPCソフトフォンを使用した電話の着信応答/通話終了

電話に応答するには PC通話ボタンを短く押します。 

携帯電話の通話中に電話に応
答するには

携帯電話通話ボタンを短く押して、携帯電話の通話を終了します。 
次に、PC通話ボタンを押して、ソフトフォンの着信に応答します。

通話を終了するには PC通話ボタンを短く押します。

PC通話ボタンのLEDインジケーター
着信中 緑で速く点滅

通話中 緑でゆっくりと点滅

メディアオーディオ 緑でゆっくりと点滅
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ペアリングして携帯電話を使って電話を発信
1 Bluetoothをオンにするには、携帯電話コールボタンを押したまま、ボタンが赤と青で点滅し

始めるまで待ちます（5秒間）。 

2 携帯電話のBluetooth機能を有効にし、携帯電話の設定機能を使用して新しいBluetoothデバ
イスの追加/検索/検出を行います。

BlackBerry®：［設定/オプション］＞［Bluetooth：オン］＞［デバイスの検索］ 
iPhone：［設定］＞［Bluetooth］＞［オン］（デバイスの検索が開始されます） 
Android™ Phone：［設定］＞［ワイヤレス］＞［Bluetooth：オン］＞［デバイスの検索］ 
その他：携帯電話のマニュアルを参照してください

3 検出されたデバイスの一覧からPlantronics_C7xxを選択します。 

Blackwire C700 

注：一般的な携帯電話のペアリング手順の詳細については、plantronics.com/easytopairを参
照してください。

4 パスコードの入力画面が表示されたら、「0000」と入力します。

ヘッドセットと携帯電話が正しく接続されると、携帯電話通話ボタンの点滅が消えます。
5 ヘッドセットを装着した状態で、携帯電話からテスト発信を行います。 

注：通話中、携帯電話通話ボタンは青で点滅します。 

ペアリングして携帯電話で電話を発信
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6 PCから離れた場所で携帯電話を使用するには、インライン型コントローラからUSBケーブル
を取り外します。

7 携帯電話通話ボタンを押して通話を終了します。 

ヒント：iPhoneをご使用の場合は、ヘッドセットの電池残量がiPhoneのホーム画面に表示さ
れます。 ヘッドセットはiPhoneに接続する必要があります。

携帯電話通話ボタンを押さずにヘッドセットを取り外しても、通話は終了しません。 「高度
な機能」を参照してください。

新しいデバイスのペアリング
携帯電話の通話ボタンを「オフ」の位置から押し、ボタンが赤と青で点滅するまで押し続け
ます。 次に、前のセクション「ペアリングして携帯電話を使って電話を発信」の手順3を実行
します。 
注：一度にペアリングできるPlantronicsデバイスは1台だけです。

ヘッドセットの充電
ヘッドセットがPCに接続されているとき、必要であれば、ヘッドセットは自動的に充電されま
す。 
注：新しいヘッドセットは、充電前でも数回分の通話が可能な状態になっています。 充電中
は携帯電話の通話ボタンが赤で点灯し、充電が終了すると消灯します。 フル充電には約2
時間かかります。 フル充電すると、ヘッドセットをPCから取り外してから次回の充電が必要
になるまで、携帯電話で4～5時間の通話が可能です。 ヘッドセットをPCに再度接続し、ヘッ
ドセットを充電します。

注：充電は必ず室温に近い温度で行ってください。気温が0°C未満、または40°Cを超える
環境では充電を行わないでください
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ヘッドセットの電池残量
Plantronics Spokes®ソフトウェアをインストールすると、システムトレイにヘッドセットアイコン
が表示され、電池残量ステータスが表示されます。 Plantronics電池残量ステータスは、電池
残量を4段階（25%、50%、75%、100%）で通知します。 電池残量ステータスを正しくキャリ
ブレーションするために、少なくとも一度はヘッドセットをフル充電してください。
注：コールコントロールとその他の機能を使用するには、 
plantronics.com/softwareでPlantronics Spokesソフトウェアをダウンロードしてください。

ヘッドセットとBluetooth携帯電話を使用した電話のかけ方

電話をかける 携帯電話のキーパッドで番号をダイヤルします。

最後の番号をリダイヤル
する*

携帯電話通話ボタンを2回押します。 1回押すごとに低いトーン音が2
回鳴ります。 低いトーン音2回→高いトーン音1回は、最後の番号がリ
ダイヤルされたことを示します。

音声ダイヤル機能を有効
にする*

携帯電話通話ボタンを2秒間押し続けます。 トーン音が鳴り、その後、
音声ダイヤル機能が有効になったことを示す次のトーン音が鳴りま
す。

*これらの機能をサポートする携帯電話でのみ使用できます。

ヘッドセットとBluetooth携帯電話を使用した電話の着信応答/通話終了

着信応答 携帯電話通話ボタンを短く押します。 

PCソフトフォンの通話中に
電話に応答する

PC通話ボタンを短く押して、PCソフトフォン通話を終了します。 次に、
携帯電話通話ボタンを押して、携帯電話の着信に応答します。

通話終了 携帯電話通話ボタンを短く押します。

着信を拒否する 長く低いトーン音がもう一度聞こえるまで、携帯電話通話ボタンを2秒
間押します。 

携帯電話からヘッドセット
に通話を転送する

通話中に、トーン音1回の後に、長く低いトーン音が聞こえるまで、携帯
電話通話ボタンを2秒間押します。 

ヘッドセットから携帯電話
に通話を転送する

通話中に、長く低いトーン音の後に低いトーン音2回と高いトーン音
1回が聞こえるまで、携帯電話通話ボタンを2秒間押します。 Smart 
Sensorを使用している場合は、音声を携帯電話に転送するには、C710/
C720ヘッドセットを取り外します。

*この機能をサポートする携帯電話でのみ使用できます。 

PCや携帯電話と接続している場合の携帯電話通話ボタンの動作（通話中ではない
場合）

直前にダイヤルした番号に 
携帯電話でリダイヤルする*

携帯電話通話ボタンを2回押します。

音声ダイヤル機能を 
携帯電話で開始する*

携帯電話通話ボタンを2秒間押します。

*この機能をサポートする携帯電話でのみ使用できます。 

注：コールコントロールとその他の機能を使用するには、 
plantronics.com/softwareでPlantronics Spokesソフトウェアをダウンロードしてください。
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携帯電話通話ボタンのLEDインジケーター
着信中 青で速く点滅

通話中 青でゆっくりと点滅

メディアオーディオ 青でゆっくりと点滅

ペアリングモード 赤と青で点滅

起動中 青で点灯（2秒間）

電源オフ 赤で点灯（2秒間）

Smart Sensorテクノロジー
センサーは、ヘッドセットを装着しているかどうかを検出します。 センサーは、マイクブーム
の側にあるスピーカーカプセルの中にあります。

着信の自動応答：
ヘッドセットを装着 
していないとき。

携帯電話またはPCソフトフォンで着信を受け
たとき、ヘッドセットを装着すると、自動的に
着信に応答します。 コールボタンを押す必要
はありません。

メディアの自動一時停止：
メディアオーディオを 
聴いているとき。

携帯電話からメディアオーディオを聴いてい
るときにヘッドセットを取り外すと、オーディ
オが一時停止します。 ヘッドセットを再度装
着すると、オーディオが再開します。

注：メディアプレイヤーの再生時間が10秒
未満の場合、手動でメディアプレイヤーを
再起動する必要があります。 

注：オーディオの一時停止時間が5分を超え
る場合は、手動でメディアプレイヤーを再
開する必要があります。 

注：メディアの自動一時停止機能は携帯電
話以外では利用できません。 PCのメディア
オーディオは自動停止しません。

着信の自動転送：
ヘッドセットを装着しているときと 
装着していないとき。

ヘッドセットを装着していないときに携帯電
話で着信に応答すると、音声が携帯電話に転
送されます。 ヘッドセットを装着していると
きは、音声は自動的にヘッドセットに転送さ
れます。  
ヘッドセット装着中に着信があると、音声がヘ
ッドセットに転送され、着信に応答するには携
帯電話通話ボタンを押す必要があります。

注：これらの機能はデフォルトで有効にされており、Plantronics Control 
Panel（Plantronicsコントロールパネル）で無効にすることができます。 このコント
ロールパネルにアクセスするには、Plantronics Spokesソフトウェアをダウンロード
する必要があります。 設定を変更するには、PCに接続されている必要があります。 
plantronics.com/softwareにアクセスし、［DOWNLOAD］（ダウンロード）をクリックし
て、Plantronics Spokesソフトウェアを読み込みます。

高度な機能 
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その他の機能

自動接続
ヘッドセットを装着 
しているとき

Bluetoothヘッドセットの電源がオンになり、デバイスが通話可能な範
囲内にあると、ヘッドセットが携帯電話と自動的に接続されます。 接続
していることを知らせる音声プロンプトが自動的に流れます。

手動ペアリング 電源がオンの場合は、携帯電話通話ボタンを5秒以上押して、Bluetooth
無線の電源を切ります。 
電源がオフの場合は、ボタンが赤と青で点滅するまで携帯電話通話ボタ
ンを押し続けます。 

同時通話の処理動作（PCと携帯電話）
PCソフトフォンのアプリケーションを使用して通話できます。また、携帯電話の着信を受ける
ことができます。 携帯電話の着信音はヘッドセットで聞こえます。 ヘッドセットのPC通話ボ
タンを押すと、PCソフトフォンの通話が終了します。 携帯電話の通話ボタンを押すと、携帯
電話の着信に応答します。

注：携帯電話の着信に応答すると、音声が携帯電話に送信され、PCソフトフォンの通話がヘ
ッドセットで有効なままになります。

携帯電話で通話できます。また、PCソフトフォンの着信を受けることができます。  通話
中、PCソフトフォンの着信音はヘッドセットで聞こえます。

ヘッドセットの携帯電話通話ボタンを押すと、携帯電話の通話が終了します。 PC通話ボタン
を押すと、PCソフトフォンの着信に応答します。

PCソフトフォンの着信と携帯電話の着信を同時に受けた場合、携帯電話通話ボタンまたは
PC通話ボタンを押すと、それぞれの着信に応答します。

A2DP（Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth）経由でオーディオを聴く 

Blackwire C710/C720ヘッドセットでは、A2DP対応モバイルデバイスからメディアファイル（音
楽、ポッドキャストなど）を再生できます。

再生/一時停止
「Smart Sensor機能」の表の「メディアの自動一時停止」を参照してください。

カスタマイズ
よりパーソナルな設定が可能 
plantronics.com/myheadsetにアクセスすると、次のような機能をアップデートしてカスタマイ
ズできます。

• 音声プロンプトの言語オプション
• センサーの無効化/有効化
• “Mute Off”（ミュートオフ）音声プロンプトの無効化/有効化
• “Mute on”（ミュートオン）通知音声プロンプトの設定
• リリースされたファームウェアのアップデート
• ハンズフリー環境を向上するPlantronicsアプリケーション
注：ヘッドセットのアップデート時に予期しない音声プロンプトやトーン音が聞こえることが
あります。
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通話範囲
携帯電話で通話中の場合、携帯電話の通話可能範囲外に移動すると音質が低下します。 
通話範囲外に出たままでいると、通話が中断されます。 通話範囲内に戻ると、通話が再確
立されます。 

Blackwire C710/C720では、最大約10mの範囲内で通話を切断せずにデバイス間の通信が可
能です。 リンクが切断されると、“Lost connection”（接続が失われました）という音声プロン
プトが聞こえます。 ヘッドセットをPCに接続する

ヘッドセットの操作、インジケーター、音声プロンプト

操作 LED トーン音 音声プロン
プト

PCの着信通知  なし 緑で速く点滅 プログラム可能な
着信音

 なし

PCの着信応答/通
話終了

PC通話ボタンを
短く押す

緑で短く点滅 応答：低いトーン音1
回の後に、低いトー
ン音2回と高いトーン
音1回 終了：低いトー
ン音1回

 なし

PC通話の「点滅」 2秒間、PC通話ボ
タンを押す

緑で短く点滅 低いトーン音 なし

受話音量の調節（
通話中）

音量調整バーを
押す

PC LEDが1回
点滅

音量を調節するたび
にトーン音1回 音量
を最小/最大にすると
トーン音2回

 なし

マイクのミュート ミュートボタンを
押して放す 

オン：ミュートイ
ンジケーターオ
ン オフ：ミュート
インジケーター
オフ

オン：低いトーン音
の後に高いトーン音 
オフ：高いトーン音
の後に低いトーン音

オン：“Mute On”（
ミュートオン） 
オフ：“Mute Off”（
ミュートオフ） 

モバイル製品
（Bluetooth）の電

源のオン/オフ

携帯電話通話ボ
タンを5秒間押す

オン：青で2秒間
点灯 
オフ：赤で2秒間
点灯

なし オン：“Power on”
（電源オン）
の後で“Phone 
Connected”（電
話が接続されまし
た）、“No Phone 
is connected”（電
話が接続されて
いません）、また
は“Pairing（ペアリ
ング）” 
オフ：“Power off”（
電源オフ）

モバイル製品
（Bluetooth）の電

源オン確認

携帯電話通話ボ
タンを短く押す

青で小刻みに
点滅

短く低いトーン音 なし
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携帯電話の着信
通知

なし 青で速く点滅 プログラム可能な
着信音

なし

携帯電話の着信
応答/通話終了

携帯電話通話ボ
タンを短く押す

青で小刻みに
点滅

応答：低いトーン音1
回の後に、低いトー
ン音2回と高いトー
ン音1回  
終了：低いトーン音
1回

なし

通信距離外に30
秒以上いた場合
の携帯電話の再
接続

携帯電話通話ボ
タンを短く押す

青で1回点滅 低いトーン音1回 “Phone 
Connected”（電
話が接続されま
した）

最後にダイヤル
した番号に携帯
電話でリダイヤル
する*

携帯電話通話ボ
タンを2回押す

青で2回点滅 低いトーン音2回
の後に、低いトーン
音2回と高いトーン
音1回

なし

携帯電話の音声ダ
イヤル機能を有効
にする*

携帯電話通話ボ
タンを2秒間押し
続ける

青で1回点滅 短く低いトーン音の
後に、長く低いトー
ン音

なし

携帯電話の着信
拒否*

携帯電話通話ボ
タンを2秒間押し
続ける

青で1回点滅 短く低いトーン音の
後に、長く低いトー
ン音

なし

通話音声を携帯
電話に/から転送
する*

携帯電話通話ボ
タンを2秒間押し
続ける

青で1回点滅 短く低いトーン音の
後に、長く低いトーン
音。 通話がヘッドセ
ットに転送されたと
き、接続したことを示
す低いトーン音2回
と高いトーン音1回
も聞こえる。 

なし

モバイル製品
（Bluetooth）のペ
アリングモード

Bluetoothの電源
がオフの状態で、
携帯電話通話ボ
タンを5秒間押し
続ける。 

赤と青で点滅 短く低いトーン音 “Power on”（
電源オン）の後
で“Pairing”（ペアリ
ング）

*この機能をサポートする携帯電話でのみ使用できます。
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Plantronics Control Panel（Plantronicsコントロールパネル）
Plantronics Control Panel（Plantronicsコントロールパネル）を使用して、ヘッドセットの性能に
影響するユーザー設定とデバイス設定を変更できます。
Plantronics Control Panel（Plantronicsコントロールパネル）を利用するには、 
plantronics.com/softwareにアクセスし、ダウンロードボタンをクリックしてPlantronics Spokes
ソフトウェアをロードします。
このユーティリティを開始するには、［スタート］＞［すべてのプログラム］＞［Plantronics］＞
［Plantronics Control Panel］（Plantronicsコントロールパネル）をクリックします。

デバイス設定  
ヘッドセットシステムの設定を行うには、プルダウンメニューからBlackwire C7xxを選択し、［
デバイス設定］を選択します。

Plantronics Spokesソフトウェア
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［Applications］（アプリケーション）タブ 
ソフトフォン、メディアプレイヤーなど、各種アプリケーションについて、Plantronicsでのサポー
トの状態が表示されます。

［プリファレンス］タブ
メディアプレイヤーの設定およびその他の一般設定を変更できます。
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［バージョン情報...］タブ
ユーザーガイドおよびサポートにオンラインアクセスしたり、ヘッドセットシステムの情報を表
示したりします。 

Plantronics Update Manager

Check for updates automatically（更新プログラムを自動的に確認する） 

このチェックボックスをオンにすると、利用可能なソフトウェア更新プログラムがあるかどう
かが定期的に自動確認されます。

Check for updates now（更新プログラムを今すぐ確認する）
Update Managerの［Check for Updates Now］（更新プログラムを今すぐ確認する）ボタンをクリ
ックすると、利用可能なソフトウェア更新プログラムをいつでも確認できます。［スタート］メ
ニューから［プログラム］、［Plantronics］の順にクリックし、［Plantronics Update Manager］を
開きます。

Install checked updates（チェックした更新のインストール）
自動または手動で更新プログラムを確認すると、該当するソフトウェア更新プログラムがこの
フィールドに表示されます。［Install Checked Updates］（チェックした更新のインストール）を
選択すると、インストールが開始します。



 21

固定用クリップ
クリップを衣服の胸の高さに付けます。 PCを使用するとき、固定用クリップがインライン型
コントローラの重さを軽減するため、快適です。 PCから離れて携帯電話を使用するときは、
クリップがインライン型コントローラを便利な位置に保持します。  

役立つヒント
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トラブルシューティング — PCソフトフォンの使用

音声が聞こえません。 Blackwire C710/C720がWindowsでデフォルトの再生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Blackwire C710/C720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各音量設定が低すぎない
か確認します。

相手にこちらの声が聞こえま
せん。

Blackwire C710/C720がWindowsでデフォルトの録音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Blackwire C710/C720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各音量設定がミュートされ
ていないか確認します。

ヘッドセットで着信に応答で
きません。

ソフトフォンでBlackwire C710/C720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。
plantronics.com/software

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 Spokes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。

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 Spokesソフトウェアをインストールしていない場合、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。 
この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。
plantronics.com/software

トラブルシューティング — 携帯電話の使用
携帯電話でヘッドセットを
使用できない。

この操作を行う前に、ヘッドセットをフル充電してください。
ヘッドセットが、使用する携帯電話とペアリングされていることを確認してく
ださい。 plantronics.com/easytopairを参照してください。

携帯電話でヘッドセットが
検出されない。

1）Bluetoothの電源が入っていることを確認します。 携帯電話通話ボタンを押
します。 このボタンは、電源がオンの時には青色に点灯します。 ペアリング
モードで、ペアリングが必要である場合は、赤と青に点滅します。
2）携帯電話とヘッドセットの電源を両方ともいったん切り、携帯電話の電源
を入れ直してから、ペアリング手順を繰り返してください。 （「ペアリングして
携帯電話を使って電話を発信」を参照してください）。

PINコードを入力できない。 携帯電話とヘッドセットの両方の電源をいったん切って入れ直してから、ペ
アリング手順を繰り返します。 （「ペアリングして携帯電話を使って電話を発
信」を参照してください）。 PINコード（パスワード）は0000（4個のゼロ）です。

注：多くの携帯電話では、ペアリング手順中に自動的にパスワードが入力
されます。 お使いの電話機によっては、パスワードを手動で入力する必要
がない場合があります。

音質が悪い。 ヘッドセットを通信可能範囲外で使っている可能性があります。 ヘッドセッ
トを携帯電話に近づけます。 

トラブルシューティング
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