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Plantronics Calisto® 620ワイヤレススピーカーフォン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、Calisto 620スピーカーフォンとBT300C
Bluetooth USBアダプターの設定方法と使用方法を説明します。 （P620ワイヤレススピ
ーカーフォンとBT300 Bluetooth USBアダプター）

Calisto 620 の特長および機能

• 個人用 Bluetooth®ワイヤレススピーカーフォンの周辺機器デバイス

• PC と Bluetooth 対応の携帯電話を接続

• 優れた音質（PC ではワイドバンド、携帯電話ではナローバンド）

• 全二重方式の音声伝送、直接対話しているような自然で明瞭な会話

• 自動切り替えデュアルマイク搭載による、全方位カバー可能なマイク（室内の雑音を

小限に抑え、通話相手への音質を向上）

• Plantronics Spokes ソフトウェアによる、統合型のコールコントロールとその他の付加機

能

• ソフトフォンおよびユニファイドコミュニケーションクライアントのコールコントロ

ール機能 - 着信応答/通話終了、音量調節、マイクのミュート/ミュート解除、着信拒否

• 連続通話時間は 大 7 時間、連続待受時間は 大 5 日間

• コンパクトで持ち運びが便利、キャリングケース付属

注  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。

コンピュータ

• サポートされる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）

• 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（ 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（ 小）、256 MB（推奨）

• ハードディスク：1.5 GB（ 小）、3 GB（推奨）

ようこそ

システム要件
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キャリングケース

USB 充電ケーブ

ル

Bluetooth USB ア

ダプター

AC USB 充電器 ワイヤレススピーカーフォン

パッケージ内容
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Bluetooth USB アダプター

1

1 LED インジケーターライト

スピーカーフォン

5 6

2 3

41

1 音量調節ボタン 4 マイクのミュート/ミュート解除ボタ

ン

2 Bluetooth ステータス LED 5 コールボタン

3 電池残量ステータス LED 6 スピーカーフォンの底部に収納する

ミニ USB アダプター

背面パネル

1 2

1 オフ、オン、Bluetooth ペアリングスイッチ（3 段階スイッチ）

2 電源コネクタ、ファームウェアアップデートコネクタ

基本操作
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5

2 3

41

1 音量調節ボタン

音量を上げる/下げる 上下の音量調節ボタンを押して、ボリュームを調整します

大音量/ 小音量 大/ 小音量になるまで上下のボタンを押します

着信音量 通話中以外の時に音量調節ボタンを押します

2 ペアリング LED
青/赤で点滅 ペアリングモード（正常に動作しない場合、ペアリングモードは 10 分後

に終了します）

青で点灯 ペアリング正常終了

3 電源 LED
赤で 2 回点滅 残りの通話可能時間 2 時間未満

赤で 3 回点滅 残りの通話可能時間 30 分未満

4 ミュートボタン

マイクのミュート（通話相手側に

は聞こえない状態）

ボタンを短く 1 回押すとマイクがミュートになり、

ミュート LED が赤で点灯します

マイクのミュート

解除

ボタンを短く 1 回押すとマイクのミュートが解除され、ミュート

LED が消灯します

着信拒否 ボタンを長めに 1 回押す（2 秒間）と、着信が拒否されます

5 コールボタン

着信応答または通話終了（PC または携帯電話） ボタンを 1 回押します

通話中に 2 番目の着

信に応答する

ボタンを 1 回押して 初の通話を終了し、次にボタンをもう 1
回短く押して 2 番目の着信に応答します

スピーカーフォンのコントロール
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セットアップを行うには、30分以上の充電が必要です。

スピーカーフォンは充電器から、またはUSBケーブルを使用してPCから充電できます。
スピーカーフォンの充電中は電源LEDが赤で点灯し、充電が終了すると消灯します。

充電器を使用したフル充電には約1.5時間かかります。
注 Calisto 620付属のUSB充電器のみを使用してください。 Plantronicsのその他の充電器
ではCalisto 620を充電することはできません。ただし、Calisto 620充電器で、マイクロ
USB電源を必要とする、その他のPlantronics製品を充電することはできます。

USBケーブルとPCを使用したフル充電には約2.5時間かかります。

注 USBケーブルとPCを使用してスピーカーフォンを充電する場合は、PCの電源が入
っていて、アクティブ状態（非スタンバイモード）である必要があります。

使用しないときは、節電のため、スピーカーフォンをオフにしてください。

充電レベル 赤の LED

充電中

充電完了

スピーカーフォンの充電

充電ステータス
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電池残量 LED が赤で点滅 PC のステータス*

残りの通話可能時間 2～
6 時間  

残りの通話可能時間 2 時
間未満  

残りの通話可能時間 30
分未満（充電）  

注 Plantronics Spokes ソフトウェアをインストールする必要があります。ステータスは
アイコントレイに表示されています。

電池残量不足の警告
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Bluetooth USB アダプターは、スピーカーフォンとあらかじめペアリングされています。

注 Bluetooth USB アダプターは Calisto 620 でのみご使用いただけます。その他の
Bluetooth デバイスではご使用になれません。 Calisto 620 Bluetooth USB アダプターには、
識別用のマークが付いています。

スピーカーフォンとBluetooth USBアダプターのペアリングが設定されていない場合や
解除された場合は、次の手順を実行します。

1 スピーカーフォンの電源がオフの状態から開始します。

2 Bluetooth USBアダプターを取り外します。

3 BluetoothのペアリングLEDが 青/赤と点滅するまでスピーカーフォンの電源スイッチを
右に押し続け、スピーカーフォンをペアリングモードにします。

4 Bluetooth USBアダプターをPCのUSBポートに直接差し込みます。 LEDが点滅した後、青
で点灯し、スピーカーフォンとBluetooth USBアダプターが接続されていることを示し
ます。

5 スピーカーフォンのペアリングモードが終了します。

スピーカーフォンの電源をオフした後、再びオンにして、デバイスの範囲内にあれ
ば、Bluetooth USBアダプターとスピーカーフォンは、スピーカーフォンと携帯電話お
よびPCを自動的に再接続します。

ペアリング

初期ペアリング

Bluetooth USBアダプタ
ーを再ペアリングする

には

再接続
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1 スピーカーフォンの電源をオンにします。

2 Bluetooth USBアダプターをPC USBポートに直接差し込みます。 LEDが点滅した後、青
で点灯し、スピーカーフォンとPCが接続されていることを示します。 通話中以外は、
LEDは青で点灯したままとなります。
注  充電クレードルまたはハブに直接挿入しないでください。

注  起動時、接続が確立される前にLEDが点滅しますが、これは通常の動作です。

3 www.plantronics.com/softwareにアクセスしてPlantronics Enterpriseソフトウェアをロード
し、［DOWNLOAD NOW］（今すぐダウンロード）をクリックします。

4 必要に応じて、オーディオ設定をチェックします。
PCソフトフォンのスピーカーとマイクの設定が Plantronics BT300Cに設定されているこ
とを確認します。

Windows 7®の場合

［コントロールパネル］＞［サウンド］＞［再生］タブで、Plantronics BT300Cデバイ
スを既定の通信デバイスと既定のオーディオデバイスの両方に設定します。 これは、
［再生］タブで緑のチェックマークで示されています。

Windows XP®の場合

［コントロールパネル］＞［サウンドとオーディオデバイス］＞［オーディオ］タブ
で、Plantronics BT300Cを音の再生と録音の両方のセクションに設定します。 ［音声］
タブの［音声再生］と［音声録音］の両方のセクションでPlantronics BT300Cを選択し
ます。

5 コンピュータのソフトフォンを使用してテスト発信を行います。 通話中、Bluetooth
USBアダプターは青で点滅します。

6 スピーカーフォンのコールボタンを押して通話を終了します。

Speakerphone powered off None

Paired/Connected Solid blue

Active call Flashing blue

Audio listening Flashing blue

PC 接続と通話

Bluetooth USB Adapter
LED Indicators
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1 スピーカーフォンが完全に充電されていることを確認します。 インジケーターライト
が青と赤に点滅するまで、スピーカーフォンの電源スイッチを右に押し続けます。 こ
れで、スピーカーフォンがペアリングモードになります。
注  青と赤で点滅しない場合は、電源スイッチを左端までスライドし、スピーカーフォ
ンをオフにします。 その後、インジケーターが青と赤に点滅するまで、もう一度電源
スイッチを押したままにします。

スピーカーフォンは10分間ペアリングモードになります。

2 電話のBluetooth機能を有効にしてから、電話機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®の場合：［設定/オプション］＞［Bluetooth：オン］＞［デバイスの検索］

• iPhoneの場合： ［設定］＞［一般］＞［Bluetooth］＞［オン］ （デバイスの検索が開
始されます）

• Androidの場合：［設定］＞［Wireless］（ワイヤレス）＞［Bluetooth：オン］＞［デバ
イスの検索］

• その他の場合：電話機のマニュアルを参照してください。

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、 
www.plantronics.com/easytopair を参照してください。

Calisto 620

3 一部の電話機では、ペアリング用パスキーの入力が必要になることがあります。 スピ
ーカーフォンとペアリングするために電話機でパスキーが必要な場合は、パスキーを
0000と入力します。 スピーカーフォンと電話機のペアリングが正常に完了すると、ス
ピーカーフォンのLEDの点滅が停止し、ペアリングモードが終了します。

Calisto 620 

注 ペアリングチュートリアルについては、 www.plantronics.com/easytopair を参照して
ください。

4 携帯電話からテスト発信を行います。

携帯電話をペアリングして通話
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5 スピーカーフォンのコールボタンを押して通話を終了します。

12



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

後の番号のリダイヤル 携帯電話で番号をリダイヤルします

電話に応答する コールボタンを短く押します

Microsoft Lync での通話中に電話に応答する コールボタンを短く押して Microsoft Lync の通
話を終了し、もう一度押して携帯電話での着信
に応答します

通話を終了する コールボタンを短く押します

着信を拒否する ミュートボタンを 2 秒間押します

音声を携帯電話に転送する コールボタンを 2 秒間押します

音声をスピーカーフォンに転送する コールボタンを 2 秒間押します

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

Calisto 620スピーカーフォンでは、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
コールボタンを1回押すと、携帯電話から音楽を一時停止/再生することができます。

同時通話の処理動作（PCと携帯電話）

コンピュータのソフトフォンアプリケーションを使用して、通話状態のまま携帯電話

の着信を受けることができます。 スピーカーフォンのコールボタンを押すと、コンピ

ュータソフトフォンでの通話が終了します。 コールボタンをもう一度押すと、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、音声は携帯電話に送信され、コンピュータソフトフ
ォンでの通話はスピーカーフォンで有効なままになります。

携帯電話で通話したまま、コンピュータソフトフォンで着信を受けることができま

す。 スピーカーフォンのコールボタンを押すと、携帯電話での通話が終了します。 コ
ールボタンをもう一度押すと、コンピュータソフトフォンの着信に応答します。

コンピュータソフトフォンと携帯電話で同時に着信を受けた場合は、コールボタンを

押すと先に着信した通話が選択されます。

各部名称

Speakerphoneと
Bluetooth携帯電話の通

話機能

高度な機能
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適な使用方法
Calisto 620 は、高感度マイクを搭載した業務使用に適した通信デバイスです。お客様と

通話相手に快適にご使用いただくための推奨事項は次のとおりです。

• スピーカーフォンはオープンな空間に設置して使用する

• よりよい音質を得るには、スピーカーフォンから半径 30.4cm（12 インチ）以内には物

を置かない

• ユニットをむやみに移動しない

• スピーカーフォン付近で紙のこすれる音や、ペンで机をたたく音などの雑音を立てない

ようにする

スピーカーフォンの使用に関する重要なヒント
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Windows 版の Plantronics Spokes ソフトウェア（オプション）によっ

て、スピーカーフォンの機能と PC での使用時の使用感が向上します。

Plantronics Spokes ソフトウェアの機能の一部を以下に示します。

• 14 種類の一般的なソフトフォンおよびユニファイドコミュニケーション（UC）クライ

アントの統合的なコールコントロール

• UC プレゼンス機能の向上 - より詳細な通話可能ステータスにより、中断が減少

•［Preferences］（設定）を使用した便利な設定

• 電池残量ステータスを画面表示

• ソフトウェアとファームウェアの自動アップデート

Spokes ソフトウェアは PC の起動時に読み込まれ、バックグラウンドで実行されます。

このため、以下を除きユーザーによる操作は不要です。

• Plantronics コントロールパネル — すべてのデバイス/アプリケーション/設定のオプショ

ン、および製品情報をまとめたユーティリティです

• Plantronics 電池残量ステータス — スピーカーフォンの電池残量ステータスを画面に表

示します

• Plantronics Update Manager — スピーカーフォンのファームウェアおよび Spokes ソフトウ

ェアのアップデートを通知し、インストールを簡素化します

上記のいずれかのユーティリティを起動するには、［スタート］＞［すべてのプログラ

ム］＞［Plantronics］の順に選択します。

• Plantronics Spokes ソフトウェアがサポートするアクティブな Plantronics デバイスを表

示します。

• オーディオ設定 — Windows のオーディオ設定オプションへの便利なショートカットで

す。

• デバイス設定 — Plantronics コントロールパネルで Calisto 620 のデバイス設定を行うこ

とはできません。

• Plantronics Spokes ソフトウェアで有効であり、Calisto 620 でサポートされるすべてのア

プリケーションが表示されます。

• 現在実行中のサポートされるアプリケーションには、すべて「チェックマーク」が付き

ます。

• サポートされるメディアプレイヤーの、ソフトフォンの着信時および通話終了時の動作

を設定できます。

• Plantronics がソフトウェアの改善のために利用する使用情報を提供するかどうかを選

択できます。

Plantronics Spokes ソフトウェア

［デバイス］タブ

［Applications］（アプ
リケーション）タブ
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• サポートされるアプリケーションとのプレゼンス情報の共有を設定できます。
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  Calisto 620ワイヤレススピーカーフォ
 Spokeソフトウェアサポート：2.7.14092.0以上

*Spokesはベンダー提供のプラグインに組み込まれています。

SpokesおよびIBMのプラグインはPlantronicsのWebサイトでダウンロードできます。Swyxプラグイン

はSwyxから入手できます。

 電話機能 説明

着信通話 スピーカーフォンインターフェースからのソフトフォン着信通話の応答/
終了

X X X X X X X X X X X X X X

ミュート/ミュート解除  ソフトフォンまたはスピーカーフォンからのスピーカーフォンマイクの

ミュート/ミュート解除（送信音声なし）

X X X X X X X X X X

音量コントロール ソフトフォンの（受信）音量調節 X X X X X X X X X X X X X X X X

着信拒否 着信の拒否（ミュートボタンを3秒間押す） X X

携帯電話/固定電話のプレゼンス

 携帯電話通話のプレゼンス スピーカーフォンを経由した携帯電話通話中、SpokesによりMSFT 
OC/LyncおよびSkype上のプレゼンス状態が変更され、「通話中」または「

使用中」であることが示されます。

X X X

複数のソフトフォンの状態 Spokes 2.7対応ソフトフォンでの通話中、MSFT 
OC/LyncおよびSkypeにより「通話中」または「使用中」であることが示さ

れます。

X X X

メディアプレイヤーサポート

一時停止/ミュート/無操作 オーディオストリームがアクティブで、ユーザーがサポートされている

メディアプレイヤーを聴いているときに着信した場合、PLTコントロール

パネル（PCP）のユーザー設定に従ってオーディオを一時停止またはミュ

ートできます。

X X X

再生/ミュート解除/無操作 通話の終了時、PCPが構成されたユーザー設定に従って、オーディオを再

生（再開）またはミュート解除できます。  
X X X

デバイスファームウェアのアッ

プグレード

アップデートマネージャーサポー

ト

（スピ カ フォン）

Spokesソフトウェアを介したダイレクトファームウェアアップデート（D
FU）、Spokesアップデートマネージャーによるアップデート通知の自動

送信（入手可能時）

X

My Headset Updaterサポート

（USB Bluetoothアダプター）

DFUは、My Headset Updaterを介して、Calisto 620 USB 
Bluetoothアダプターをサポートします。次のプロンプトに従います。 

X

www.plantronics.com/us/support/myheadset/updater/
電池残量ステータス

Plantronics電池残量ステータス スピーカーフォン電池残量ステータス（タスクバー上） X

*Requires Swyxプラグイン（Spokesはプラグインに含まれます）

**IBMについては、Spokesが組み込まれたプラグインが必要です。



Calisto 620 の電源がオンである
ことを確認する方法を教えてく
ださい。

3 段階（オフ/オン/ペアリング）スイッチでは、「オン」の位
置にあるときに緑のが表示されます。 ユニットがオン
のときに音量調節ボタンを押すと、音量調整のトーン音が鳴
ります。

初めて取り付けましたが、コンピ
ューターに接続されていること
を表すインジケーターが Calisto
620 に表示されません。

• デバイス上のインジケーター（Bluetooth ステータス LED）
は、Bluetooth USB アダプター経由で 初にコンピューター
へ接続したときにのみ表示されます。 初の接続後、デバ
イス上のインジケーターは消灯します（これは節電のためで
す）。

• Bluetooth USB アダプター上のインジケーター（青色の LED）
は、常に Calisto 620 の接続状態を示しています。

• 使用中のソフトフォンにも、その時に接続されているデバイ
スが表示されます。

Calisto 620 で、Bluetooth USB ア
ダプターが動作しません。 アダ
プター上の青色の LED は点滅を
続け、アダプター/スピーカーフ
ォンの接続を示す点灯状態にな
りません。

Bluetooth アダプターとスピーカーフォンを再ペアリングし
てください。

• 初に、Bluetooth アダプターを USB ポートから取り外しま
す。

• 3 段階のスイッチを左にスライドし、スピーカーフォンをオ
フにします。次にスイッチを右端までスライドし、Bluetooth
LED が赤/青で点滅するまでそのまま固定します。

• Bluetooth アダプターを USB ポートに再接続します。ペアリ
ングされると、LED が点滅から点灯に変わります。

USB ケーブルを Calisto 620 に接
続し、もう一方の端を充電器また
は USB ポートに接続しても、充
電 LED がユニットの充電中を示
す状態になりません。

充電中は充電 LED が赤く点灯しますが、充電が完了するとオ
フになります。赤の LED がオフになった後、充電完了に関し
て LED で表示されることはありません。

AC 充電器を使って Calisto 620
を充電することができません。

充電に使用されている充電器が Calisto 620 付属の USB 充電
器（のみ）であることを確認してください。Plantronics のそ
の他の充電器では Calisto 620 を充電することはできませ
ん。ただし、Calisto 620 充電器で、他の Plantronics 製品を
充電することはできます。

その他の Plantronics 製ヘッドセ
ットのように、Calisto 620 も、残
り連続通話時間を音声アナウン
スで知らせてくれますか？

いいえ、Calisto 620 には、残り連続通話時間を音声アナウン
スで知らせる機能はありません。 電池残量が少なくなる
と、スピーカーフォンのインジケーターが点灯します。 「電
池残量不足の警告 」を参照してください。
注 Plantronics Spokes ソフトウェアをインストールしている
場合、デバイスの電池残量ステータスバーが PC のタスクバ
ーに表示されます。

Calisto 620 で交換可能な乾電池
を使用できますか？

いいえ。 Calisto 620 は、専用の充電式リチウムイオン電池
で使用するよう設計されています。 Calisto 620 の電池はユ
ーザーが交換できます。交換用電池は、Plantronics からアク
セサリーとして購入できます。

トラブルシューティング
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iPad でソフトフォンのコールコ
ントロールが機能しません（音声
は問題ありません）。

PC ベースのユニファイドコミュニケーションクライアント
のタブレット/携帯電話版や、その他のソフトフォン通信ア
プリケーションは、PC 向けのものとは周辺機器との統合レ
ベルが異なる場合があります。 Plantronics Spokes ソフトウ
ェアには PC 用の統合タッチポイントが含まれますが、これ
は一部の携帯電話版には含まれていません。

Calisto 620 には音量インジケー
ターはありますか？

いいえ。 Calisto 620 には、音量インジケーターや音量調節
インジケーターはありません。
注 Calisto 620 では、デフォルトで音量は中レベルに設定さ
れています。 音量を調節しているときに 大または 小レ
ベルに達すると、トーン音が鳴ります。

通話中に Calisto 620 の Bluetooth
の通信距離範囲外に出てから戻
った場合、Calisto 620 が（Voyager
Pro UC とは異なり）携帯電話/通
話と自動的に再接続されません。

本製品ではこのような仕様となっています。

Bluetooth モバイルヘッドセットが通信範囲内で携帯電話と
再接続されても、通話プライバシー上の問題はありません。
他の人にはヘッドセット内の音声は聞こえないからです。
しかしスピーカーフォンの場合、音声がラウドスピーカーで
流れるようになっていると、自動接続時に個人的な会話が他
の人に予期せず聞こえてしまう危険性があります。

このため、携帯電話の UI から Calisto 620 に手動で再接続す
るか、Calisto 620 のコールボタンを 2 秒間押して、Calisto
620 で再度音声が聞こえるようにします。 これは、ユーザ
ーの会話の機密性を守るためです。

Calisto 620 での通話中に、カチカ
チまたはプチッという音が聞こ
える場合があります。音のひず
みの発生または何らかの製品欠
陥によるものでしょうか？

• Calisto 620 などの Bluetooth デバイスは、Wi-Fi やその他の
Bluetooth デバイスの影響を受ける場合があります。

• Wi-Fi アクセスポイントの近くや Bluetooth が集中する環境
で Calisto 620 を使用すると、Calisto 620 スピーカーで何ら
かの音声上の障害が発生する場合があります。

• Wi-Fi の近くや Bluetooth が集中する環境以外で Calisto 620
使用した場合にこの問題が発生しなければ、無線/RF 電波干
渉が原因である可能性が考えられます。

Calisto 620 で音楽やメディアを
再生する際、PC からのストリー
ミングは、携帯電話やスマートフ
ォンからのストリーミングに比
べて音質が低下します。 なぜで
すか?

Calisto 620 Bluetooth アダプターは、音声とメディア/音楽の
両方のワイドバンドオーディオをサポートするため、携帯電
話やスマートフォン側から A2DP 経由で音楽/メディアをス
トリーミングする場合（ハイファイ）より信頼性が低下しま
す。

グループ電話会議で、Calisto 620
はどのくらいの広さの部屋をサ
ポートしていますか？また、サポ
ートされている参加者の人数
は？

この質問に回答するには、2 つの変動要素を考慮する必要が
あります。その両方に Calisto 620 の通話相手側で認識され
る音質が含まれます。

1 部屋の音響特性：すべての部屋が同じに作られているわけで
はなく、室内の音響が大幅に異なる場合があります。

2 通話相手の主観的な意見（または聴き取り能力）は、非常に
差がある場合があります。

以上の変動要素を考慮した場合、Calisto 620 は一般的に、約
3.7x3.7m のサイズの部屋で 6 人以内の参加者で使用するの
に適しています。
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通話時に、USB 電源ケーブルを
USB 経由の音声に使用すること
はできますか？ Calisto 620 を有
線の USB デバイスとして使用す
ることはできますか？

いいえ。 USB ケーブルは、電源とダイレクトファームウェ
アアップデート（DFU）のみに使用できます。
注  PC の USB ポートを 1 個使用して有線で使用できるアク
セサリケーブルを Plantronics から購入できます。このケー
ブルの機能は、1）Minimax の USB Bluetooth アダプターの接
続、および 2）スピーカーフォンの電源接続です。 （パーツ
番号：86215-02）

広い範囲をカバーするために、複
数の Calisto 620 を 1 つの USB ア
ダプターに同期できますか？

いいえ。 現在のアダプターは、1 対 1 接続用に設計されてい
ます。

Calisto 620 を車内で使用できま
すか？

理論上は可能ですが、Calisto 620 は車内での使用を想定して
いません。

Calisto 620 のキャリングケース
が小さすぎて、充電器や USB ケ
ーブルが入りません。

Calisto 620 のキャリングケースは、スピーカーフォンの形状
に合わせて、スピーカーフォンのみを保護するように設計さ
れています。 充電器や USB ケーブルは非常に丈夫なため、
コンピュータバッグやジッパー付きポケットなどに入れて
運んでも壊れることはありません。
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サポートが必要な場合
www.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

© 2013 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics および Calisto は、Plantronics, Inc.の商標または登録商標です。Bluetooth の商標は
Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、Plantronics, Inc.は同社から使用許諾を得て使用しています。 Microsoft、Lync、Windows、および Windows
XP は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

米国特許 5,210,791 出願中

89397-16（01.13）
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