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ヘッドセットの概要

Siri /
Google Assistant

N
FC

アイコン ヘッドセットのコントロール部

音量

ミュート

通話

Bluetooth デバイスとのペアリング

Siri、Google アシス
タント

デフォルトの音声アシスタント

NFC 近距離無線通信 (一部のモデルで利用可能)

充電端子

電源

インジケーターライト

3



充電ケースの概要

注: 充電ケースは、poly.com/accessories でアクセサリーとして購入できます。

重要: 充電ケースは製造後、電力を節約してバッテリーを保護するために、ディープ 
スリープ モードになります。充電ケースを起動させるには、1 分間以上電源に接続し
てください。充電中は LED が点滅します。
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ヘッドセットの充電
新しいヘッドセットは、箱から出してすぐペアリングと数回分の通話ができる状態に
充電されています。ヘッドセットのフル充電にかかる時間は約 90 分です。充電が完
了するとインジケーターライトが消灯します。

付属のマイクロ USB ケーブルを使用すると、AC 充電器（別売）または PC の USB ポ
ートからヘッドセットを充電できます。USB 2.0 以上経由で充電するには、PC の電源
がオンになっている必要があります。

またはアクセサリーの充電ケースを使用することもできます。充電ケースのボタンを
押して充電を開始します。
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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 未満か 40°C を超える
環境では充電を行わないでください。

ヘッドセットのバッテリー ステータスの確認
次のいずれかの操作を行って、ヘッドセットのバッテリー ステータスを確認します。

• ヘッドセットの電源が入っていて、スマート センサーが有効な状態で、ヘッドセ
ットを装着して音声アラートを聞きます。

• 充電中にヘッドセットの LED を見ます。
• ヘッドセットの電源をオンにして、音声アラートを聞きます。
• Poly Lens アプリ でステータスを表示します。

充電中の LED ヘッドセット バッテリー ステータス

オフ 充電終了

バッテリー残量は充分残っています

バッテリー残量が半分になりました

バッテリー残量が少なくなりました

バッテリー残量がほとんどません

ヒント: 連続通話時間アラートの精度をリセットするには、ヘッドセットのバッテリ
ーを使い切ってからフル充電を行います。
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電池残量不足の警告

電池残量 音声プロンプト

連続通話時間残り 30 分 “Battery Low”（電池残量が少なくなりました）
のメッセージを 15 分ごとに繰り返し

連続通話時間残り 10 分 "Recharge Headset"（ヘッドセットを充電し
てください）のメッセージを 5 分ごとに繰り
返し

充電ケースの使用

フル充電されたケースでヘッドセットを 2 回再充電でき、ヘッドセットの連続通話時
間を 14 時間追加できます。

注: 充電ケースは、poly.com/accessories でアクセサリーとして購入できます。

重要: 充電ケースは製造後、電力を節約してバッテリーを保護するために、ディープ 
スリープ モードになります。充電ケースを起動させるには、1 分間以上電源に接続し
てください。充電中は LED が点滅します。

1. ヘッドセットを充電ケースに入れるか、ケース上部の充電ポートに接続します。
2. ケースのボタンを押して、ヘッドセットの充電を開始します。

充電ケースの LED ステータス

充電終了

充電

バッテリーを使い切りました。充電ケース/ヘッドセット
を充電してください
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快適にお使いいただくために
1. ヘッドセットを耳の後ろ側にスライドさせ、耳に優しく押し付けます。

注: ヘッドセットがぴったりフィットするように、メガネをはずしてからヘッドセ
ットを装着してください。

2. マイクブームを回転させて、口の方を向くようにします。
3. マイクブームを上下させて適切な位置に合わせます。

2 31

イヤーチップ サイズの変更

イヤーチップを交換することで、より快適なフィット感を得ることができます。

1. イヤーチップを軽く押し、左側に回すことでロックが解除されます。

1

22

2. 新しいイヤーチップをスロットに合わせて押し込みながら右側に回し、しっかり
と固定させます。

耳の切り替え
ヘッドセットをもう片方の耳に装着するときは、マイクブームを縦方向に起こし、そ
のまま手前にひねります。イヤーチップの反対側が手前を向いたらそのままマイクブ
ームを下方向に倒します。

3

2

1
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接続とペアリング

モバイルデバイスとのペアリング
1. ヘッドセットをペアリング モードにするには、コール ボタンを長押し

し、"Pairing" (ペアリング) という音声が流れ、ヘッドセットの LED が青と赤で点
滅するまで待ちます。

2. 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。

3. ［Poly V5200 シリーズ］を選択します。
正常にペアリングされると、「ペアリングが成功しました」というメッセージが流
れ、ヘッドセットの LED の点滅が停止します。

注: ご使用のヘッドセットは最大 8 台までのデバイスとペアリングできますが、同
時に接続を維持できるのは 2 台のみです。これには、Bluetooth アダプターも含ま
れます。

NFC ペアリング機能

注: この機能は、一部のモデルで利用できます。

NFC ペアリングは、既に接続されているデバイスが 1 台のみの場合に使用するオプシ
ョンです。NFC ペアリングは、2 台のデバイスが既に接続されている場合は機能しま
せん。

1. 携帯電話で 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。(携帯電話によって異なり、一部の携帯電話で
は NFC に対応していない場合もあります。)

2. ヘッドセットの電源を入れ、表示のとおり NFC ペアリングが完了するまで携帯電
話背面の NFC タグの近くにヘッドセットを置きます。必要に応じて、接続を確定
します。
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基本操作

Siri /
Google Assistant

N
FC

電源オン/オフ
ヘッドセットの電源を入れるには、電源  ボタンをスライドさせて緑が見えるように
します。

音量調節
通話中またはオーディオストリーミング中に音量ボタン を上［+］または下［-］に
押します。
通話中またはオーディオのストリーミング中でなければ、音量ボタン を押して発信
者通知およびその他の音声プロンプトの音量を調節できます。

ヘッドセットのマイクの音量調節（ソフトフォン）

ソフトフォンでテスト発信を行い、ソフトフォンや PC の音量を調節します。

発信する/着信応答する/通話を終了する。

着信応答

• ヘッドセットを装着して着信に応答する、または
• 着信が通知されたら「Answer（応答）」と声に出す、または
• コール ボタンを軽く押します。

通話終了

• コール ボタンを軽く押します。

ミュート

通話中に、ヘッドセットをミュートする、またはミュートを解除するには、ミュート 
 ボタンを軽く押します。

着信拒否

トーンが聞こえるまで、コール ボタン  を 2 秒間押します。
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最後の発信先にリダイヤル

• コール ボタンを軽く 2 回押します。

オーディオの再生/一時停止
コール ボタンをタップすると、オーディオのストリーミングが一時停止または再開
します。

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な
い場合があります。

音声機能
Siri、Google アシスタント™、Cortana：約 2 秒間コール ボタンを押し続け、携帯電話
のデフォルトの音声アシスト機能を有効にします。携帯電話からのメッセージが聞こ
えると、音声ダイヤルや検索、その他のスマートフォンの音声コントロールが有効に
なります。

センサーの使用方法

スマートセンサーは、ヘッドセットの装着または取り外し時に動作します。Poly Lens 
アプリでカスタマイズします。以下は、デフォルト設定についての説明です。

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。

携帯電話およびソフトフォン
通話

着信応答 ヘッドセットで通話を続行

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)*

ヘッドセットのロック コールボタンのロックを解除 誤ダイヤル防止のためコール
ボタンをロック

注: *機能はアプリケーションによって異なります。Web ベースのアプリケーション
では機能しない場合があります。

センサーのリセット

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。

• ヘッドセットを装着し、コール ボタンを軽く押してセンサーをテストします。連
続通話時間の音声通知が聞こえたら、センサーは正常に動作しています。トーン
音が聞こえるか音声プロンプトが聞こえない場合は、センサーをリセットする必
要があります。

• センサーをリセットするには、ヘッドセットの電源を入れ、ヘッドセットを USB 
ケーブルに接続し、ケーブルを PC の USB ポートまたは AC アダプター (別売) に差
し込みます。次に、表面が非金属の平らな場所にヘッドセットを 10 秒以上置きま
す。
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センサーの無効化

• ヘッドセットのスマート センサーを無効化するには、Poly Lens アプリ を使用する
か、ヘッドセットがアイドル状態のときにボタンを押します。コール ボタン  と
ミュート ボタン  を 5 秒間同時に押し続けます。「smart sensors off (スマートセン
サーオフ)」というメッセージが聞こえます。
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高度な機能

音声通知の音量調整
ヘッドセットの音声通知の音量を調整するには、ヘッドセットの電源がオンでアイド
ル状態のとき（通話やストリーミングを行っていないとき）に、音量調節ボタンを使
って調整します。

ワイヤレス デバイスに再接続する

ヘッドセットが切断された場合は、Bluetooth デバイスに再接続します。

コール ボタン  を 1 回押すか、デバイスの Bluetooth デバイス メニューから手動で接
続します。"phone connected" (電話機が接続されました) というメッセージが流れま
す。

発信者名の通知（携帯電話のみ）

ヘッドセットを装着しているときに発信者名を聞き、電話の画面を確認することな
く、その通話に応答するか、着信拒否するかを決定できます。

発信名がアナウンスされます。

• 携帯電話が Phone Book Access Profile（PBAP）に対応している場合
• ペアリング処理中に、連絡先に対しアクセス権を付与した場合（多くの携帯電話

では、出荷時にあらかじめ設定されているため、アクセス権の付与は不要の場合
があります）

• 発信者を電話の連絡先リストに保存している場合

発信者が不明、連絡先に登録されていない、または着信拒否されている場合、あるい
は言語がサポートされていない場合、発信者名は通知されません。
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ソフトウェアをロードする
Poly Lens アプリ をダウンロードしてデバイスを最大限に活用します。一部のソフト
フォンでは、デバイスのコール コントロール機能 (着信応答/通話終了/ミュート) を有
効にするために、Poly ソフトウェアのインストールが必要です。poly.com/software 
をダウンロードします。

• 機能の有効化
• 設定の変更
• ソフトフォンのコール コントロールの設定
• デバイス ファームウェアのアップデート
• 通知の管理
• 健康とウェルネスのスケジュール作成

Poly デバイスのアップデート

ファームウェアを最新の状態に保つことで、パフォーマンスが向上し、Poly デバイス
に新しい機能が追加されます。

Poly Lens アプリ を使用してデバイスをアップデートします。poly.com/software でダ
ウンロードしてください。
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トラブルシューティング

問題 解像度

ヘッドセットをモバイル デバイ
スにペアリングする方法を教え
てください。

「モバイル デバイスとのペアリング」を参照してください。

ヘッドセットと携帯電話の間で
音声が突然切り替わります。 • 眼鏡を使用していない場合は、ヘッドセット センサー

をリセットしてください。センサーのリセットを参照
してください。

• 眼鏡をかけている場合は、センサーを無効にしてみて
ください。特定のフレーム特性のメガネをかけたとき
に、ヘッドセット装着センサーが正しく機能しない場
合があります。「センサーの無効化」を参照してくださ
い。

オーディオからパチパチ音がし
ます。 • ヘッドセットが接続デバイスから遠すぎて Bluetooth 

の通信範囲外になっている可能性があります。接続デ
バイスの近くに移動します。

• Bluetooth 密度の問題: 多数の Bluetooth デバイスが同
時に動作している場所にいる場合 (電車やジムなど)、
それらが Bluetooth 接続に干渉して不安定になる可能
性があります。混雑の少ない場所でヘッドセットを使
ってみて、問題が解決するかどうかを確認します。

• ヘッドセットのマイクが口角を向いていることを確認
します。「装着」を参照してください。

• 発信者にこちらの声が聞こ
えない。

• 発信者の声や音楽が聞こえ
ない。

• ヘッドセットがペアリングされ、電話に接続されてい
ることを確認します。「モバイル デバイスとのペアリ
ング」を参照してください。

• iOS では、スマートフォンでオーディオ出力を確認し、
別のオーディオ出力ではなく、ヘッドセットにつなが
っていることを確認します。

• ヘッドセットが USB Bluetooth アダプター搭載の PC に
接続されている場合は、ストリーミング オーディオ用
に設定します。「メディアのストリーミング用に USB 
アダプターを設定」を参照してください。

• ヘッドセット センサーが耳の形状を正しく検出してい
ない可能性があります。ヘッドセットを耳にかける位
置を再調整します。

• センサーが耳の形またはメガネのフレームに合わない
場合があるので、センサーを無効にします。「センサー
の無効化」を参照してください。センサーのリセット
が必要な場合があります。センサーのリセットを参照
してください。

• この設定がお使いの電話機と互換性がない場合がある
ので、HD 音声 (ワイドバンド オーディオ) を Poly Lens 
アプリ で無効にします。
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問題 解像度

フル充電後、ヘッドセットから
連続通話時間が 7 時間と報告さ
れない。

• ヘッドセットがペアリングされ、電話に接続されてい
ることを確認します。「モバイル デバイスとのペアリ
ング」を参照してください。

• 電力を多く消費する HD 音声（ワイドバンド音声）を
無効にします。

• ヘッドセットのバッテリーを完全に放電してからフル
充電します。

• 電話機によっては、Bluetooth 接続の効率が悪いことが
あります。その場合、7 時間の連続通話時間を確保す
ることができません。推定される残りの連続通話時間
は、お客様の利用履歴からも計算されるので、ご自身
の使用パターンに基づいて推定時間が変動します。

音声プロンプトの音量を下げる
方法を教えてください。

「音声プロンプトの音量調整」を参照してください。

ヘッドセットの機能をカスタマ
イズする方法を教えてくださ
い。

Poly Lens アプリ でデバイス設定をカスタマイズします。
poly.com/software をダウンロードします。
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パッケージ内容

ヘッドセット

マイクロ USB ケーブル

イヤーチップ（S、M、L）
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アクセサリー
poly.com/accessories にて別売り。

車内充電用アダプター

イヤーチップとフォームカバー

USB Bluetooth アダプター

充電ケース

充電器
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安全上の警告事項

周波数とトランスミッター出力
Bluetooth: 2,402～2,480MHz、平均 2.4mW 未満で動作します。

安全に関する注意事項
火災や感電、けが、所有物の破損を防ぐため、Poly 製品をお使いになる前に、すべて
の注意事項と次の安全に関する注意事項をお読みください。使用時、保管時、および
充電時の環境温度は 10°C～40°C です。

• 本製品対応の Poly 製品および純正アクセサリ以外は使用しないでください。
• この製品を使用後に皮膚がかぶれた場合は、使用を中止し、Poly にご連絡くださ

い。
• お子様に関する注意事項: 本製品は、お子様の手に触れないようにしてください。

小さい部品で窒息する恐れがあります。
• 製品を分解しないでください。感電やけがをする恐れがあります。また、AC アダ

プターを不適切に組み立て直して本製品を使用すると、感電や火災の原因になり
ます。

• 本製品が加熱したり、本体、コード、またはプラグが破損した場合は、コンセン
トから抜いて使用を中止し、Poly に連絡してください。

• 音量や音圧が高すぎると、一時的または永久的な聴力障害が発生する可能性があ
ります。ユーザーによって適する音量は異なりますが、ヘッドセット/ヘッドフォ
ンは常に中程度の音量に設定し、大音量で長時間使用しないようにしてください。
音量が大きいほど、聴力に影響を受けるまでの時間が短くなります。同じヘッド
セット/ヘッドフォンを使用する場合でも、デバイスによって音量が異なることが
あります。使用するデバイスとそのデバイスでの設定が、実際に聞こえる音量に
影響します。聞いていて不快と感じたときは、そのデバイスでのヘッドセット/ヘ
ッドフォンの使用を中止し、医師の診断を受けてください。また、聴覚の専門家
は、聴力を保護するために次のことを実践することを勧めています。

1. ヘッドセット/ヘッドフォンを耳に装着する前に音量を低レベルに下げ、できるだ
け低い音量で使用する。

2. 周囲の騒音を遮断する目的で音量を上げない。ヘッドセット/ヘッドフォンを、で
きる限り周囲の騒音の少ない静かな環境で使用する。

3. ヘッドセット/ヘッドフォンを大音量で使う時間を制限する。
4. 近くにいる人の声が聞こえない場合は、ヘッドセット/ヘッドフォンの音量を下げ

る。

ヘッドセット/ヘッドフォンと聴力の詳細については、「poly.com/healthandsafety」を
参照してください。

• 運転中にヘッドセット/ヘッドフォンを使用する場合は、お住まいの地域の法規制
に従ってください。また、注意が散漫にならないよう、安全運転を心がけてくだ
さい。ヘッドセット/ヘッドフォンを両耳に装着すると、外部の音がよく聞こえな
くなります。また、装着したまま自動車や自転車を運転すると、大事故を引き起
こす可能性があり、ほとんどの地域では、このような使用が法律で禁じられてい
ます。

• 製品にイヤーパッド/イヤーチップが付属している場合、ユーザーガイドの手順に
従って装着してください。耳の中に無理に押し込まないようにしてください。耳
の中に詰まった場合は、医師の診断を受けてください。

• 主電源アダプターや充電器は、本製品のそばの簡単に届く場所にある電源コンセ
ントに差し込んでください。
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ワイヤレス製品のバッテリーに関する警告

• 製品のバッテリーが内蔵式で交換できない場合は、製品を分解してバッテリーを
取り出そうとしないでください。けがをしたり、製品が破損する恐れがあります。
バッテリーを取り替え可能な場合は、Poly 製のバッテリーのみを使用してくださ
い。また、バッテリーが切れたら、すぐに充電器から取り出してください。

• 3 年経過するか、または充電を 300 回行うか、いずれか早い方で充電式バッテリ
ーを交換してください。

• 本製品またはバッテリーを焼却処分しないでください。また、40°C 以上に加熱し
ないでください。

• バッテリーを高温の場所に放置しないでください。爆発または可燃性の液体やガ
スの漏洩につながるおそれがあります。

• バッテリーを開ける、変形させる、分解することは絶対にお止めください。バッ
テリーには腐食性材料が含まれている可能性があり、目や皮膚に害を及ぼしたり、
飲み込むと中毒の原因となる恐れがあります。

• バッテリーを口に入れないでください。誤って飲み込んだ場合は、医師または中
毒事故管理センターに連絡してください。

• 飲み込んだ場合、火傷、軟部組織の穿孔、および死亡につながるおそれがありま
す。重度の火傷は、経口摂取後 2 時間以内に発症する可能性があります。

• お子様の手の届かない場所に保管してください。
• バッテリーやバッテリー ホルダーが鍵や硬貨など金属の物体に接触しないように

してください。
• リサイクル: 製品のバッテリーは、適切な方法でリサイクルまたは廃棄してくださ

い。バッテリーの取り外しと廃棄方法については、地域のリサイクル施設にお問
い合わせください。

• 本製品を充電する際は、必ず Poly 製の充電器を使用してください。また、指示さ
れた充電の手順に従ってください。また、ヘッドセットが携帯電話付属の充電器
で充電するように設計されている場合は、携帯電話の製造元によって認可された
携帯電話付属の充電器のみを使用してください。充電器をそれ以外の目的に使用
しないでください。本製品の定格電圧が使用する電源電圧に対応していることを
確認してください。
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サポート

NEED MORE HELP?
poly.com/support

Manufacturer: 

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2023 Poly。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. 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。Plantronics, Inc. による製造

Model ID: POTE16

207276-17 02.23
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