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モバイルデバイスに接続可能な、有線のポータブルスピーカーフォン。

BT600 models only

音量

ミュート

LED

押して Microsoft Teams を操作 (アプリが必要)

コールボタン

Kensington ロック ポート

電源

Bluetooth スイッチ (スピーカーフォン)

Bluetooth ボタン (BT600 アダプター)

注 アダプターのデザインは異なる場合があります。

標準 LED

USBの LED LEDの意味

赤と青で点滅 ペアリング
青で点灯 ヘッドセットが接続されました
青で点滅 通話中
赤で点灯 ミュート中
紫で点滅 コンピュータからメディアのストリーミング中

Microsoft Teams* 検出時の LED

USBの LED LEDの意味

赤と青で点滅 ペアリング

各種機能とランプインジケーター

USB Bluetooth アダプタ
ー (アダプター モデル

のみ)
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USBの LED LEDの意味

紫で点灯 ヘッドセットが接続されました
青で点滅 通話中
赤で点灯 ミュート中
紫で点滅 Microsoft Teams 通知

注 *Microsoft Teams アプリケーションが必要
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1 モバイルデバイスをスピーカーフォンとペアリングするには、電源スイッチを右方向
にある Bluetooth アイコンの方へ 2 秒間スライドします。"Pairing" (ペアリング) というメ
ッセージが流れ、Bluetooth アイコンの隣にある LED が赤と青で点滅します。

2 スマートフォンの Bluetooth を有効にし、新しいデバイスを検索して、Poly CL5300 シリ
ーズを選択します。

3 問題なくペアリングされると、"Pairing successful" (ペアリングが成功しました) というメ
ッセージが流れ、LED が消灯します。

スピーカーフォンの USBポートとコンピュータの USBポートを、USBケーブルを使っ
て接続します。

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。

1 スピーカーフォンの電源を入れて、Bluetooth USB アダプターを、お使いのコンピュー
タに差し込みます。

2 問題なくペアリングされると、"Pairing successful" (ペアリングが成功しました) というメ
ッセージが流れ、USB アダプターが青く点灯します。
注 アダプターのデザインは異なる場合があります。

USBアダプターを再ペアリングする
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。アダプタ
ーがペアリングされていない場合、または別途購入した場合は、手動でアダプターを
ヘッドセットとペアリングしてください。

1 Bluetooth USB アダプターをラップトップまたはコンピュータに挿入して、コンピュー
タがアダプターを認識するまで待ちます。

2 電源スイッチを Bluetooth アイコンの方向に 2 秒間スライドして、スピーカーフォンを
ペアリングモードに設定します。"Pairing" (ペアリング) というメッセージが流れ、
Bluetooth アイコンの隣にある LED が赤と青で点滅します。

3 アダプターをペアリングモードに設定します。そのためには、アダプターが赤と青に
点滅するまで、くぼみが付いたペアリングボタンをペンやクリップで押し続けます。

セットアップ

モバイルセットアップ

有線セットアップ

USB アダプターのセッ
トアップ (BT600 モデ

ル限定)
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注 アダプターのデザインは異なる場合があります。

正常にペアリングされると、"Pairing successfull; PC connected" (ペアリングが成功しまし
た。PCに接続されました) というメッセージが流れ、アダプターの LED が青に変わりま
す。

Plantronics Hub（Windows/Mac向け） をダウンロードするには、poly.com/software にア
クセスしてください。これにより、高度な設定やオプションでデバイスの動作をカス
タマイズできます。

ソフトウェアをロード
する
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スピーカーフォンの電池残量をチェックするには、電源ボタンを右側にスライドして
放します。

コンピュータまたは USB AC アダプター (製品に同梱されていません) を使用し、USB に
接続してスピーカーフォンを充電します。充電中は電源スイッチの LED が点滅し、完
全に充電されると消灯します。フル充電には 3.5 時間かかります。

充電

電池残量の確認

充電ケーブルの差込口
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電源ボタンを右方向にスライドして電源を入れます。スピーカーフォンの LED が白に
点灯し、"power on" (電源オン) というメッセージが流れます。

コールボタンを短く押すことで、着信への応答、または通話の終了を行うことができ
ます。

通話を保留するには、コールボタンを約 2 秒間押します。

ミュートボタンを短く押すことで、マイクのミュート/ミュート解除を切り替えること
ができます。

音量を上げるボタン［+］、音量を下げるボタン［-］を押して、最適な音量に調節しま
す。

Microsoft Teams を操作するには、非通話時に、Teams  ボタンを押します。
注 Microsoft Teams アプリをインストールする必要があります。

通常の使用方法

電源

着信への応答と通話の
終了

通話の保留

ミュート/ミュート解除

音量

Microsoft Teams ボタン
(Teams モードのみ)
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サポート

サポートが必要な場合
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. All Rights Reserved.Poly、プロペラのデザイン、および Polyロゴは、Plantronics, Inc.の商標です。Bluetoothは、Bluetooth
SIG, Inc.の登録商標であり、Plantronicsは同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。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
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