
Poly Sync 40 シリーズ
Bluetooth スピーカーフォン

ユーザーガイド
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重要: バッテリー節約のため、スピーカーフォンはディープスリープ モードで出荷され
ます。初回使用前に、USB ケーブルを電源に接続してスピーカーフォンを起動します。

1 スピーカーフォンの USB ケーブルを、充電器またはコンピューターに接続します。
スピーカーフォンが起動すると、LED バーが点灯します。

USB-A / USB-C

2 スピーカーフォンを接続またはペアリングし、通話またはメディアをストリーミング
します。

初回のセットアップ
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モバイルおよび有線接続が可能なポータブル スピーカーフォン。
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Bluetooth デバイスとのペアリング

押すと Microsoft Teams と連携 (Teams モデルのみ。デスクトップ アプリ
ケーションが必要)

音量を下げる

ミュート/ミュート解除

音量を上げる

通話

Siri、Googleアシス
タント

デフォルトの音声アシスト (モバイル機能)

電源オン/オフ

携帯電話用の USB 充電ポート

2 台のスピーカーフォンのリンク (モバイル機能)

メディアの再生/一時停止 (デフォルト)。Poly Lens Desktop アプリ の機
能のカスタマイズ
注 再生/一時停止機能は、Web ベースのアプリでは機能しない場合があり
ます

コントロール
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LED バー ライトの意味

青い光が横
切る

ペアリングモード

青で点灯 ペアリング成功 (接続済み)

緑で点滅 着信中

緑で点灯 通話中

赤で点灯 ミュート中

白い光が横
切る

リンク モード (デイジーチェーン オーディオ)

白で 2 回点
滅

リンクに成功

注 スタンバイ モードでは LED は点灯しません。

新しいスピーカーフォンをお使いになる前に、安全性に関するガイドに記載されてい
る使用上の注意事項、充電、電池に関する注意事項、規制情報をご確認ください。

Hi-Fi Bluetooth USB アダプタは、Poly デバイスとあらかじめペアリングされています。
PC に接続して、PC のオーディオに接続してください。

注 アダプタの USB 接続とデザインは異なる場合がありますが、機能の違いはありませ
ん。

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 デバイスが接続されました

青で点滅 通話中

赤で点灯 ミュート中

紫で点滅 PC からメディアのストリーミング中

LED

製品を安全にお使いい
ただくために

USB Bluetooth アダプ
タ
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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

紫で点灯 Microsoft Teams に接続済み

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 デスクトップ アプリケーションが必要。
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スピーカーフォンとコンピューターの USB ポートを、USB ケーブルを使って接続しま
す。

USB-A / USB-C

注 有線モードでは、スピーカーフォンは電源ボタンを使用しないで電源をオンにしま
す。

1 スピーカーフォンの電源を入れ、Bluetooth  ボタンを 2 秒間押します。"Pairing"　(ペ
アリング) というメッセージが流れ、青い光が横切るように LED が点滅します。

Poly Sync 40
“Pairing”

Headphones

 Computer

 Camera

Blutooth

Blutooth

“Phone connected”

:02
Headphones

 Camera

Headset

Blutooth

2 モバイル デバイスの Bluetooth を有効にして、新しいデバイスの検索を行います。
[Poly Sync 40]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 が青で点滅します。

安全接続 (モバイル)
安全接続機能を使うと、会議室で Bluetooth を使って通話するときの安全性が向上しま
す。

この機能を有効にすると、モバイル通話を終了するごとに、ペアリングしたデバイス
が切断されます。意図せずにスピーカーフォンからデバイスの音声が再生されること
がなくなります。Poly Lens Desktop アプリ で管理します。

注 安全接続を有効にすると、ペアリングしたデバイスが切断されます。

1 スピーカーフォンの電源が入っており、Poly Lens Desktop アプリ で安全接続が有効に
なっている状態で、Bluetooth  ボタンを 2 秒間押します。"Pairing"　(ペアリング) とい
うメッセージが流れ、青い光が横切るように LED が点滅します。

2 デバイスの Bluetooth を有効にして、新しいデバイスを検索します。［Poly Sync 40］を
選択します。

Poly Sync 40
“Pairing”

Headphones

 Computer

 Camera

Blutooth

Blutooth

“Phone connected”

:02
Headphones

 Camera

Headset

Blutooth

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 が青で点滅します。

セットアップ

有線セットアップ

モバイルセットアップ
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“Pairing 
successful”

4 携帯電話通話を発着信したり、Bluetooth 経由で音楽を再生します。
5 通話が終了したら、30 秒以内に任意のボタンを押してモバイル接続を継続します。何
も操作を行わないと、モバイル接続は終了し、Bluetooth ボタンが点灯しなくなりま
す。

Bluetooth USB アダプタは、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 アダプタを、お使いの PC に差し込
みます。

2 USB アダプタの LED は点滅した後に点灯し、スピーカーフォンと USB アダプタが接続
されていることを示します。接続が確立されたことを示す、“PC connected” (PC に接続
されました) というメッセージが流れます。通話中の場合は、USB アダプタの LED が青
に点滅します。通話していない場合は、LED が点灯します。
注 アダプタのデザインは異なる場合があります。

3 Poly Lens Desktop アプリを起動します (poly.com/lens にアクセス)。これにより、高度
な設定やオプションでヘッドセットの動作をカスタマイズできます。

USB アダプターの設定
Hi-Fi Bluetooth USB アダプターは、着信に応答するようにあらかじめ設定されていま
す。音楽を聴くには、Bluetooth USB アダプターを設定する必要があります。

Windows

1 Bluetooth USB アダプターを設定して音楽を再生するには、[スタート] メニュー > [コン
トロール パネル] > [サウンド] > [再生] タブに移動します。［Poly BT700］または
［Plantronics BT600］を選択してデフォルトのデバイスとして設定し、［OK］をクリッ
クします。

2 通話や着信を行う際に音楽を一時停止するには、[スタート] メニュー > [コントロール
パネル] > [サウンド] > [通信] タブに移動して、目的のパラメータを選択します。
Mac

USB アダプタのセット
アップ (アダプタ モデ

ルのみ)
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1 Bluetooth USB アダプターを設定するには、[アップル メニュー] > [システム環境設定] >
[サウンド] に移動します。［入力］タブと［出力］タブの両方で、［Poly BT700］また
は［Plantronics BT600］を選択します。

通常、USB アダプターはあらかじめ Poly オーディオ デバイスとペアリングされていま
す。アダプターが接続されていない場合、または別途購入した場合は、アダプターを
Poly デバイスとペアリングする必要があります。アダプターのペアリング方法は、使
用している USB アダプターによって異なります。

BT700 USB アダプターを再ペアリングする
USB アダプターを Poly オーディオ デバイスとペアリングするには、Poly Lens Desktop
アプリ が必要です。poly.com/lensをダウンロードします。

BT700 USB-C BT700 USB-A

1 Hi-Fi Bluetooth USB アダプターをラップトップまたは PC に挿入して、PC がアダプタ
ーを認識するまで待ちます。

2 Poly オーディオ デバイスをペアリング モードにします。
3 Poly Lens Desktop アプリ を起動して、Poly BT700 に移動します。
4 アダプターのメイン ページまたはオーバーフロー メニューで［新しいデバイスのペア
リング］を選択し、Bluetooth USB アダプターをペアリング モードにします。アダプタ
ーが赤と青で点滅します。
正常にペアリングされると、"Pairing successful" (ペアリングが成功しました) と "PC
connected" (PC に接続されました) というメッセージが流れ、Bluetooth USB アダプタ
ーの LED が点灯します。
注 Plantronics Hub デスクトップ アプリケーションを使用して再度ペアリングするには、
アプリケーションの Poly BT700 一般設定に移動して、［ペアリング］を選択します。

BT600 USBアダプターを再ペアリングする

BT600 USB-C BT600 USB-A

1 Hi-Fi Bluetooth USB アダプターをラップトップまたは PC に挿入して、PC がアダプタ
ーを認識するまで待ちます。

2 Poly オーディオ デバイスをペアリング モードにします。
3 Bluetooth USB 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、

Bluetooth USB 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。

USB アダプターを再ペ
アリングする
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注 アダプターのデザインは USB 接続によって異なる場合があります。

正常にペアリングされると、"Pairing successful" (ペアリングが成功しました) と "PC
connected" (PC に接続されました) というメッセージが流れ、Bluetooth USB アダプタ
ーの LED が点灯します。
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電池残量を確認するには、次のいずれかの操作手順を実行します。

• スピーカーフォンが動作していないときに、電源ボタンをタップして電池残量の通知
を聞く

• スピーカーフォンが動作していないときに、任意のボタンをタップして LED バーを確
認する

電池残量ステータス LED

LED バー バッテリーステータス

長いバーが白で点灯 フル充電
中間の長さのバーが白で点灯 電池残量は充分残っています
短いバーが白で点灯 電池残量が半分になりました
赤で点灯 電池残量が少なくなりました
赤で点滅 電池残量がほとんど残っていません

注 スタンバイ モードでは LED は点灯しません。

PC または充電器 (別売) 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 LED バーが点滅し、完全に充電されると白く点灯します。フル充電には 5 時間
かかります。
注 高速に充電するには、充電器または利用可能な場合は PC の USB 高速充電ポートに
接続します。

注 スピーカーフォンには USB-A と USB-C が一体になったケーブルが付いているので、
どちらのポートにも簡単に接続できます。

USB-A / USB-C

スピーカーフォンの電源を入れ、携帯電話の充電ケーブルをスピーカーフォンの USB-
A ポートに接続して充電を行います (充電ケーブルは別売りです)。

Mobile

 Computer

Blutooth

注 スピーカーフォンの電池残量は中以上である必要があります。

注 充電のみ対応しています。

充電

電池残量の確認

充電ケーブルの差込口

携帯電話を充電する
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Poly Lens Desktop アプリの高度な設定とオプションを使って、デバイスの動作をカス
タマイズします。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/lensをダウンロードします。

注 Poly Hub Desktop アプリでもデバイスを設定できます。

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/lens でダウンロ
ードしてください。

ソフトウェアをロードする

Poly デバイスのアップ
デート
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電源  ボタンを 2 秒間押して、電源のオン/オフを行います。電源がオンになると、LED
バーが点灯します。

コール  ボタンを押すと、通話を開始または終了できます。

通話中に、マイクをミュートする、またはミュートを解除するには、ミュート  ボタ
ンを押します。ミュート設定は Poly Lens Desktop アプリ で管理できます。

音量を上げるボタン [+]、音量を下げるボタン [-] を押して、音量を調節します。

スピーカーフォンのマイクの音量の調整
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。

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。

ヘッドセットの Teams  ボタンをタップすれば、Microsoft Teams デスクトップ アプ
リがすぐに開き、使用できます。

• 通話中ではないときに Teams  ボタンをタップすると、PC に Microsoft Teams アプリ
が表示されます。

• 接続している USB アダプターの LED が紫に点滅しているときに Teams ボタンをタップ
すると、Teams からの通知が表示されます。
注 Teams モデルおよび Teams デスクトップ アプリケーションが必要です。Teams モバ
イル アプリケーションには対応していません。

ロケット  ボタンの機能を Poly Lens Desktop アプリ でカスタマイズします。ロケット
 ボタンをタップすると、メディアの再生/一時停止がデフォルト機能となります。

選択肢が豊富:

• オーディオの再生/一時停止 (デフォルト)

• デバイスのステータス チェック

• 信頼済みデバイス リストのクリア

• 携帯電話の通話のみ: デフォルトの音声アシスタント (Siri、Google アシスタント)

• リダイヤル

• 通話の保留/再開 (ソフトフォンによって異なる)

通常の使用方法

電源

着信への応答と通話の
終了

ミュート/ミュート解除

音量

音声アシスト（スマー
トフォン機能）

Microsoft Teams の起
動 (Teams モデルのみ)

スピーカーフォンのカ
スタマイズ
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Poly Sync スピーカーフォン 2 台と、PC またはモバイル デバイスを使います。

注 Sync 40 スピーカーフォンと Sync 60 スピーカーフォンをリンクできます。各スピー
カーフォンが Poly Lens Desktop アプリ の最新のデバイス ソフトウェア リリースに更新
されていることを確認してください。

注 スピーカーフォンがデイジーチェーン接続されている場合、プライマリ デバイスの
設定が使用されます。PC または携帯電話にペアリングまたは接続されているスピーカ
ーフォンがプライマリ デバイスになります。

1 1 台のスピーカーフォンを PC またはモバイル デバイスにペアリングまたは接続しま
す。「有線セットアップ」、「モバイル セットアップ」または「USB アダプタのセットア
ップ」を参照してください。

2 両方のリンク  ボタンを 2 秒間押し、スピーカーフォンをワイヤレスでリンクしま
す。"Connecting" (接続しています) というメッセージが流れ、LED が白で点滅します。
問題なくリンクされると、"Connection successful" (接続が成功しました) というメッセ
ージが流れ、両方のスピーカーフォンの LED が白で点滅します。
注 リンク モードは、両方のスピーカーフォンが動作していないときのみ有効にしてく
ださい (通話中やメディアのストリーミング中は有効にしないでください)。

“Connection successful”

:02:02

Support

Settings

Daisy Chain / Link

Support

Settings

Daisy Chain / Link
Lock

ANC

Timer

Custom Button

“Connecting”“Connecting”

3 オーディオを再生したり、通話するには、どちらかのスピーカフォンからシステムを
コントロールする必要があります。

4 両方のリンク  ボタンを 2 秒間押して、リンク モードを終了します。
"Device disconnected" (デバイスが切断されました) というメッセージが流れます。
注 スピーカーフォンがデイジーチェーン接続されている場合、プライマリ デバイスの
設定が使用されます。PC または携帯電話にペアリングまたは接続されているスピーカ
ーフォンがプライマリ デバイスになります。

Poly Lens Desktop アプリ で音声のデイジー チェーン設定を管理します。音声出力で、
［パーティー］ (デフォルト) または［ステレオ］を選択します。

注 ステレオ モードでは、プライマリ デバイスが右側の音声チャンネル、セカンダリ デ
バイスが左側の音声チャンネルになります。

スピーカーフォンのリンク (音声のデイジー チ
ェーン)

リンクされているスピ
ーカーフォンのオーデ

ィオ設定
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スピーカーフォンを初めて使用しようと
したら、電源が入りません。

バッテリー節約のため、スピーカーフォンはディー
プスリープ モードで出荷されます。初回使用前に、
USB ケーブルを電源に接続してスピーカーフォンを
起動します。

スピーカーフォンが思ったほど早く充電
されません。

高速に充電するには、USB ケーブルを充電器または
利用可能な場合は PC の USB 高速充電ポートに接続
します。

(Teams モデルのみ) Microsoft Teams と
連携する方法を教えてください。

• Teams  ボタンをタップし、Microsoft Teams を素
早く開いて使用します。

• Teams モデルは Microsoft Teams デスクトップ アプ
リケーションと互換性があります。Teams モバイル
アプリケーションはサポートしていません。

2 台のスピーカーフォンがワイヤレス接
続されているときにステレオ音声を利用
できますか？

はい。Poly Lens アプリ で、［設定］ > ［一般］ >
［デイジーチェーン音声］に移動し、［ステレオ］を
選択してください。詳細については、「リンクされて
いるスピーカーフォンのオーディオ設定」を参照し
てください。
アプリケーションのダウンロード: poly.com/lens

自分の携帯電話で安全接続機能を使用す
る方法を教えてください。

安全接続機能を使うと、会議室で Bluetooth を使っ
て通話するときの安全性が向上します。
• Poly Lens Desktop アプリ でこの機能を有効にしま
す。

• 通話後、スピーカーフォンはペアリングされている
モバイル デバイスから自動的に接続解除されます。

• 通話終了後 30 秒以内に任意のボタンを押し、モバイ
ル接続を継続します。

ロケット  ボタン機能をカスタマイズ
する方法を教えてください。

• ロケット  ボタンの機能を Poly Lens アプリ でカス
タマイズします。アプリケーションのダウンロー
ド: poly.com/lens

•「スピーカーフォンのカスタマイズ」を参照してくだ
さい。

トラブルシューティング
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*内容は製品によって異なる場合があります。

USB-A と USB-C が一体になったケーブル付きのスピーカーフォン

Bluetooth USB アダプタ (Poly Sync 40+ のみ、デザインは異なる場合があります)

クイック スタート ガイド

パッケージ内容
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サポート

サポートが必要な場合
poly.com/support

メーカー:

Plantronics, Inc. Plantronics B.V. Plantronics Ltd.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2022 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

モデル ID: SY40/SY40-M (/BT600 または /BT700 が続く場合があります)。システム:
Poly Sync 40 には SY40/SY40-M スピーカーフォンが付属します。Poly Sync 40+ には
SY40/SY40-M スピーカーフォンと BT600 または BT700 アダプタが付属します。

218940-17 01.22
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