
製品概要
ご使用方法について

M100™ Bluetooth®ヘッドセット



必ずご覧ください

コールボタン
• 着信に応答する/通話を終了する 

（1回押す）
• リダイヤルする（2回押す）
• 電話の音声ダイヤル機能で発信する 
 （トーン音が聞こえるまで2秒間押す）

 *携帯電話の機能によります
• Bluetooth機能の切断後に再接続する
（1回押す）
• 初期設定後にペアリングモードを有効
にする（LEDが赤と青で点滅するまで 

押す）
• マルチポイント接続を有効にする  

（電源オンのときに押す）
• ヘッドセットと携帯電話との間で通話
方法転送する（通話中に1秒間押す）

電源スイッチ
• オン（下にスライドし黒部分を表示 

する） 
• オフ（上にスライドし赤部分を表示 
する）

マイクロ USB充電ポート
• AC充電器による充電時間：
 30分（2時間程度の通話の場合）
 90分（フル充電時）
 上記は充電に必要とする時間とそれにより得
られる通話時間を示しています。フル充電に
してご使用になることをお勧めします。

音量調節/ミュート（消音）ボタン
• 最小-小-中-大-最大  

（1回押すごとにレベルが変わる）
• ミュート：オン/オフ（1秒間押す）

LED
• 充電中（赤で点灯）
• 充電終了（青で点灯）
• 電池残量不足（赤で2回点滅、 

2回トーン音が鳴る）
• 電池残量ほぼなし（赤で3回点滅、 

3回トーン音が鳴る）
• マルチポイント （オン＝青で2回点滅、 
オフ＝青で1回点滅）

製品を安全にお使いいただくために、  
新しいヘッドセットをお使いになる前には、 
安全性に関するガイドを必ずお読みください。



携帯電話とのペアリング

「ペアリング」モードでは、ヘッ
ドセットが携帯電話と接続され
ます。「マルチポイント」モード
では、このヘッドセットを2台の
携帯電話と使用できます（2台
目の携帯電話とペアリングを行
う前に、この機能を有効にして
ください。）

注： ご使用の際には、お使いの
携帯電話の取扱説明書も
合わせてご覧ください。

1. ペアリング準備
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、
新しいBluetoothデバイスの追加/検
索/検出を行います。
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）
Blackberry smartphone®の場合： 
［設定/オプション］＞［Bluetooth： 
オン］＞［デバイスの検索］
 

2. 設定
初回：
ヘッドセットの電源をオンにし、 
Bluetoothのペアリングモードを有
効にします。LEDが赤と青で点滅し、 
ペアリングモードがオンになった 
ことを確認します。
マルチポイントの有効化：
ヘッドセットをオフにした状態から、
コールボタンを押しつづけたた態で
ヘッドセットの電源をオンにします。
コールボタンは、LEDが青で2回点滅
するまで押し続けます（無効にする
には、これを繰り返します）。
新しい携帯電話とのペアリング / 
元の携帯電話への再接続：
ヘッドセットの電源をオンにし、LED
が赤と青で点滅するまで、コール 

ボタンを押し続けます。

3. 接続
携帯電話に表示されたBluetoothデ
バイスのリストから［1xxPlantronics］
を選択します。
電話にパスコードの入力を求めるメ
ッセージが表示されたら、4桁のゼ
ロ（0000）を入力します。画面には
「****」と表示されます。
携帯電話のタイプによっては、ペア
リングの後に、ヘッドセットの接続を
確認するメッセージが表示されるこ
とがあります。
携帯電話とヘッドセットのペアリン
グ/接続が正常に完了すると、ヘッド
セットのLEDの赤と青の点滅が消え
ます。



ヘッドセットの装着方法

ジェルイヤーチップのU字型の突起部のループを耳の後ろ側の
カーブに合わせて装着すると、しっかりと固定されます。

ヘッドセットを装着してみてください。イヤーチップは大抵の場
合フィットしますが、より最適な位置に調整する場合はイヤーチ
ップを回して耳に一番フィットする位置に合わせてください。

ジェルイヤーチップとスピーカーはの突起部はぴったりと溝に
収まる構造です。このためイヤーチップはフィットして耳から抜
け落ちにくい構造です。

ジェルイヤーチップのループをヘッドセット側に向けないでくだ
さい（図参照のこと）（イヤーチップを回しすぎないでください）。

左耳用

右耳用



最適なフィット感をお選びください

ジェルイヤーチップが耳に装着した時にゆるすぎ
たり、きつすぎたりする場合は、適宜チップを交換
してください。MサイズのジェルイヤーチップをS
サイズまたはLサイズに交換するには、ジェルイヤ
ーチップのループを図のように引っ張って外しま
す （ただし、スピーカーの底や軸は引っ張らない
でください）。

イヤーチップの丸くあいた部分をスピーカーに
かぶせるようにのせます。イヤーチップのループ
を引っ張ってスピーカーにかぶせます（スピーカ
ーをジェルイヤーチップに押し込まないでくださ
い）。

ジェルイヤーチップがしっかりと固定されていな
いと感じる場合は、イヤーループを軸の部分に留
めるとしっかりと固定されます。



マルチポイントテクノロジーについて
（複数の携帯電話との利用について）

Plantronics M100ではマルチポイントテクノ
ロジーが搭載されているため、1つのヘッド
セットで2台のBluetooth搭載携帯電話を使
用できます。

2台目の携帯電話とヘッドセットをペアリン
グする方法は、「携帯電話とのペアリング」
のページを参照してください。

発信方法 
マルチポイント機能がオンになっている場
合、ヘッドセットは直前に使用した携帯電
話から通話を発信またはリダイヤルします。

ペアリングしているもう1台の携帯電話から
発信するには、その携帯電話のダイヤルを
コントロールし通話を発信します。これによ
り、2台目の携帯電話とヘッドセットの接続
リンクが形成されます。

注1：ヘッドセットでは、2台目の携帯電話の
着信に応答するときに、元の通話を保留に
することはできません。

注2：一部の携帯電話ではマルチポイント
で接続できない機種があります。携帯電話
の動作適合は弊社のWEBサイトでご確認く
ださい。

注3：携帯電話の発信にヘッドセットが連動
出来ない携帯電話の機種があります。携帯
電話の動作適合は弊社のWEBサイトでご
確認ください。

通話中にペアリングしたもう1台の携帯電話の
着信に応答する          
2台目の携帯電話の着信に応答するには、
元の通話を終了するか、1台目の携帯電話
の通話を携帯電話本体に転送して利用す
る必要があります。電話の転送方法につい
ては、「必ずご覧ください」のページを参照
してください。

着信応答や最初の通話を終了するには、コ
ールボタンを押してください。

注：新しい着信に応答しない場合は、着信し
た携帯電話にボイスメール機能があるとき
は、着信がボイスメールに転送されます。



音声案内による通知（英語）

流れる音声案内 音声案内（英語）の状態
"Power On" 

（電源オン）
電源スイッチを「オン」の位置にスライドさせた後

"Power Off" 

（電源オフ）
電源スイッチを「オフ」の位置にスライドさせた後

"Talk-time: 5hrs, 4hrs, 3hrs, 2hrs, 1hr" 

（連続通話時間：5時間、4時間、 
3時間、2時間、1時間）

電源スイッチを「オン」の位置にスライドさせた後

"Battery Low" 

（電池残量が少なくなりました）
電池残量が約30分になった時点

"Recharge Headset" 

（ヘッドセットを充電してください）
電池残量が約15分になった時点

"Phone 1 Connected" 

（携帯電話1が接続されました）
電源スイッチを「オン」の位置にスライドさせた後、または 

切断されたBluetooth接続が再接続された後
"Phone 2 Connected"

（携帯電話2が接続されました）
マルチポイント機能により2台目の携帯電話がペアリングされた後

"Pairing" 

（ペアリング）
ヘッドセットと携帯電話のペアリング中/接続中

"Pairing successful" 

（ペアリングが成功しました）
ヘッドセットと携帯電話が正常にペアリング/接続された後

"Pairing incomplete, restart headset"

（ペアリングが不完全です、 
ヘッドセットを再起動してください）

ヘッドセットと携帯電話のペアリングが失敗した後 

"Volume Maximum" 

（最大音量です）   
音量調節ボタンを押して、音量が最大レベルに達したとき

"Mute On" 

（ミュートオン）
通話中に音量調節ボタンを1秒間押した後

"Mute Off" 

（ミュートオフ）
ミュートがオンの状態で、音量調節ボタンを1秒間押した後

"Lost connection" 

（Bluetooth接続が切断されました）
携帯電話とヘッドセット間のBluetooth接続が切断されたとき

"Multipoint On" 

（マルチポイントオン）
電源スイッチを「オン」の位置にスライドさせながら、コールボタンを押して
マルチポイント機能を有効にした後

"Multipoint Off" 

（マルチポイントオフ）
電源スイッチを「オフ」の位置にスライドさせながら、コールボタンを押して
マルチポイント機能を無効にした後

このヘッドセットでは、電源をオン/オフ
にしたとき、通話時間が残り少なくなった
とき、Bluetoothと携帯電話の接続が切断
または再接続したときなど、さまざまな
ステータス通知を小さな音声で案内します
（英語）。



ご利用に際してのヒント

通常、ペアリングは初期設定1度のみ
ペアリングとは、ご使用の携帯電話との接
続リンクが切断されたり、追加で新しい携
帯電話をペアリングしない限り、通常最初
に1度しか行わないプロセスです。

LEDが赤で点滅した場合
ヘッドセットは、電池残量が不足し、充電が
必要になると、インジケーターが赤で点滅
しお知らせします。

ヘッドセットを使用せずに携帯電話で通話
を続ける場合
ヘッドセットを使用していた後に、携帯電
話本体での通話に切り替え、ヘッドセットを
使用せずに通話を続ける場合は、コールボ
タンを1秒間押します。通話機能が携帯電話
に戻り、転送を確認するトーン音が聞こえま
す。

携帯電話との距離： 
携帯電話とヘッドセットの距離が約10メー
トル以上離れると、音質が低下したり接続
が切断されます。最適な距離でご使用くだ
さい。

再接続の方法： 
ヘッドセットは、携帯電話との接続が切断さ
れると再接続しようとします。再接続されな
い場合は、コールボタンを1回押すか、携帯
電話のBluetoothデバイスメニューから手動
で再接続してください。

再接続しない場合のリセット方法
Bluetooth接続が切断される理由は、携帯電
話やスマートフォンに理由がある場合もあ
ります。その場合は携帯電話やスマートフォ
ンをリセットをして、再接続してください。

携帯電話をオフにし、電池を外して、数秒
間待ってから携帯電話に電池を戻しま
す。これで携帯電話にあるヘッドセットの 
情報がリセットされます。この手順を実行
しても問題が解決しない場合は、M100ヘ
ッドセットのペアリング情報を携帯電話か
ら消去し、再度携帯電話とのペアリング 
を行ってください。

最適な音声伝達の為に：
声が相手によく聞こえるように、ヘッドセッ
トが口の端に向いていることを常に確認し
てください。



製品仕様

連続通話時間 最大約6時間

連続待受時間 最大約10日間の連続待受時間

通信可能距離 最大約10m、Class II

ヘッドセット重量 約9グラム 

ヘッドセット寸法 55x18.5x8.1mm 

充電コネクタ マイクロUSB充電

ヘッドセット電池 充電式/非充電式のリチウムイオンポリマー

充電時間（最大） 90分（フル充電） 

使用電源 5V DC、180mA

Bluetoothバージョン 2.1+EDR

接続互換性 ハンズフリープロファイル（HFP）1.5およびハンドセットプロ
ファイル（HSP）1.1

動作環境 0°C～40°C

保管環境 0°C～40°C 

充電環境 0°C～40°C



サポートが必要な場合
日本国内のお問合わせ 
日本プラントロニクス・サービスセンター 
電話：0422-55-8812 
（土日祝祭日除く：9：00～12：00 13：00～17：00）

E-mail：japansales@plantronics.com

FAQ（英語）： 
www.plantronics.com/M100faq

1年間保証： 
http://www.plantronics.com/japan/jpn/support/warranty.jsp
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