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目次ようこそ
Plantronics Voyager PROヘッドセットをお買い上
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、ヘッドセットの設定方法と使用方法を
説明します。

お使いになる前に、『安全にお使いいただくために』
に記載されている使用上の注意事項および充電に関
する情報を必ずご覧ください。

サポート
サポートが必要な場合は、プラントロニクス・サービ
スセンターにお問い合わせください。

注：返品をご希望の場合は、ご購入先、もしくはプラ
ントロニクスサービスセンター (電話：0422-55-
8812）にお問い合わせください。

注：ヘッドセットのペアリング用のパスキー（PINコード）
は、「0000」です。
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パッケージの内容およびアクセサリー

別売アクセサリーの一覧については、サービスセンターにお問い合わせください。

パッケージの内容およびアクセサリー

音量調節ボタン（+/-） 

ミュート（+ボタンと 
-ボタンを同時に押します） 

 

 

Micro USB 充電ジャック

ウィンドスクリーン付きデュアルマイク

 

コールコントロールボタン
イヤーチップ 

ステータスインジケータ LED

電源のオン/オフ 
電源残量のチェックボタン

AC充電器
（100V～240V）

ソフトジェルイヤーチップ（S、M、L） 
とフォームイヤーチップカバー 
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電池残量のチェック

電池残量をチェックするには、ヘッドセットの電源がオン
になっている必要があります。電源ボタンを軽く押します。
インジケーターライトが赤で点滅し、電池残量が表示さ
れます。

電池残量の自動警告

電源残量がわずかになると、トーン音と英語の音声

プロンプトが自動的に流れます。

ヘッドセットの充電 ヘッドセットの充電

AC 充電器の使用

ヘッドセットを快適にお使いいただくために、まず
フル充電してください。ヘッドセットを、充電器に接
続したまま使用しないでください。

 

注：充電は必ず室温に近い温度で行ってください。 
0ºC未満または 40ºCを超える場所では行わないで
ください。

充電時間

1.5 時間  ...................................
 フル充電 

30 分  ........................................
  初めてお使いになる前に 

最低必要な充電

電池残量不足の警告

電池残量 トーン音 音声プロンプト

連 続 通 話 時 間 残り
3 0 分（この 警 告 は
通話中にのみ流れ
ます）

高いトーン
音2回（15分
ごとに繰り
返し） 

｢Battery Low（電池残量
が不足しています）｣ 

（15分ごとに繰り返し）

連続通話時間 
残り 10 分 

高いトーン
音 3 回 （30
秒ごとに繰り
返し） 
 

｢Recharge Battery（充電
してください）｣（3 分ごと
に繰り返し）

2

1

充電インジケーターライト

赤いライトの 
点滅回数

電池残量

S フル充電の 2/3 以上

S S フル充電の 1/3～2/3

S S S フル充電の 1/3 以下
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ヘッドセットのペアリング ヘッドセットのペアリング

ヘッドセットを初めて使用する前に、Bluetooth® 携
帯電話とペアリングする必要があります。本ヘッド
セットには、Plantronics QuickPairテクノロジーが
搭載されており、ヘッドセットを簡単にセットアップ
することができます。ヘッドセットは、電源を初めて
入れたときに、自動的に 10 分間ペアリングモード
になります。ペアリングが正常に完了した場合、ヘッ
ドセットの電源は入ったままになり、すぐに使用でき
ます。

10 分以内にペアリングが完了しなかった場合、ヘッ
ドセットの電源は自動的に切れます。Bluetooth 携
帯電話とのペアリングが完了するまでは、ヘッドセッ
トの電源を入れ直すたびに、自動的にペアリングモー
ドになります。

注：ヘッドセットには、セキュアシンプルペアリング
（SSP）が搭載されています。お使いの電話機で
SSP がサポートされている場合、パスキー（PIN コー
ド）を入力する必要はありません。

ヘッドセットと電話機を初めてペアリングする 

1 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにします。
携帯電話で、［設定］または［ツール］>［Bluetooth］
>［新規機器登録］を選択します（携帯電話によ
りオプション名が異なります）。詳しくは、お使い
の携帯電話のユーザーガイドを参照してくださ
い。

2 ヘッドセットの電源をオンにします。
電源ボタンを、インジケーター LEDが赤と青で
点滅するまで押し続けます。これで、ヘッドセッ
トがペアリングモードになります。

インジケーターが赤と青で点滅しない場合は、も
う一度電源ボタンを押したままにしてヘッドセッ
トの電源を切ります。その後、インジケーターが
赤と青で点滅するまで、もう一度電源ボタンを押
したままにします。

3 電話機でヘッドセットを検出します。 
電話機で、［設定］または［ツール］>［Bluetooth］>
［新規機器登録]（自動的に検索をはじめます）
［PROPlantronics］を選択します。詳しくは、お
使いの携帯電話のユーザーガイドを参照して
ください。

4 パスキー（PINコード）の入力を求められたら、 
「0000」と入力します。 
ペアリングが完了すると、ヘッドセットのインジケー
ターが青で点滅します。これで、ヘッドセットが電
話機に登録され、使用する準備が整います。

注：ヘッドセットと別の携帯電話をペアリングするに
は、携帯電話の電源をオンにし、手順 2～ 4 を繰り
返します。

2

1
SETTINGSSETTINGS

Time and Date

Phone Settings

Bluetooth
Sound Settings

Network Services

Security

Reset Settings

3

4

BLUETOOTHBLUETOOTH

Discover/
Search

BLUETOOTHBLUETOOTH

PROPlantronics

PASSKEY

0000
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イヤーピースの装着 イヤーピースの装着

明瞭な音声と快適なつけ心地のため、正しく装着し
てください。

1 イヤーループを耳の後ろにかけてヘッドセットを装
着し、スピーカーとイヤーチップを耳に挿入します。

2 最高の音質を得るためには、ブームを上下に回転
させてマイクが口元に来るようにします。

 
 
ヘッドセットはマイクブームを調整することでどちら
の耳にも装着できます。

1  ブームを回転させ、垂直に立たせます。

2 ブームとスピーカーをヘッドセットの反対側に向く
よう回転させます。

イヤーチップの交換
ヘッドセットには、Mサイズのイヤーチップが標準で
取り付けられていますが、付属の Sサイズまたは L
サイズのイヤーチップに交換できます。

1 イヤーチップを外すには、親指と人差し指でイ
ヤーチップをつまみます。スピーカーハウジング
の中に軽く押し込み、左に90º 回します。ヘッド
ピースから静かにイヤーチップをはずします。

2 新しいイヤーチップを取り付けるには、イヤー
チップのタブをスピーカーハウジングのスロット
に合わせます。右に90º 回しながら、ハウジン
グにイヤーチップを軽く押し込みます。正しく
取り付けられると、イヤーチップは回転しなく
なります。

注：オプションのフォームイヤーチップカバーを使用
すると、より快適で安定したつけ心地を体験できます。

2

1

1

12

2
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ヘッドセットの操作とインジケーターライト

操作 インジケーターLED トーン音

電源のオン/オフ 電源のオン/オフボタンを 
2 秒間押します。

オン：青で 2 秒間点灯

オフ：赤で 2 秒間点灯

オン： 正しい聴こえ方

オフ： 正しい聴こえ方

ヘッドセットの電源確認 コールコントロールボタンを
軽く押します。または、音量調
節（+または-）ボタンを押し
ます。

青で小刻みに点滅 なし

着信応答/通話終了 コールコントロールボタンを
軽く押します。

なし 低いトーン音 1 回の後に、 
低いトーン音 2 回と高い 
トーン音

ヘッドセットと 携帯電話の
間での通話転送

通話中にコールコントロール
ボタンを 1 秒間押します。

なし トーン音 1 回の後に低い 
トーン音 2 回

着信拒否 着信中にコールコントロール
ボタンを 1 秒間押します。

なし 低いトーン音 1 回

ヘッドセットの操作とインジケーターライト

操作 インジケーターLED トーン音

不在着信 いずれかのボタンを軽
く押してインジケーター
LED を消します。

紫で 3 回点滅（5分
間または消されるま
で、10 秒ごと）

なし

ミュート 
(通話中)

ステータスのプロンプト
が流れている間に、音量
調節+および-）ボタンを
同時に押します。プロン
プトは通話中にしか流れ
ません。

なし ミュートオン：高いトーン音の後に低いトーン音、｢Mute 
On（ミュートオン）｣という英語の音声プロンプト。15 秒経
過すると、高いトーン音の後に低いトーン音が聞こえ、ス
テータスを知らせます。この一連の動作が、ミュートがオ
フになるまで 15 秒ごとに繰り返されます。

ミュートオフ：高いトーン音の後に低いトーン音、さらに 
「Mute Off（ミュートオフ）｣という英語の音声プロンプト 。

音量の調節
(通話中)

音量調節（+/-）ボタンを
軽く押します。

青で 1 回点滅 音量を調節するたびにトーン音1回 音量を最小/最大にす
るとトーン音 2 回 

警告：ヘッドセットを長時間大きな音量で使用しないでください。難聴になる恐れがあります。常に適度な音量でご使
用ください。

コールコントロールボタンを押す 時間の長さ：「軽く押す」は 1 秒未満です。｢押す」は記載されている 1～4 秒の間です。コールコントロールボタンを押す 時間の長さ：「軽く押す」は 1 秒未満です。｢押す」は記載されている 1～4 秒の間です。
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ヘッドセットの操作とインジケーターライト

操作 インジケーターLED トーン音

リダイヤル コールコントロールボ
タンを2回軽く押します。

なし 低いトーン音 2 回

音声リダイヤル（携帯電話
が対応している場合 -お使
いの携帯電話のユーザー
ガイドでご確認ください）

コールコントロールボ
タンを1秒間押します。

なし 低いトーン音 1 回（その
後、コマンドを求めるプ
ロンプトが流れる場合が
あります）

コールインジケーター
LED（有効/無効にする）

ヘッドセットの電源を
入れた状態で、電源ボ
タン、音量調節（+/-）ボ
タンを同時に1秒間押
します。

インジケーターがオン： 2 秒間で青
い光が強くなっていきます。 
インジケーターをオフ： 2 秒間で青
い光が消えていきます。

低いトーン音 1 回

Bluetooth の通信距離
外に1 分以上いた場合
の再接続

コールコントロールボ
タンを軽く押します。

青で 1 回点滅 低いトーン音 1 回

 

複数の Bluetooth 携帯 電話の使用

Plantronics Voyager PROではマルチポイント接続
機能がサポートされているため、1 つのヘッドセット
で 2 台の Bluetooth 携帯電話を使用できます。2 台
目の電話機にヘッドセットをペアリングするには、
「ヘッドセットのペアリング」（4ページ）を参照してく
ださい。

通話 のリダイヤル 発信する
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。もう 1 台の携帯電話か
ら発信するには、その携帯電話のコントロールを使い
ます。それにより、2 台目の携帯電話とヘッドセットと
のアクティブなリンクが形成されます。

注：ヘッドセットでは、2 台目の携帯電話からの着
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サイトをご確認ください。

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
サイトをご確認ください。

通話中にペアリングしたもう 1 台の 携帯 電話
で 着信に応答する
2 台目の着信に応答するには、元の通話を終了する
か、1 台目の携帯電話本体での通話状態に転送し返
し通話をする必要があります。電話の転送について
は、「ヘッドセットのコントロール部」（8 ページ）
を参照してください。

注：新しい着信に応答しない場合、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。

1 元の通話を終了します。 
コールコントロールボタンを 1 秒間押します。

2 2 台目の電話に応答します。 
コールコントロールボタンをもう一度軽く押
します。

ヒント：携帯電話通話、終和ボタンよりもヘッドセッ
トのコールコントロールボタンを使用する方が、通
話切り替え時の問題を防ぐことができます。

コールコントロールボタンを押す 時間の長さ：「軽く押す」は 1 秒未満です。｢押す」は記載されている 1～4 秒の間です。
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トラブルシューティング

携帯電話機でヘッドセット
が検出されない。

携帯電話とヘッドセットの両方の電源をいったん切って入れ直してから、 4 ページのペアリン
グ手順を繰り返してください。

パスキー/PIN コードを入力
できない。

携帯電話とヘッドセットの両方の電源をいったん切って入れ直してから、 4 ページのペアリン
グ手順を繰り返してください。パスキー（PIN コード）は「0000」です。

通話相手の声やダイヤル 
トーンが聞こえない。

ヘッドセットの電源がオンになっていない可能性があります。いずれかのボタンを軽く押し
てみてください。ヘッドセットがオンになっていれば、青い光が点滅します。点滅しない場合
は、トーン音が聞こえるか、インジケーターが青く点灯するまで、約 2 秒間電源のオン/オフ
ボタンを押します。

ヘッドセットの電池残量がない可能性があります。充電してください。｢ヘッドセットの充電｣ 
（2 ページ）を参照してください。

ヘッドセットが 1 分以上携帯電話との通信距離外にある可能性があります。通信距離内
に戻り、コールコントロールボタンを押して手動で再接続してください。

通話相手に自分の声が 
聞こえない。

マイクを口元に向け、ヘッドセットが耳に適切に装着されていることを確認します。｢イヤー
ピースの装着｣（6 ページ）を参照してください。

ミュート機能を有効にしていないかどうかを確認します。｢ヘッドセットのコントロール部｣ 
（9 ページ）を参照してください。

連続通話時間* 最大約 6 時間

連続待受時間* 最長 5 日間または 120 時間

通信距離* 最大約 10 m

ヘッドセット重量 17.5 g

ヘッドセット電池 充電式/のリチウムイオンポ
リマー

充電時間 1.5 時間（フル充電の場合）

Bluetoothの 
バージョン

2.1+EDR（Enhanced Data 
Rate）対応、セキュアシンプルペ
アリング（SSP）搭載

接続互換性 ヘッドセット（HSP）およびハン
ズフリー（HFP）

使用電源 5V DC – 180 mA

保管/使用環境 0ºC～40ºC

充電環境 0ºC～40ºC

製品仕様

*  お使いの電池や携帯電話の種類によって多少異なります。
音質は、通信距離外に移動すると低下するほか、ヘッドセッ
トとペアリングされている機器によっても異なります。
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保証期間は、製品の購入日から 1 年間とします。

この保証は、 正規販売店の 領収書の原本をお持ちのお客様だけに適用されます。

この保証を満たさない製品は、Plantronics 社の独自の判断により、 有償にて修理または有償にて交換されるものとしま
す。ただし、使用される製品や部品は、元のものと機能的に等しい再生品、調整品、中古品、または新品の場合があります。

日本国内でのサービスについては、日本プラントロニクスサービスセンター（電話：0422-55-8812　月曜～金曜　 
9:00～17:00、土日祝日他、当社指定休業日を除く）にお問い合わせください。

保証の制限



日本プラントロニクス株式会社

〒100-0033
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