Voyager 6200 UC
ユーザーガイド
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ヘッドセットの概要

L

R

voice
00:02
1x

2x

3x

ANC

LED
ミュート
ANC

アクティブノイズキャンセリング
電源
再生/一時停止*
次の曲にスキップ*
前の曲にスキップ*
Bluetooth® のペアリング
音量
着信応答/通話終了
音声コントロール：Siri、Google Now™、Cortana

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。

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、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。
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接続とペアリング

PC への接続

Bluetooth USB アダプターは、ヘッドセットとあらかじめペアリングされています。
1

ヘッドセットの電源を入れて、Bluetooth USB アダプターをお使いのラップトップまた
は PC に差し込みます。

2

USB アダプターの LED は青く点滅した後、青で点灯し、ヘッドセットと USB アダプタ
ーが接続されていることを示します。ヘッドセットを装着している場合は、接続が確
立したことを通知する“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 アダプターの LED が青に点滅します。通話していない場
合は、LED が青く点灯します。

3

オプション：plantronics.com/software にアクセスして Windows および Mac 向けの
Plantronics Hub をロードします。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。

メディアの設定

USB Bluetooth 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が、
音楽を再生するには追加の設定が必要となります。
Windows

モバイルデバイスとの
ペアリング

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。
［Plantronics BT600］
を選択してデフォルトのデバイスとして設定し、
［OK］を選択します。

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

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、
［Plantronics
BT600］を選択します。

1

ヘッドセットをペアリングモードに設定するには、
「ペアリングを行います」というメ
ッセージが流れ、ヘッドセットの LED が赤と青に点滅するまで、電源 スイッチをオフ
の位置から反対方向にスライドしたままにします。

00:02

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。
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3

[PLT V6200 Series]を選択します。
必要に応じて、4 桁のゼロ（0000）のパスコードを入力するか、接続を確定します。
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 発信元名のアナウンスを有効にするには、携帯電話のプロンプトに応じて、連絡先
へのアクセスを許可してください。
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 USB アダプターも含まれま
す。

USB Bluetooth アダプタ
ー

USB アダプターを再ペ
アリングする

USB の LED

LED の意味

赤と青で点滅

ペアリング

青で点灯

ペアリング成功、接続済み

青で点滅

通話中

赤で点灯

ミュート中

紫で点滅

コンピュータから音楽/メディアのストリーミング中

1

Hi-Fi 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

ヘッドフォンをペアリングモードに設定します。

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、ペアリングボタンをペンやクリップで軽く
押し続けます。

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）というメ
ッセージが流れ、Bluetooth USB アダプターの LED が青に点灯します。
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ソフトウェアのロード

注 一部のソフトフォンでは、ヘッドセットコントロール機能（着信応答/通話終了お
よびミュート）を有効にするために、Windows および Mac 向けの Plantronics Hub をイ
ンストールする必要があります。
• plantronics.com/software にアクセスして、Windows/Mac 向けの Plantronics Hub をダウ
ンロードします。
• plantronics.com/software、App Store または Google Play にアクセスして、iOS/Android 向
けの Plantronics Hub をダウンロードします。

Windows および Mac 向けの Plantronics Hub、または iOS および Android 向けの
Plantronics Hub を使用して、コンピュータまたはモバイルデバイスでヘッドセットの
設定を管理します。
Plantronics Hub

iOS および Android

Windows および Mac

一部のソフトフォンで利
用可能

X

ヘッドセット言語の変更

X

X

ファームウェアのアップデ
ート

X

X

機能のオン/オフ

X

X

ユーザーガイドの表示

X

X

バッテリーメーター

X

X

Find MyHeadset

X

ソフトフォンのコールコン
トロール
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充電

卓上充電器またはマイクロ USB ケーブルを使用してヘッドセットをフル充電するには、
約 90 分かかります。充電が完了すると、LED がオフになります。ヘッドセットの連続
通話時間は、最大約 10 時間です。

注 充電が始まると、ヘッドセットが一度振動します。

ヘッドセットのバッテ
リーステータスの確認

ヘッドセットのバッテリーステータスを確認するには、3 つの方法があります。次のい
ずれかの操作を実行します。
•

iOS/Android 用 Plantronics Hub：ホーム画面を確認します

•

Windows/Mac 用 Plantronics Hub：システムトレイまたはメニューバーにある Plantronics
Hub のヘッドセットアイコンをクリックして、バッテリーステータスを表示します

•

電源 スイッチをオフの位置から反対方向にスライドして放します。音声通知を聞く
か、ヘッドセットの LED を確認します。

充電中のヘッドセット LED の動作
オフ

充電終了
電池が充分残っています
バッテリー残量は中程度です
バッテリー残量が少なくなりました
電池残量がほとんど残っていません

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、ヘッドセットの電池を使い
切ってからフル充電を行います。
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快適にお使いいただくために

1

3 種類のイヤーチップを試し、周囲の雑音を遮断して最も快適にフィットするサイズを
選びます。

2

音楽を聴き、低音特性が最も優れているイヤーチップを選びます。

3

片耳ずつ異なるサイズがフィットする場合もあります。

L

イヤーチップの交換

R

イヤーチップの交換と快適な位置での固定は、簡単に行うことができます。イヤーバ
ッドとイヤーチップには、左右の表示があります。
1

イヤーチップをイヤーバッドに取り付ける際は、イヤーチップのループをつまんでイ
ヤーバッドに被せ、イヤーチップを引き上げてイヤーバッド裏の小さなタブを覆い、
正しい位置に装着します。

2

タブが見えず、イヤーチップが正しい位置に固定されていることを確認します。
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基本操作

L

R

voice
00:02
1x

2x

3x

ANC

電源のオン/オフ

スイッチ をスライドさせて、電源のオン/オフを行います。

音量調節

音量を上げる ボタンまたは下げる ボタンをタップします。
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。

オーディオの再生/一時
停止
曲の選択

コール ボタンを軽く押します。
次の曲にスキップするにはコール ボタンを 2 回タップし、前の曲を再生するにはコー
ル ボタンを 3 回タップします。
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。

早送り/巻き戻し

早送りするには、コール ボタンを 2 回タップした後、押し続けます。巻き戻しするに
は、コール ボタンを 3 回タップした後、押し続けます。
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。

音声コントロール

発信する/着信応答す
る/通話を終了する。

Siri、Google Now™、Cortana：トーン音が聞こえるまで 2 秒間コール ボタンを押し続け
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。
着信への応答と通話の終了
コール ボタンを軽く押します。
2 台目の着信に応答
まず、コールボタン を軽く押して現在の通話を終了します。次に、もう 1 回コールボ
タン を軽く押して新しい着信に応答します。
ミュート
通話中に赤いミュート ボタンをタップします。
通話を保留にする
コール ボタンを軽く 2 回押すと、通話が保留になります。コール ボタンをもう一度
押すと、2 つ目の着信に応答できます。
9

注 最大 2 つの通話を保留にすることができます。
通話を切り替える（フラッシュ）
コール ボタンを軽く 2 回押すと、通話が切り替わります。

注 フラッシュ機能は、同じ種類のデバイスの通話の切り替え時にのみ使用できます。
モバイルとソフトフォンの通話の切り替えには使用できません。
最後にかけた電話番号にリダイヤル
コールボタン を 2 回押します。
2 台目のデバイスから着信に応答する
2 台のデバイス（ソフトフォンも含む）から、着信に簡単に応答することができます。
通話中に新しい着信があると、ペアリングしたもう 1 台のデバイスから着信音が鳴りま
す。
他のデバイスから 2 つ目の着信に応答するには、最初にコール ボタンを軽く押して現
在の着信を終了し、コールボタンをもう一度押して新しい着信に応答します。 注：新
しい着信に応答しない場合、着信はボイスメールに転送されます。
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その他の機能

言語の選択

Plantronics Hub ソフトウェアを使用して、ヘッドセットの使用言語をワイヤレスで変更
できます。plantronics.com/software をダウンロードします。次のいずれかの操作を実行
します。
• ヘッドセットをスマートフォンにペアリングして、iOS/Android 向けの Plantronics Hub
で、ヘッドセットの使用言語を選択します
• ヘッドセットを USB アダプターまたはケーブルを使ってコンピュータに接続し、
Windows/Mac 向けの Plantronics Hub で、ヘッドセットの使用言語を選択します*
*USB アダプターは、一部のモデルには含まれていません。
音声通知リスト
以下は、よく使用される音声通知の一覧です。これらの通知の一部は、Plantronics Hub
を使用してカスタマイズすることができます。Plantronics Hub は以下からダウンロード
可能：plantronics.com/software
•「着信に応答します」
•「電池残量が少なくなりました」
•「電池残量は充分残っています」
•「最後の発信先にリダイヤルしています」
•「着信中」
•「ミュートオン」
•「接続されている携帯電話はありません」
•「ペアリングを行います」
•「ペアリングが不完全です」
•「ペアリングが成功しました」
•「電源オン」
•「携帯電話 1 が接続されました」
•「ヘッドセットを充電してください」
•「最小音量」

ノイズキャンセル式

アクティブノイズキャンセリング（ANC）は、周囲の雑音を軽減します。
有効にするには、スイッチをスライドします。

注
ヘッドセットがアイドル状態の時に、アクティブノイズキャンセリング（ANC）を有効
にする時間を選択することができます。設定は Plantronics Hub で管理できます。

オンラインインジケー
ター

ヘッドセットの LED が赤く点滅している場合、そのユーザーは通話中です。設定は
Plantronics Hub で管理できます。
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ヘッドセットの設定変
更

Windows/Mac 向けの Plantronics Hub、または iOS/Android 向けの Plantronics Hub を使用し
て、コンピュータまたはモバイルデバイスでヘッドセットの設定を管理できます。
plantronics.com/software にアクセスしてください。
変更可能な設定には、以下が含まれます。
• ヘッドセットの使用言語
• 着信応答通知
• ミュート
• ミュート通知
• ファームウェアアップデート
• ストリーミングオーディオ（A2DP）
• HD 音声（ワイドバンド音声）
• 発信者番号通知のオン/オフ
• 音声チャネルトーン
• デフォルトの設定に戻す
• ヘッドセットを探す：イベント履歴の消去

ヘッドセット音声の再
調整

発信者名の通知（携帯
電話のみ）

通話中、相手に自分の声がくぐもって聞こえたり、周囲の雑音が聞こえる場合、ヘッ
ドセットの音声を再調整してください。
1

ヘッドセットの電源を 10 秒間オフにします

2

静かな場所でヘッドセットの電源を入れます
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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ファームウェアのアップデート

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、ヘッドセット
に新しい機能が追加されます。
Windows/Mac 向けの Plantronics Hub、または iOS/Android 向けの Plantronics Hub を使用し
て、コンピュータまたはモバイルデバイスでファームウェアを更新します。Plantronics
Hub は、plantronics.com/software からダウンロードできます。次のいずれかの操作を実
行します。
• Windows/Mac 向けの Plantronics Hub：コンピュータにヘッドセットを接続して、
［アップ
デート］で利用可能なファームウェアアップデートがあるか確認します
• iOS/Android 向けの Plantronics Hub：ヘッドセットをスマートフォンにペアリングして、
［オプション］で利用可能なファームウェアアップデートがあるか確認します
ファームウェアのアップデート中は、以下の点に留意してください。
• ヘッドセットを耳から取り外してください。アップデートが完了するまで、ヘッドセッ
トやデバイスを使用しないでください。
• ヘッドセットを他のデバイス（携帯電話、タブレット、コンピュータなど）から切断し
てください
• 2 台目のデバイスで 2 回目のアップデートを開始しないでください
• スマートフォンでメディアをストリーミングしないでください
• 通話に応答したり、電話をかけたりしないでください

注 スマートフォン：アップデート中に多数の通話、電子メール、テキストメッセージ
を受信する場合、スマートフォンの設定で［Do Not Disturb］
（応答不可）機能をオンにす
ることをお勧めします。

ヘッドセットの復元

無線ファームウェアアップデートに複数回失敗した場合、またはヘッドセットが応答
しなくなった場合は、次の手順を実行します。

1 Windows または Mac 向けの Plantronics Hub を plantronics.com/software でダウンロード
し、インストールします

2 USB ケーブルを使用して、ヘッドセットをコンピュータに接続します
3 Plantronics Hub を開きます。［ヘルプ］>［サポート］>［ファームウェアの更新と回復］
に移動し、製品 ID（PID）を入力して復元を完了します
製品 ID（PID）は、次のいずれかでご確認ください。
• Plantronics Hub アプリのヘッドセットの復元手順
• Plantronics Hub アプリのホーム画面
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トラブルシューティング

イヤーチップがイヤーバッド上で安定し
ません。

イヤーチップがイヤーバッドにしっかりと装着され
ていることを確認します。イヤーチップの交換を参
照してください。

ソフトフォンでヘッドセットを使用して
いるとき、ヘッドセットのコールコント •
ロールとミュートボタンが動作しませ
ん。

次の点を確認してください。
www.plantronics.com/softphonecompatibility をご覧に
なり、使用中のソフトフォンがサポートされている
かご確認ください。

• ヘッドセットコントロール機能（着信応答/通話終了
およびミュート）を有効にする必要がある場合は、
Windows または Mac 向けの Plantronics Hub がインス
トールされていることを確認します。ソフトウェア
のロードを参照してください。
コンピュータに接続すると、ヘッドセッ
トの音声が正常に聞こえません。
• 通話中に、相手に声が聞こえていない

コンピュータ上でヘッドセットの音声を設定するに
は、メディアの設定を参照してください。

• 通話中、相手の声が聞こえない
• ヘッドセットから音楽が聞こえてこない
• 音楽の再生中に着信があった時、音楽の
音量が大きすぎるか、一時停止しない
電話中やメディア再生中に、電波の干渉 • ご利用のヘッドセットは、電話会議で最適なパフォ
で音質が低下します。
ーマンスを発揮するよう設定されています。ステレ
オテレフォニーはデフォルトでオンになっていま
す。Bluetooth の通信範囲を広げるには、Plantronics
Hub > ［Settings］
（設定） > ［Wireless］
（ワイヤレ
ス） > ［Extended Range Mode］
（範囲拡張モード）
の順に移動して、設定を変更します。
• 最適な音質を得るには、携帯電話が身体の右側にく
るようにしてください。
通話中、相手に自分の声がうまく届きま 「ヘッドセット音声の再調整」を参照してください。
せん。
• 相手に自分の声がくぐもって聞こえた
り、遠くに聞こえたりする
• 相手に周囲の雑音が聞こえる
ヘッドセットの連続通話時間が正確では
ありません。

ヘッドセットをフル充電し、連続通話時間のプロン
プトの精度をリセットします。
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サポート

サポートが必要な場合
plantronics.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands
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