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充電端子

ヘッドセットインジケーターライト（LED）

音量を上げるボタン：次の曲にスキップする

中央ボタン：音楽の再生/一時停止

音量を下げるボタン：前の曲の再生

音量を上げるボタン：音量を上げる

中央ボタン：電話に応答/終了/拒否

中央ボタン：電源オン/オフ

音量を下げるボタン：音量を下げる

音量を上げるおよび音量下げるボタン：ミュートオン/ミュートオフ

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。

ヘッドセットの概要

製品を安全にお使いい
ただくために
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初めてイヤーパッドの電源を入れた時に、ペアリング作業が開始されます。

1 センターボタンを押し続けて電源を入れると、ペアリングの音声案内が聞こえ、右側
のイヤーパッドにある LED が赤と青で点滅します。

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。

3 ［PLT BB GO 3 (BackBeat)］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、“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 の点滅が停止します。

注 初回のペアリングが完了した後に、ペアリングモードに切り替えるには、イヤーパ

ッドの電源を切り、センターボタンを押して、そのまま”pair mode”（ペアリングモー

ド）というメッセージが聞こえるまで待ちます。

高音質を得るには、耳にぴったりと装着することが重要です。3 つのサイズのイヤーチ

ップを試して、 もフィットするものを見つけてください。片耳ずつ異なるサイズが
もフィットする場合もあります。

1 イヤーチップの取り外し イヤーチップを外すには、軽く力を入れてまっすぐに引き抜

きます。

2 イヤーチップの交換 イヤーチップをイヤーパッドチップに軽く押し付けます（正しく

取り付けるとカチッと音がします）。

3 装着 イヤーパッドを耳に装着し、ループ部分が耳にしっかりと押し込まれていること

を確認します。

ペアリングと装着

ペアリング

高音質を楽しむ
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好きな音楽を聴きながら各々のイヤーチップを装着してみて、装着感と音がご自身に
もフィットするイヤーチップを選んでください。
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弊社の iOS/Android 向け無料アプリの BackBeat GO 3 Companion をインストールして、イ

ヤーパッドを 大限に活用してください。plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-
companion、iTunes Store または Google Play からダウンロードできます。

このアプリでできること

•イヤーパッドのその他のデバイスへの接続の管理

•イヤーパッドの言語の変更

•機能の検索

•ユーザーガイドの表示

また、イヤーパッドでデバイスに対するペアリングが行われない場合、このアプリのガ
イドに従って 初のペアリング処理を行うことができます。

大限に活用するには、イヤーパッドとペアリングを行うすべてのデバイスに BackBeat
GO 3 Companion アプリをインストールしてください。

接続スイッチャー
接続スイッチャーの画面には、ご使用のイヤーパッドとペアリングされているデバイス

が即座に表示されます。接続スイッチャーを使用すれば、ペアリングされたデバイスを

タップ 1 回で簡単に切り替えることができます。

イヤーパッドの設定
設定では、イヤーパッドのファームウェアの更新、イヤーパッドの言語の変更、HD 音

声の有効化/無効化、ペアリングされたデバイスのリストの管理が行えます。

アプリのインストール

BackBeat GO 3
Companion アプリの使

用
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新品のイヤーパッドは、ペアリングを実行し、しばらくの間音楽を聞くことができるだ
けのバッテリーが充電されています。充電ポートにアクセスするには、右側のイヤーパ
ッドの上部にある溝に爪をかけて引き下げます。

イヤーパッドのフル充電にかかる時間は 大 2.5 時間です。LED は充電中赤で点灯し、

充電が完了すると青で点灯します。

イヤーパッドで音楽再生もしくは通話を行っていないときに、音量調整ボタンのどちら
かを軽く押すことで電池残量を確認できます。イヤーパッドから電池残量の残り時間
が通知され、LED が青で点滅します。電池残量が 1 時間未満になると、"battery low"（電

池残量が少なくなりました）が通知され、LED が赤で点滅します。

イヤーパッドの電源を入れたまま、ペアリングした携帯電話が通信範囲外の状態で 10
分以上経過すると、イヤーパッドは節電のため DeepSleep モードに入ります。

携帯電話の通信範囲内に戻ってから、センターボタンを軽く押すと、DeepSleep モード

は解除されます。着信の際は、センターボタンを再度軽く押すと応答できます。

充電

充電

電池残量の確認

DeepSleep モード
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センターボタンを押したまま、“Power on”（電源オン）というメッセージが流れるまで

待ちます。電源を切るには、センターボタンを押したまま、“Power off”（電源オフ）と

いうメッセージが流れるまで約 4 秒間待ちます。

センターボタンを軽く押します。

音量を上げる［+］ボタンを 1 秒以上押します。

音量を下げる［-］ボタンを 1 秒間以上押すと、今かかっている曲が 初から再生され

ます。 ボタンを 2 回（いずれも 1 秒以上）押すと、前の曲に戻ります。

音量調節の［+］ボタンまたは［–］ボタンをタップします。

センターボタンを軽く押します。

通話中に、音量調節の［+］と［–］ボタンを同時にタップしま

す。「ミュートオン」または「ミュートオフ」というメッセージ
が流れます。ミュートがオンになっていると、5 分おきに通知が

流れます。

まず、センターボタンを軽く押し、 初の通話を保留して、2 番目の着信に応答しま

す。通話を切り替えるには、センターボタンを約 2 秒間押します。2 番目の通話を終了

し、 初の通話に戻るには、センターボタンを軽く押します。

ご使用のイヤーパッドは 大 8 台のデバイスとペアリングできますが、接続を維持で

きるのは 1 台のみです。

1 初回のペアリングが完了した後でペアリングモードに切り替えるには、イヤーパッド
の電源を切ります。センターボタンを押して、そのまま”pair mode”（ペアリングモー

ド）というメッセージが聞こえ、右側のイヤーパッドにある LED が赤と青で点滅する

まで待ちます。

2 BackBeat GO 3 Companion アプリをダウンロードし、デバイスの接続と切り替えを管理す

るのに使用します。

イヤーパッドを出荷時のデフォルト設定に戻す際、ペアリングしたデバイスのリスト
はすべて削除されます。

基本操作

電源のオン/オフ

オーディオの再生/一時

停止
次の曲にスキップ

前の曲の再生

音量調節

着信への応答と通話の
終了

ミュート

キャッチホンの使用

複数のデバイスとのペ
アリング

出荷時の設定に戻しま
す。
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1 まず、イヤーパッドをペアリングモードに設定します。次のいずれかの手順を実行し
ます。

•イヤーパッドの電源を切った状態で、"pairing mode"（ペアリングモード）の音声が流れ

るまで、オーディオ/コールボタンを押したままにするか、

•イヤーパッドの電源が入った状態で、通話中ではないときに、"pairing mode"（ペアリン

グモード）の音声が流れるまで、音量調節の［+］ボタンと［–］ボタンを押したまま

にします。

右側のイヤーパッドにあるインジケーターライトが赤と青で点滅し、ペアリングモー
ドがオンになったことを示します。

2 次に、イヤーパッドがペアリングモードになっている状態で、LED が紫で点滅するまで

音量調節の［+］ボタンと［–］ボタンを押したままにします。

リセット後、イヤーパッドの電源が切れます。
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EN
電話：0800 410014

FI
電話：0800 117095

NO
電話：80011336

AR
電話：+44 (0)1793 842443*

FR
電話：0800 945770

PL
電話：+44 (0)1793 842443*

CS
電話：+44 (0)1793 842443*

GA
電話：1800 551 896

PT
電話：800 84 45 17

DA
電話：80 88 46 10

HE
電話：+44 (0)1793 842443*

RO
電話：+44 (0)1793 842443*

DE
ドイツ：0800 9323 400
オーストリア：0800 242 500
スイス：0800 932 340

HU
電話：+44 (0)1793 842443*

RU
電話：8-800-100-64-14
電話：+44 (0)1793 842443*

EL
電話：+44 (0)1793 842443*

IT
電話：800 950934

SV
電話：0200 21 46 81

ES
電話：900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
電話：+44 (0)1793 842443*

*英語によるサポート

保証の詳細については、以下にアクセスしてください： plantronics.com/warranty

サポート

サポートが必要な場合
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV
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United States
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