
英語音声通知

ステータスの変更を英語音声で通知します。
例えば

• Power on（電源オン）
• Paring successful（ペアリングが成功しました）
• Talk time（ｘ）hours（連続通話時間（ｘ）時間）
• Mute on（ミュートオン）
• Lost Connection（接続が切断されました）
• Recharge headset（ヘッドセットを充電して下さ
い）

2台の携帯電話と接続する

マルチポイント接続により、2台目の電話機をペア
リングして、どちらの電話機からの着信にも応答で
きます。 

1 ヘッドセットの電源を入れます。
2 コールコントロールボタン     を、インジケーターラ
イト      が赤と白で点滅するまで、または「Pairing（
ペアリング）」というメッセージが流れるまで押し
続けます。

3 インジケーターライトが赤と白で点滅している間に
、電話機のBluetoothを有効にして新しいデバイス
の検索を行います。

4 「PLT_M165」を選択します。
必要に応じて、パスキー「0000」を入力して接続を
受け入れます。正常にペアリングされると、インジケ
ーターライトは点滅を停止し、「Pairing successful
（ペアリングが成功しました）」というメッセージが
流れます。

オーディオストリーミング

オーディオストリーミングは携帯電話を使用して
制御しますが、着信があるとオーディオは自動的
に停止し、着信応答または着信拒否できます。　
着信拒否または通話終了すると、オーディオのス
トリーミングが再開されます。

インジケーターライト

ヘッドセットのインジケーターライト       は、ステ
ータスの変更、または操作ボタンが押されたとき
に点滅します。
下記は、その一例です。

• 充電中は赤で点灯し、充電完了すると消灯
• ペアリング中は、赤と白で点滅
• 通話時間が10分を超えると赤で3回点滅
• 着信があると白で3回点滅

 

省電力

ヘッドセットが電源オンの状態で、ペアリングされ
た携帯電話が通信範囲外の状態で90分以上経過
すると、ヘッドセットは節電のためDeepSleep™モ
ードに入ります。

携帯電話が通信範囲内（10m以内）に戻り、コン
トロールボタン     を押すと通常モードに戻ります。
もし着信音が鳴ったら、コールコントロールボタン     
を再度押して着信応答します。

ペアリング

ペアリングはヘッドセットの初回電源投入時に自
動的に開始されます。 

1 ヘッドセットのLEDが赤と白で点滅している間に、
電話機のBluetooth®を有効にして新しいデバイス
の検索を行います。 

着信に応答する
次のいずれかの操作を実行します。
・着信が通知されたら、”Answer（アンサー）”と声に
出すか、または
・コールコントロールボタン     を押します

通話を終了する
コールコントロールボタン     を押して通話を終了し
ます。

着信を拒否する
次のいずれかの操作を実行します。

• 着信が通知されたら、”Ignore（イグノアー）”と声に
出すか、または

• コールコントロールボタン     を2秒間押します。

キャッチホンの使用する
コールコントロールボタン     を2回押し通話を保留
にし、同じ携帯電話で新しい着信に応答します。
再度コールコントロールボタン     を2回押すと、通
話が切り替わります。
キャッチホンは、ペアリングされた携帯電話間では
利用できません。（”2台の携帯電話と接続する”を
参照してください）

音声ダイヤル機能を使用する 
コールコントロールボタン     を２秒間押し、音声メ
ッセージがながれたらアドレス帳より電話をかける
連絡先を声に出して指示します。

音量を調節する
音量/ミュートボタン   /   を押して既定の音量を変
更します。

ヘッドセットをミュートにする
通話中に音量/ミュートボタン   /   を押して、”Mute 
on（ミュートオン）”または”Mute off（ミュートオフ）
”の音声案内がながれるまで押し続けます。マイクが
ミュートになると、15分おきに警告音がなります。

最後の着信に発信する
最後にダイヤルした番号へ発信する場合は、コール
コントロールボタン     を素早く2回押します。

充電

新しいヘッドセットは、ペアリングと数回の通話
ができる状態に充電されています。ヘッドセットの
フル充電にかかる時間は2時間で、充電が完了す
るとインジケーターライトが消灯します。

AC充電器は別売りです。 

耳に快適フィット

イヤーチップは、細長いループ状になっているた
めどちらの耳に装着しても快適にフィットするよ
うデザインされています。さらに快適性を向上さ
せるには、イヤーチップを調整するか、オプション
のイヤーループを使用します。

サポートが必要な場合

お住まいの地域のお問い合わせ先 
plantronics.com/support

マニュアルおよびガイド
plantronics.com/documentation

iPhone
［設定］＞［一般］＞［Bluetooth］＞［オン］
デバイスの検索が開始されます。

Android™スマートフォン
Android：［設定］＞［無線とネットワーク］＞［
Bluetooth：オン］＞［デバイスの検索］

2 ［PLT_M165］を選択します。モバイル端末に
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。

3 ペアリングが正常に完了すると、LED      の赤
と白の点滅が消え、「Pairing successful（ペア
リングが成功しました）」というメッセージが
流れます。

はじめに

各種操作

音声コマンドを無効にする

このヘッドセットは、英語のみを認識します。コー
ルコントロールボタンで着信応答、または着信拒
否する場合は、音声コマンド ”Answer(アンサー)”
、または”Ignore（イグノアー）”を無効にできま
す。
ヘッドセットの電源をオンにした状態で、コールコ
ントロールボタン     と音量調節ボタン    を同時
に押し、インジケーターライトが白で2回点滅する
まで押し続けます。音声コマンドを再度有効にす
る場合は、この手順を繰り返します。
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、電話機のBluetoothを有効にして新しいデバイス
の検索を行います。

4 「PLT_M165」を選択します。
必要に応じて、パスキー「0000」を入力して接続を
受け入れます。正常にペアリングされると、インジケ
ーターライトは点滅を停止し、「Pairing successful
（ペアリングが成功しました）」というメッセージが
流れます。

オーディオストリーミング

オーディオストリーミングは携帯電話を使用して
制御しますが、着信があるとオーディオは自動的
に停止し、着信応答または着信拒否できます。　
着信拒否または通話終了すると、オーディオのス
トリーミングが再開されます。

インジケーターライト

ヘッドセットのインジケーターライト       は、ステ
ータスの変更、または操作ボタンが押されたとき
に点滅します。
下記は、その一例です。

• 充電中は赤で点灯し、充電完了すると消灯
• ペアリング中は、赤と白で点滅
• 通話時間が10分を超えると赤で3回点滅
• 着信があると白で3回点滅

 

省電力

ヘッドセットが電源オンの状態で、ペアリングされ
た携帯電話が通信範囲外の状態で90分以上経過
すると、ヘッドセットは節電のためDeepSleep™モ
ードに入ります。

携帯電話が通信範囲内（10m以内）に戻り、コン
トロールボタン     を押すと通常モードに戻ります。
もし着信音が鳴ったら、コールコントロールボタン     
を再度押して着信応答します。

ペアリング

ペアリングはヘッドセットの初回電源投入時に自
動的に開始されます。 

1 ヘッドセットのLEDが赤と白で点滅している間に、
電話機のBluetooth®を有効にして新しいデバイス
の検索を行います。 

着信に応答する
次のいずれかの操作を実行します。
・着信が通知されたら、”Answer（アンサー）”と声に
出すか、または
・コールコントロールボタン     を押します

通話を終了する
コールコントロールボタン     を押して通話を終了し
ます。

着信を拒否する
次のいずれかの操作を実行します。

• 着信が通知されたら、”Ignore（イグノアー）”と声に
出すか、または

• コールコントロールボタン     を2秒間押します。

キャッチホンの使用する
コールコントロールボタン     を2回押し通話を保留
にし、同じ携帯電話で新しい着信に応答します。
再度コールコントロールボタン     を2回押すと、通
話が切り替わります。
キャッチホンは、ペアリングされた携帯電話間では
利用できません。（”2台の携帯電話と接続する”を
参照してください）

音声ダイヤル機能を使用する 
コールコントロールボタン     を２秒間押し、音声メ
ッセージがながれたらアドレス帳より電話をかける
連絡先を声に出して指示します。

音量を調節する
音量/ミュートボタン   /   を押して既定の音量を変
更します。

ヘッドセットをミュートにする
通話中に音量/ミュートボタン   /   を押して、”Mute 
on（ミュートオン）”または”Mute off（ミュートオフ）
”の音声案内がながれるまで押し続けます。マイクが
ミュートになると、15分おきに警告音がなります。

最後の着信に発信する
最後にダイヤルした番号へ発信する場合は、コール
コントロールボタン     を素早く2回押します。

充電

新しいヘッドセットは、ペアリングと数回の通話
ができる状態に充電されています。ヘッドセットの
フル充電にかかる時間は2時間で、充電が完了す
るとインジケーターライトが消灯します。

AC充電器は別売りです。 

耳に快適フィット

イヤーチップは、細長いループ状になっているた
めどちらの耳に装着しても快適にフィットするよ
うデザインされています。さらに快適性を向上さ
せるには、イヤーチップを調整するか、オプション
のイヤーループを使用します。

サポートが必要な場合

お住まいの地域のお問い合わせ先 
plantronics.com/support

マニュアルおよびガイド
plantronics.com/documentation

iPhone
［設定］＞［一般］＞［Bluetooth］＞［オン］
デバイスの検索が開始されます。

Android™スマートフォン
Android：［設定］＞［無線とネットワーク］＞［
Bluetooth：オン］＞［デバイスの検索］

2 ［PLT_M165］を選択します。モバイル端末に
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。

3 ペアリングが正常に完了すると、LED      の赤
と白の点滅が消え、「Pairing successful（ペア
リングが成功しました）」というメッセージが
流れます。

各種操作

音声コマンドを無効にする

このヘッドセットは、英語のみを認識します。コー
ルコントロールボタンで着信応答、または着信拒
否する場合は、音声コマンド ”Answer(アンサー)”
、または”Ignore（イグノアー）”を無効にできま
す。
ヘッドセットの電源をオンにした状態で、コールコ
ントロールボタン     と音量調節ボタン    を同時
に押し、インジケーターライトが白で2回点滅する
まで押し続けます。音声コマンドを再度有効にす
る場合は、この手順を繰り返します。
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着信拒否または通話終了すると、オーディオのス
トリーミングが再開されます。

インジケーターライト

ヘッドセットのインジケーターライト       は、ステ
ータスの変更、または操作ボタンが押されたとき
に点滅します。
下記は、その一例です。

• 充電中は赤で点灯し、充電完了すると消灯
• ペアリング中は、赤と白で点滅
• 通話時間が10分を超えると赤で3回点滅
• 着信があると白で3回点滅

 

省電力

ヘッドセットが電源オンの状態で、ペアリングされ
た携帯電話が通信範囲外の状態で90分以上経過
すると、ヘッドセットは節電のためDeepSleep™モ
ードに入ります。

携帯電話が通信範囲内（10m以内）に戻り、コン
トロールボタン     を押すと通常モードに戻ります。
もし着信音が鳴ったら、コールコントロールボタン     
を再度押して着信応答します。

ペアリング

ペアリングはヘッドセットの初回電源投入時に自
動的に開始されます。 

1 ヘッドセットのLEDが赤と白で点滅している間に、
電話機のBluetooth®を有効にして新しいデバイス
の検索を行います。 

着信に応答する
次のいずれかの操作を実行します。
・着信が通知されたら、”Answer（アンサー）”と声に
出すか、または
・コールコントロールボタン     を押します

通話を終了する
コールコントロールボタン     を押して通話を終了し
ます。

着信を拒否する
次のいずれかの操作を実行します。

• 着信が通知されたら、”Ignore（イグノアー）”と声に
出すか、または

• コールコントロールボタン     を2秒間押します。

キャッチホンの使用する
コールコントロールボタン     を2回押し通話を保留
にし、同じ携帯電話で新しい着信に応答します。
再度コールコントロールボタン     を2回押すと、通
話が切り替わります。
キャッチホンは、ペアリングされた携帯電話間では
利用できません。（”2台の携帯電話と接続する”を
参照してください）

音声ダイヤル機能を使用する 
コールコントロールボタン     を２秒間押し、音声メ
ッセージがながれたらアドレス帳より電話をかける
連絡先を声に出して指示します。

音量を調節する
音量/ミュートボタン   /   を押して既定の音量を変
更します。

ヘッドセットをミュートにする
通話中に音量/ミュートボタン   /   を押して、”Mute 
on（ミュートオン）”または”Mute off（ミュートオフ）
”の音声案内がながれるまで押し続けます。マイクが
ミュートになると、15分おきに警告音がなります。

最後の着信に発信する
最後にダイヤルした番号へ発信する場合は、コール
コントロールボタン     を素早く2回押します。

充電

新しいヘッドセットは、ペアリングと数回の通話
ができる状態に充電されています。ヘッドセットの
フル充電にかかる時間は2時間で、充電が完了す
るとインジケーターライトが消灯します。

AC充電器は別売りです。 

耳に快適フィット

イヤーチップは、細長いループ状になっているた
めどちらの耳に装着しても快適にフィットするよ
うデザインされています。さらに快適性を向上さ
せるには、イヤーチップを調整するか、オプション
のイヤーループを使用します。

サポートが必要な場合

お住まいの地域のお問い合わせ先 
plantronics.com/support

マニュアルおよびガイド
plantronics.com/documentation

iPhone
［設定］＞［一般］＞［Bluetooth］＞［オン］
デバイスの検索が開始されます。

Android™スマートフォン
Android：［設定］＞［無線とネットワーク］＞［
Bluetooth：オン］＞［デバイスの検索］

2 ［PLT_M165］を選択します。モバイル端末に
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。

3 ペアリングが正常に完了すると、LED      の赤
と白の点滅が消え、「Pairing successful（ペア
リングが成功しました）」というメッセージが
流れます。

各種操作

音声コマンドを無効にする

このヘッドセットは、英語のみを認識します。コー
ルコントロールボタンで着信応答、または着信拒
否する場合は、音声コマンド ”Answer(アンサー)”
、または”Ignore（イグノアー）”を無効にできま
す。
ヘッドセットの電源をオンにした状態で、コールコ
ントロールボタン     と音量調節ボタン    を同時
に押し、インジケーターライトが白で2回点滅する
まで押し続けます。音声コマンドを再度有効にす
る場合は、この手順を繰り返します。
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すると、ヘッドセットは節電のためDeepSleep™モ
ードに入ります。

携帯電話が通信範囲内（10m以内）に戻り、コン
トロールボタン     を押すと通常モードに戻ります。
もし着信音が鳴ったら、コールコントロールボタン     
を再度押して着信応答します。

ペアリング

ペアリングはヘッドセットの初回電源投入時に自
動的に開始されます。 

1 ヘッドセットのLEDが赤と白で点滅している間に、
電話機のBluetooth®を有効にして新しいデバイス
の検索を行います。 

着信に応答する
次のいずれかの操作を実行します。
・着信が通知されたら、”Answer（アンサー）”と声に
出すか、または
・コールコントロールボタン     を押します

通話を終了する
コールコントロールボタン     を押して通話を終了し
ます。

着信を拒否する
次のいずれかの操作を実行します。

• 着信が通知されたら、”Ignore（イグノアー）”と声に
出すか、または

• コールコントロールボタン     を2秒間押します。

キャッチホンの使用する
コールコントロールボタン     を2回押し通話を保留
にし、同じ携帯電話で新しい着信に応答します。
再度コールコントロールボタン     を2回押すと、通
話が切り替わります。
キャッチホンは、ペアリングされた携帯電話間では
利用できません。（”2台の携帯電話と接続する”を
参照してください）

音声ダイヤル機能を使用する 
コールコントロールボタン     を２秒間押し、音声メ
ッセージがながれたらアドレス帳より電話をかける
連絡先を声に出して指示します。

音量を調節する
音量/ミュートボタン   /   を押して既定の音量を変
更します。

ヘッドセットをミュートにする
通話中に音量/ミュートボタン   /   を押して、”Mute 
on（ミュートオン）”または”Mute off（ミュートオフ）
”の音声案内がながれるまで押し続けます。マイクが
ミュートになると、15分おきに警告音がなります。

最後の着信に発信する
最後にダイヤルした番号へ発信する場合は、コール
コントロールボタン     を素早く2回押します。

充電

新しいヘッドセットは、ペアリングと数回の通話
ができる状態に充電されています。ヘッドセットの
フル充電にかかる時間は2時間で、充電が完了す
るとインジケーターライトが消灯します。

AC充電器は別売りです。 

耳に快適フィット

イヤーチップは、細長いループ状になっているた
めどちらの耳に装着しても快適にフィットするよ
うデザインされています。さらに快適性を向上さ
せるには、イヤーチップを調整するか、オプション
のイヤーループを使用します。

サポートが必要な場合

お住まいの地域のお問い合わせ先 
plantronics.com/support

マニュアルおよびガイド
plantronics.com/documentation

iPhone
［設定］＞［一般］＞［Bluetooth］＞［オン］
デバイスの検索が開始されます。

Android™スマートフォン
Android：［設定］＞［無線とネットワーク］＞［
Bluetooth：オン］＞［デバイスの検索］

2 ［PLT_M165］を選択します。モバイル端末に
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。

3 ペアリングが正常に完了すると、LED      の赤
と白の点滅が消え、「Pairing successful（ペア
リングが成功しました）」というメッセージが
流れます。

各種操作

音声コマンドを無効にする

このヘッドセットは、英語のみを認識します。コー
ルコントロールボタンで着信応答、または着信拒
否する場合は、音声コマンド ”Answer(アンサー)”
、または”Ignore（イグノアー）”を無効にできま
す。
ヘッドセットの電源をオンにした状態で、コールコ
ントロールボタン     と音量調節ボタン    を同時
に押し、インジケーターライトが白で2回点滅する
まで押し続けます。音声コマンドを再度有効にす
る場合は、この手順を繰り返します。



英語音声通知

ステータスの変更を英語音声で通知します。
例えば

• Power on（電源オン）
• Paring successful（ペアリングが成功しました）
• Talk time（ｘ）hours（連続通話時間（ｘ）時間）
• Mute on（ミュートオン）
• Lost Connection（接続が切断されました）
• Recharge headset（ヘッドセットを充電して下さ
い）

2台の携帯電話と接続する

マルチポイント接続により、2台目の電話機をペア
リングして、どちらの電話機からの着信にも応答で
きます。 

1 ヘッドセットの電源を入れます。
2 コールコントロールボタン     を、インジケーターラ
イト      が赤と白で点滅するまで、または「Pairing（
ペアリング）」というメッセージが流れるまで押し
続けます。

3 インジケーターライトが赤と白で点滅している間に
、電話機のBluetoothを有効にして新しいデバイス
の検索を行います。

4 「PLT_M165」を選択します。
必要に応じて、パスキー「0000」を入力して接続を
受け入れます。正常にペアリングされると、インジケ
ーターライトは点滅を停止し、「Pairing successful
（ペアリングが成功しました）」というメッセージが
流れます。

オーディオストリーミング

オーディオストリーミングは携帯電話を使用して
制御しますが、着信があるとオーディオは自動的
に停止し、着信応答または着信拒否できます。　
着信拒否または通話終了すると、オーディオのス
トリーミングが再開されます。

インジケーターライト

ヘッドセットのインジケーターライト       は、ステ
ータスの変更、または操作ボタンが押されたとき
に点滅します。
下記は、その一例です。

• 充電中は赤で点灯し、充電完了すると消灯
• ペアリング中は、赤と白で点滅
• 通話時間が10分を超えると赤で3回点滅
• 着信があると白で3回点滅
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着信に応答する
次のいずれかの操作を実行します。
・着信が通知されたら、”Answer（アンサー）”と声に
出すか、または
・コールコントロールボタン     を押します

通話を終了する
コールコントロールボタン     を押して通話を終了し
ます。

着信を拒否する
次のいずれかの操作を実行します。

• 着信が通知されたら、”Ignore（イグノアー）”と声に
出すか、または

• コールコントロールボタン     を2秒間押します。

キャッチホンの使用する
コールコントロールボタン     を2回押し通話を保留
にし、同じ携帯電話で新しい着信に応答します。
再度コールコントロールボタン     を2回押すと、通
話が切り替わります。
キャッチホンは、ペアリングされた携帯電話間では
利用できません。（”2台の携帯電話と接続する”を
参照してください）

音声ダイヤル機能を使用する 
コールコントロールボタン     を２秒間押し、音声メ
ッセージがながれたらアドレス帳より電話をかける
連絡先を声に出して指示します。

音量を調節する
音量/ミュートボタン   /   を押して既定の音量を変
更します。

ヘッドセットをミュートにする
通話中に音量/ミュートボタン   /   を押して、”Mute 
on（ミュートオン）”または”Mute off（ミュートオフ）
”の音声案内がながれるまで押し続けます。マイクが
ミュートになると、15分おきに警告音がなります。

最後の着信に発信する
最後にダイヤルした番号へ発信する場合は、コール
コントロールボタン     を素早く2回押します。

充電

新しいヘッドセットは、ペアリングと数回の通話
ができる状態に充電されています。ヘッドセットの
フル充電にかかる時間は2時間で、充電が完了す
るとインジケーターライトが消灯します。

AC充電器は別売りです。 

耳に快適フィット

イヤーチップは、細長いループ状になっているた
めどちらの耳に装着しても快適にフィットするよ
うデザインされています。さらに快適性を向上さ
せるには、イヤーチップを調整するか、オプション
のイヤーループを使用します。

サポートが必要な場合

お住まいの地域のお問い合わせ先 
plantronics.com/support

マニュアルおよびガイド
plantronics.com/documentation

iPhone
［設定］＞［一般］＞［Bluetooth］＞［オン］
デバイスの検索が開始されます。

Android™スマートフォン
Android：［設定］＞［無線とネットワーク］＞［
Bluetooth：オン］＞［デバイスの検索］

2 ［PLT_M165］を選択します。モバイル端末に
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。

3 ペアリングが正常に完了すると、LED      の赤
と白の点滅が消え、「Pairing successful（ペア
リングが成功しました）」というメッセージが
流れます。

各種操作

音声コマンドを無効にする

このヘッドセットは、英語のみを認識します。コー
ルコントロールボタンで着信応答、または着信拒
否する場合は、音声コマンド ”Answer(アンサー)”
、または”Ignore（イグノアー）”を無効にできま
す。
ヘッドセットの電源をオンにした状態で、コールコ
ントロールボタン     と音量調節ボタン    を同時
に押し、インジケーターライトが白で2回点滅する
まで押し続けます。音声コマンドを再度有効にす
る場合は、この手順を繰り返します。



英語音声通知

ステータスの変更を英語音声で通知します。
例えば

• Power on（電源オン）
• Paring successful（ペアリングが成功しました）
• Talk time（ｘ）hours（連続通話時間（ｘ）時間）
• Mute on（ミュートオン）
• Lost Connection（接続が切断されました）
• Recharge headset（ヘッドセットを充電して下さ
い）

2台の携帯電話と接続する

マルチポイント接続により、2台目の電話機をペア
リングして、どちらの電話機からの着信にも応答で
きます。 

1 ヘッドセットの電源を入れます。
2 コールコントロールボタン     を、インジケーターラ
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オーディオストリーミングは携帯電話を使用して
制御しますが、着信があるとオーディオは自動的
に停止し、着信応答または着信拒否できます。　
着信拒否または通話終了すると、オーディオのス
トリーミングが再開されます。

インジケーターライト

ヘッドセットのインジケーターライト       は、ステ
ータスの変更、または操作ボタンが押されたとき
に点滅します。
下記は、その一例です。

• 充電中は赤で点灯し、充電完了すると消灯
• ペアリング中は、赤と白で点滅
• 通話時間が10分を超えると赤で3回点滅
• 着信があると白で3回点滅
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着信を拒否する
次のいずれかの操作を実行します。

• 着信が通知されたら、”Ignore（イグノアー）”と声に
出すか、または

• コールコントロールボタン     を2秒間押します。

キャッチホンの使用する
コールコントロールボタン     を2回押し通話を保留
にし、同じ携帯電話で新しい着信に応答します。
再度コールコントロールボタン     を2回押すと、通
話が切り替わります。
キャッチホンは、ペアリングされた携帯電話間では
利用できません。（”2台の携帯電話と接続する”を
参照してください）

音声ダイヤル機能を使用する 
コールコントロールボタン     を２秒間押し、音声メ
ッセージがながれたらアドレス帳より電話をかける
連絡先を声に出して指示します。

音量を調節する
音量/ミュートボタン   /   を押して既定の音量を変
更します。

ヘッドセットをミュートにする
通話中に音量/ミュートボタン   /   を押して、”Mute 
on（ミュートオン）”または”Mute off（ミュートオフ）
”の音声案内がながれるまで押し続けます。マイクが
ミュートになると、15分おきに警告音がなります。

最後の着信に発信する
最後にダイヤルした番号へ発信する場合は、コール
コントロールボタン     を素早く2回押します。

充電

新しいヘッドセットは、ペアリングと数回の通話
ができる状態に充電されています。ヘッドセットの
フル充電にかかる時間は2時間で、充電が完了す
るとインジケーターライトが消灯します。

AC充電器は別売りです。 

耳に快適フィット

イヤーチップは、細長いループ状になっているた
めどちらの耳に装着しても快適にフィットするよ
うデザインされています。さらに快適性を向上さ
せるには、イヤーチップを調整するか、オプション
のイヤーループを使用します。

サポートが必要な場合

お住まいの地域のお問い合わせ先 
plantronics.com/support

マニュアルおよびガイド
plantronics.com/documentation

iPhone
［設定］＞［一般］＞［Bluetooth］＞［オン］
デバイスの検索が開始されます。

Android™スマートフォン
Android：［設定］＞［無線とネットワーク］＞［
Bluetooth：オン］＞［デバイスの検索］

2 ［PLT_M165］を選択します。モバイル端末に
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。

3 ペアリングが正常に完了すると、LED      の赤
と白の点滅が消え、「Pairing successful（ペア
リングが成功しました）」というメッセージが
流れます。

各種操作

音声コマンドを無効にする

このヘッドセットは、英語のみを認識します。コー
ルコントロールボタンで着信応答、または着信拒
否する場合は、音声コマンド ”Answer(アンサー)”
、または”Ignore（イグノアー）”を無効にできま
す。
ヘッドセットの電源をオンにした状態で、コールコ
ントロールボタン     と音量調節ボタン    を同時
に押し、インジケーターライトが白で2回点滅する
まで押し続けます。音声コマンドを再度有効にす
る場合は、この手順を繰り返します。


