
製品概要および 
活用ガイド

Voyager™ PRO+  
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）
•	 Bluetooth機能の切断後に再接続

する（1回押す）
•	 ヘッドセットとの間で音声を転送す

る（通話中に1秒間押す）

電源ボタン
•	 オン/オフ（2秒間押す）
•	 電池残量音声通知（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）

マイクロUSB充電ポート
•	 AC充電器使用：	
約90分（フル充電の場合）
•	 初めてお使いになる前にフル充電

してください
•	 フル充電の状態で最高の性能が

得られます

音量調節/ミュートボタン
•	 音量調節：上/下（［+］または［-］ボタンを
押すごとにレベルが変わる）
•	 通話中のミュート：オン/オフ 
（1秒間［+］と［-］ボタンを同時に押す）
•	 音楽または音声：一時停止/再生 
（1秒間［+］と［-］ボタンを同時に押す）

LED
•	 充電中（赤で点灯）
•	 電池残量の確認（残量1～6時間：	
赤で1回点滅、残量不足：赤で2回点滅、
ほぼ残量なし：赤で3回点滅）
•	 不在着信（紫で3回点滅、	
5分間またはコールボタンを押してキャ
ンセルするまで繰り返し）
•	 ペアリングモード 
（青と赤で点滅の繰り返し）

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
ットを携帯電話に接続できます。		
「マルチポイント」により、このヘッ
ドセットを2台の携帯電話と使用す
ることが可能です。

1. 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て
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®スマートフォンの場合： 
［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フにし、電源
ボタンを押して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。
2台目の携帯電話とのペアリング/ 
元の携帯電話への再接続：
「オフ」モードで起動します。	電源ボ
タンを、LEDが赤と青で点滅するま
で押し続けます。	

3. 接続
携帯電話に表示されたBluetoothデ
バイスのリストから［VoyagerPRO+］
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。



最適なフィット感をお選びください

1
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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。	

イヤーチップの取り外し：
1.	 イヤーチップをつまんでスピーカーハウジング	
の中に軽く押し込み、左に90°回します。	

2.	 ヘッドセットからイヤーチップを引き抜きます。

新しいイヤーチップの取り付け：
1.	 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。

2.	 右に90°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	
ーチップはロックされます。	

	 フォームイヤーチップカバーを取り付けると、	
より快適な装着感が得られます。

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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装着

クリアーな音質と快適さを最大限楽しむには、安定	
したフィット感が得られるよう装着してください。

耳かけ式：
1.	 イヤーループを耳の後ろにかけてヘッドセットの	
位置を合わせ、スピーカーとイヤーチップを耳に	
挿入します。

2.	 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。

クイックターン調整：
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、もう一方の耳の位置まで下げて、ヘッドセットを合
わせます。

1
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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	VoyagerPRO+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台目の携帯電話に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。

ペアリングしたもう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
アクティブな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：携帯電話により発信音がヘッドセッ
トに転送されない機種があります。

その場合、携帯電話から発信操作後、ヘッ
ドセットのコールボタンを長押しすると発
信音はヘッドセットに転送されます。

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直す必要
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。	

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。	

2台目の携帯電話での通話中、別の着信に
応答する方法 
1.		次の着信に応答する前に、コールボタ
ンを押して現在の通話を終了します。

2.		コールボタンをもう一度押して、次の着
信に応答します。

ヒント 携帯電話の通話、終話ボタンよりも
ヘッドセットのコールボタンを使用する
方が、通話切り替え時のとり間違いによる
問題を防ぐことができます。



音声案内による通知（英語）

英語の音声案内 音声が聞こえるタイミング

“Power On”
(電源オン)

電源ボタンを2秒押した後

“Power Off”
(電源オフ)

電源ボタンを2秒押した後

“Talk Time: 6 hrs, 5 hrs, 4 hrs, 
3 hrs, less than 2 hrs”
(連続通話時間： 6時間、5時間、 
4時間、3時間、2時間未満)

ヘッドセットの電源を「オン」にした後

“Battery Low”
(電池残量が少なくなりました)

電池残量が30分未満になった時点

“Recharge Headset”
(ヘッドセットを充電してください)

電池残量が約10分になった時点

“Connected”
(接続されました)

ヘッドセットに電源を入れた後、または切断された	
Bluetooth信号が再度つながった後

“Phone 1 Connected”
(携帯電話1が接続されました)

ヘッドセットの電源が「オン」になった後、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

“Mute On”
(ミュートオン)

通話中に音量ボタン［+］と［-］を同時に押した後	

“Mute Off”
(ミュートオフ)

ミュート時、通話中に音量ボタン［+］と［-］を同時に押した後	

“Lost connection”
(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	

“Volume Maximum” 
(最大音量です)

音量ボタン［+］を押して、音量が最大レベルに達したとき

“Volume Minimum” 
(最小音量です)

音量ボタン［-］を押して、音量が最小レベルに達したとき

このヘッドセットでは、電源をオン/
オフしたとき、通話時間が残り少なく
なったとき、Bluetoothと電話の接続
が切断または再接続したときなど、さ
まざまな状況を英語の音声で通知し
ます。



ご利用のヒント

音楽やその他のストリーミング：
携帯電話を接続すると、音楽ファイル	
やGPSナビゲーションやポッドキャスト
のような音声ファイルをヘッドセット	
経由でストリーミングできます。	

ヘッドセットにA2DPオーディオのスト	
リーミング機能を持つデバイスが接	
続されていると、A2DPがサポートさ	
れます。	

一時停止/再生：	デバイスがBluetooth	
AVRCPに対応している場合、ヘッドセッ
トのコントロールを使って音楽や音声フ
ァイルを一時停止/再生できます。	ビー
プ音が聞こえるまで音量ボタン［+］と［-］
を同時に押し続けます。

マルチポイントは一度に一通話： 
2台目の携帯電話からの着信応答中	
は、元の通話を保留にすることはでき	
ません。

コールボタンを押して最初の通話を終
了し、もう一度コールボタンを押して2台
目の携帯電話からの着信に	
応答します。

iPhoneでヘッドセット電池残量 
をチェック：
ヘッドセットの電池残量は、電話の	
電池残量アイコンそばの画面に表示	
されます。	

電池残量のチェック：
通話終了後、電池残量通知機能によ	
り残りの通話時間が通知されます。

電源ボタンを押して電池残量を確認	
することもできます。

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。



製品仕様

連続通話時間 連続通話時間：最大約6時間

連続待受時間 最大約5日間の連続待受時間

通信可能距離 最大約10m

ヘッドセット重量 約17グラム

充電コネクタ マイクロUSBケーブル（マイクロUSBポート、	
AC/DC	100～240V付属）

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） 1.5時間

使用電源 5V	DC、180mA

Bluetoothのバージョン バージョン2.1+EDR（Enhanced	Data	Rate）対応、eSCOデー
タパケット転送、セキュアシンプルペアリング（SSP）（携帯電
話が対応している場合）

接続互換性 ハンズフリーv1.5（HFP）、	
ヘッドセットv1.1（HSP）、A2DP、およびAVRCP

使用時、保管時、および 
充電時の環境温度

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 

（9:00～12:00、13:00～17:00 土日祝祭日、当社指
定休業日除く） 
E-mail: japansales@plantronics.com

1年保証 について： 
www.plantronics.com/warranty
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