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セットアップガイド



製品について

マイクブーム

電源 / ペアリングライ
トインジケーター

アクティブ ノイズキャ
ンセレーション（ANC)

電源/  
Bluetooth®ペアリング

USBポート  
(充電ケーブル用)

音量を上げる

音量を下げる

ミュート

USB-Cアダプター

ライトインジケーター
USB-Aレシーバー

マルチファンク
ション ボタン

Teams / マルチファ
ンクション ボタン

Qiワイヤレス充電エリア

UCバージョン MSFT Teamsバージョン
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USB-A USB-C ADAPTER USB-A | USB-C

パッケージ内容
1. ヘッドセット
2. USB-Aレシーバー
3. USB-C - Aアダプター
4. USB-A - C充電ケーブル
5. キャリングケース
6. 取扱説明書、保証規定 

電源オン/オフ
1.  電源ボタンを1秒間押します。
2.  電源がオンになると、ライトインジケーターが白に変

わります。デバイスが接続されていない場合、白でゆ
っくり点滅します。

BLUETOOTH®経由のペアリング
1.  電源ボタンを2秒間押します。ライトインジケーター

が白で高速点滅します。
2.  デバイス上でBluetooth®設定を開きます。
3.  検出可能なデバイス内で、Zone Wirelessを選択

します。
4.  ペアリングが正常に完了したら、ライトインジケータ

ーが白で点灯します。

USBレシーバーを使用してペアリング
1.  USB-A 

レシーバーをパソコンのUSB-Aポートに挿入します。 
USB-C  
USB-AレシーバーをUSB-Cアダプターに挿入します。 
それから、アダプターをパソコンのUSB-Cポートに挿
入します。

2.  購入時、ヘッドセットはレシーバーに既にペアリン
グされています。ヘッドセットの電源を入れるだけで
す。ペアリングが正常に完了したら、レシーバー上の
ライトインジケーターは白の点灯のままになります。
ヘッドセット上のライトインジケーターが白の点灯に
変わります。

電源

USB-C

USB-A

Zone 
Wireless

2秒
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MSFT Teamsバージョン

ヘッドセットの調節
1.  イヤーカップをヘッドバンドの上下にスライトさせて、

ヘッドセットを調節します。
2.  頭の上でヘッドセットを調節した方が簡単な場合があり

ます。耳の上に快適に配置されるまで、イヤーカップをヘ
ッドバンドの上下に移動させます。

マイクブームの調節
1.  マイクブームは270度回転します。左側または右側に装着

します。マイクを装着している方向によって、オーディオ
チャネルが自動的に切り替わります。

2.  フレキシブル マイクブーム—音声をより良くキャプチャ
できるように、ブームの場所を調節します。

ヘッドセット コントロール

TEAMSバージョン

使用方法 ボタン 操作

通話コントロール

受話 / 終話

マルチファンクシ
ョン

短く押す

通話を拒否 2秒間押す

通話を再開 短く押す

現在の通話を他のデバ
イスに転送します 短く押す

Teamsアクティ
ビティ

Teamsへの接続確認 短く押す

Teamsへのクイックア
クセス 短く押す

Teams通知への応答 短く押す

Teams音声機能を起動
（Cortana） 2秒間押す

メディアコント
ロール

再生/一時停止 マルチファンクシ
ョン 2回押す

次のトラック マルチファンクショ
ンと「+」 短く押す

前のトラック マルチファンクショ
ンと「-」 短く押す

音量
音量を上げる 「+」 短く押す

音量を下げる 「–」 短く押す

ヘッドセット接続
とバッテリー残量

ステータス
接続と電池寿命の

確認 「+」と「–」 短く押す
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UCバージョン

ミュート

注：
- Teamsアクティビティは、Teamsがロック解除されたパソコンで実行している場合のみ機能します。
- メディアコントロール機能は、アプリケーションのタイプによって異なります。
-  通話アクティビティが常に優先されます。2台のデバイスを接続した場合、レシーバーよりもBluetooth®接

続が優先されます。2台のBluetooth®デバイスが接続されている場合、最後に使用されていたデバイスがも
う1台のデバイスに優先します。

ヒント：ボタンのカスタマイズと音楽EQコントロールがLogi Tuneアプリで利用可能です。

ミュート

マイクブームを上げてミュー
トにする

マイクのミュート オン/オフ
を音声通知で示します

「ミュート オン」
「ミュート オフ」

マイクブームを下げ
てミュート解除

UCバージョン

使用方法 ボタン 操作

通話コントロール
受話 / 終話 マルチファンクシ

ョン

短く押す

通話を拒否 2秒間押す

音声アシスタント マルチファンクシ
ョン 2秒間押す

メディアコント
ロール

再生/一時停止 マルチファンクシ
ョン 2回押す

次のトラック マルチファンクショ
ンと「+」 短く押す

前のトラック マルチファンクショ
ンと「-」 短く押す

音量
音量を上げる 「+」 短く押す

音量を下げる 「–」 短く押す

ヘッドセット ステ
ータス

接続と電池寿命の
確認 「+」と「–」 短く押す

「ANCオン」
「ANCオフ」

アクティブ ノイズキャンセレーション（ANC）
ANCは、作業中のタスクに集中できるように、ユーザーの周
囲のノイズを遮断します。

1. イヤーカップ側面のANCボタンを押します。
2. ANCのオン/オフを行うと、音声通知が聞こえます。これ

らは、Logi Tuneアプリ内でオフにすることができます。
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電源オンまたはフル充電済み

バッテリーの充電中

電池残量の低下

Bluetooth®ペアリングモード

Bluetooth®ペアリングモード  
(低バッテリー残量)

ペアリングされたデバイスがない

ペアリングされたデバイスがない  
(低バッテリー残量）

ヘッドセットライトインジケーター

ライト ステータス

白

点灯 電源オンまたはフル充電済み

ブリージング バッテリーの充電中

高速点滅 Bluetooth®ペアリングモード

ゆっくり点滅 ペアリングされたデバイスがない

赤

点灯 電池残量の低下

高速点滅 Bluetooth®ペアリングモード（低バッテリー
残量）

ゆっくり点滅 ペアリングされたデバイスがない（低バッテリ
ー残量）
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レシーバー インジケーターライト

TEAMSバージョン

ライト ステータス

白

高速点滅 ペアリングモード

点灯 ペアリング完了

点滅しオン/オフを
繰り返す 電話の着信

紫

点滅 Teamsに接続中/ 
Teams通知

10秒間の点滅後、
消灯

Teamsへの接続
失敗

3回点滅後、消灯 Teamsに未接続

点灯 Teamsに接続済み

赤 点灯 ミュート オン

UCバージョン

ライト ステータス

白

高速点滅 ペアリングモード

点灯 ペアリング完了

点滅しオン/オフを
繰り返す 電話の着信

赤 点灯 ミュート オン

ペアリングモード

ペアリング完了

電話の着信

ミュート オン

ミュート オン

ペアリングモード

ペアリング完了

Teamsへの接続失敗

電話の着信

Teamsに接続済み

Teamsに未接続

Teamsに接続中 / 
Teams通知

x3

10秒
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www.logicool.co.jp/tune

ヘッドセット インジケー
ターライト

充電中
未使用のままになると、ヘッドセットは自動的に電源オフになります。スリープタイマーは、Logi Tuneアプリ内で
変更できます。

バッテリー残量が低くなると、ヘッドセット インジケ
ーターライトが赤に変わります。

USBケーブルを使用して充電
1.  イヤーカップ下部のUSB-Cポートに、USB-Cケーブ

ル側を差し込みます。
2.  パソコンまたはACアダプターのUSB-A充電ポート

に、USB-A側を差し込みます。
3.  充電中は、インジケーターライトが白でブリージン

グします。
4. フル充電されると、インジケーターライトが白で点灯

します。 
–バッテリーのフル充電には2時間かかります。 
–5分の充電で、1時間の会話が可能です。

5. 充電中、ヘッドセットはペアリングされたレシーバーとBluetooth®で使用できます。

Qiワイヤレス充電器を使用して充電
1.  イヤーカップ上のワイヤレス充電アイコンが外側にある

状態で、ヘッドセットを折り畳みます。
2.  Qiワイヤレス充電ベースの上部にワイヤレス充電アイコ

ンがある状態で、イヤーカップを配置します。*
3.  充電中は、インジケーターライトが白でブリージングし

ます。
4.  フル充電されると、インジケーターライトが白で点灯し

ます。 
–バッテリーのフル充電には2時間かかります。

* Qiワイヤレス充電ベースは含まれていません。

LOGI TUNEアプリ
1. Logi Tune Desktopをwww.logicool.co.jp/tuneからダウンロードします
2.  Apple App StoreまたはGoogle Play™ストアで「Logi Tune」を検索し

て、Logi Tuneモバイルアプリをダウンロードします。
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サイドトーンの調整
サイドトーンによって、会話中に自分自身の声を聴くことができ
るため、自分の話し声の大きさを認識できます。Logi Tuneアプ
リで、サイドトーン機能を選択し、ダイヤルを適宜調節します。
-大きい数字に設定すると、聞こえる外部音が多くなります。

-小さい数字に設定すると、聞こえる外部音が少なくなります。

自動スリープタイマー
デフォルトで、1時間使用しないと、ヘッドセットは自動的に電
源がオフになります。Logi Tuneアプリでスリープタイマーを調
節します。

ヘッドセットのリセット
ヘッドセットを元の状態にリセットするには、ヘッドセットの
電源をオンにし、ANCボタンと音量「–」ボタンを5秒間押し続け
ます。電源とインジケーターライトがオフになると、ヘッドセッ
トが正常にリセットされています。

ヘッドセットの更新
ヘッドセットとレシーバーを共に更新することをお
勧めします。これを行うには、Logi Tune Desktopを
www.logicool.co.jp/tuneからダウンロードします

ヘッドセット：
高さ x 幅 x 奥行き： 
174.7 x 176.7 x 70.7mm

重量：
0.1808Kg

イヤーパッド：
高さ x 幅 x 奥行き： 
70.7 x 70.7 x 16.4mm

レシーバー：
高さ x 幅 x 奥行き： 
21.5 x 13.6 x 6.0mm

アダプター：
高さ x 幅 x 奥行き： 
25.1 x 16.5 x 5.3mm

寸法
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ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な
通話アプリケーションで動作。
Windows、Mac、またはChrome™ベースのパソコン（USB-C、USB-A、 
Bluetooth®経由）、およびiOSまたはAndroid Bluetooth®対応デバイス
で動作。

マイクのタイプ：全方位デュアルMEMSマイクアレイ
ヘッドセット周波数特性：30～13kHz @ -10dB（音楽モード)、 
100～8kHz（会話モード）
マイク周波数特性：85～20kHz @-3dB 
電池タイプ：内蔵バッテリー（リチウムイオン）
電池寿命（通話時間）：14時間（ANCオン）、15時間（ANCオフ）
電池寿命（リスニング時間）：14時間（ANCオン)、 
16時間（ANCオフ）
Bluetooth®バージョン：5.0
ワイヤレス通信可能範囲：最長30m（オープンフィールドの見通し線）
Qiワイヤレス充電対応
USB-A - C充電ケーブル：130cm

システム要件

技術仕様

www.logicool.co.jp/support/zonewireless

http://www.logitech.com/support/zonewireless

