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ようこそ
Jabra SpEak 410 をお買い上げいただきありがとうございます。本製品ならではの豊富な機能と使いやす
さをぜひお楽しみください。

Jabra SPEAK 410 の特長

• ワイドバンドオーディオ対応により非常に優れた音質を実現。
• 全方位マイク。
• リモートソフトフォン操作用に完全に統合された通話コントロール。
• キャッチホン（サポートされているキャッチホン機能付きソフトフォンが必要）。
• LEDおよびオーディオインジケータ。

製品の概要

ミュートボタン

スピーカー/着信音の
音量下げボタン

ヘッドセット専用の差込口

着信音の音量設定ボタン 
（2 秒間押したままにする）

スピーカー/着信音の
音量上げボタン

通話終了ボタン着信応答ボタン
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インストール
Jabra PC Suite

Jabra pC Suite は、Jabra SpEak 410 をサポートするように設計されたソフトウェアのセットです。

Jabra pC Suite をインストールするには、付属のインストール CD に収められているセットアップファイルを
実行するか、Jabra の Web サイト（www.jabra.com/pcsuite）から最新バージョンをダウンロードします。

接続
Jabra SpEak 410 を接続するには、スピーカフォンの USb ケーブルを、pC か電源に接続されたハブの任
意の使用可能な USb ポートに接続します。スピーカフォンが接続されて電源が入ると、Jabra LED が白色
に点灯します。

注意: このスピーカフォンは、バス電源の USb ポート（USb ポート付きキーボードなど）ではなく、pC の 
USb ポートか電源に接続されたハブに接続する必要があります。

設定
Jabra SpEak 410 が pC に接続されると、Windows が自動的にこのスピーカフォンをデフォルトのオーデ
ィオ機器として設定します。

Windows でデフォルトのオーディオ機器を変更するには、次の手順に従います。

1. Windows の[スタート] ボタンをクリックし、[コントロール パネル] を開きます。

2. [サウンドとオーディオ デバイス] を開き、[オーディオ] タブを選択します。

3. [音の再生] と [録音] の欄で、希望するオーディオ機器をデフォルトの機器として設定します。[適用] を
クリックして設定を保存します。

通話機能
基本機能

目的 操作

電話をかける
pC（ソフトフォン）を使って電話番号をダイヤル
する

着信に応答する ハンドセットの緑色のボタン  を軽く押す

現在の通話を終了する、または着信した通
話を拒否する

ハンドセットの赤色のボタン  を軽く押す

マイクをミュートする/ミュート解除する

ミュートボタン  を軽く押すと、ミュートとミュート解除が切り替わります。ミュートになっているとき
には、すべての LED が赤色に点灯します。スピーカフォンの着信音が鳴っているときや、通話が終了した
ときには、常にマイクのミュートが解除されます。

スピーカー音量を上げる/下げる

「+」/「-」ボタンを軽く押します（または押し続けます）。

スピーカフォンの音量には 12 の段階があり、スピーカフォン上に円形に配置された 12 個の白色の LED で
表されます。
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着信音の音量を上げる/下げる
1. Jabra ボタン  を 2 秒間押したままにします。各 LED が黄色に点灯し、スピーカフォンの着信音が現

在の音量設定で鳴ります。
2. 「+」/「-」ボタンを軽く押して（または押し続けて）、着信音の音量を調整します。
3. Jabra ボタンを軽く押すか、2 秒間どのボタンも押さないでいると、着信音の新しい音量が適用されます。

注意: 着信音が鳴っているときに着信音の音量を上げる/下げるには、「+」/「-」ボタンを軽く押します
（または押し続けます）。

キャッチホン

キャッチホン機能により、現在の通話を保留にして着信に応答することができます。さらに、保留中の
通話と現在の通話を切り替えることもできます。サポートされているキャッチホン機能付きソフトフォ
ンのみ。

目的 操作

着信を受け入れて現在の通話を保留にする ハンドセットの緑色のボタン  を軽く押す

着信を拒否して現在の通話を続ける ハンドセットの赤色のボタン  を軽く押す

現在の通話と保留中の通話を切り替える ハンドセットの緑色のボタン  を軽く押す

現在の通話を終了して保留中の通話に切り替える
ハンドセットの赤色のボタン  を軽く押
してから、ハンドセットの緑色のボタン  
を軽く押します。

ヘッドセットを使用する

Jabra ヘッドセットをスピーカフォンのヘッドセットポートに接続します。Jabra SpEak 410 で鳴る着信
音を除くすべてのオーディオが、接続したヘッドセットへ自動的に転送されます。

注意: ジャック/QD コンバーターコードを使用して、Jabra QD ヘッドセットに接続することができます。ジャ
ック/QD コンバーターコードを購入するには、お近くの Jabra サプライヤーに連絡するか、www.jabra.com 
を参照してください。

音楽を聴く

pC で再生された音楽をスピーカフォンで聴くには、Windows で Jabra SpEak 410 をデフォルトのオーデ
ィオ再生機器として設定する必要があります。

1. Windows の [コントロール パネル] を起動し、[サウンドとオーディオ デバイス] をダブルクリックします。
2. [オーディオ] タブを選択し、Jabra SpEak 410 をデフォルトのオーディオ再生機器として設定します。 

[適用] をクリックして設定を保存します。

これで、pC で再生された音楽を接続されたスピーカフォンで聴けるようになります。

ターゲットソフトフォンを変更する

1. Jabra SpEak 410 が接続されていることを確認してから Windows の [スタート] ボタンをクリックし、
[すべてのプログラム] > [Jabra] > [Jabra PC Suite] > [Jabra Control Center] を選択して Jabra Control 
Center を起動します。

2. [発信通話に使用するソフトフォン] で、Microsoft または Jabra PC Suite に対応するソフトフォンのい
ずれかを選択します。

3. 対応するソフトフォンを起動してオーディオ設定を表示し、スピーカーとマイクに使用するターゲッ
トとして Jabra SpEak 410 が選択されていることを確認します。
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サポートの利用
Jabra SpEak 410 について何か問題が起きた場合は、Jabra テクニカルサポートまでお問い合わせください。 
以下は、国や地域別の連絡先情報です。

WEB
www.jabra.com

ヨーロッパ
	 電話:  電子メール	:		
イタリア		 +	 39	02	5832	8253		 ordini@gn.com

オーストリア		 +	 49	(0)8031	2651	72	 techsupport.de@jabra.com

オランダ		 +	 49	(0)8031	2651	72	 techsupport.de@jabra.com

スウェーデン		 +	 46	(0)8	693	09	00	 info@jabra.se

スペイン		 +	 34	916	398	064	 pedidos@gn.com

チェコ共和国		 +	 420	800	522	722		 support.cz@gn.com	

デンマーク	 Kontakt	venligst	din	nærmeste	forhandler	(via	følgende	link)	www.jabra.dk/forhandler

ドイツ	 +	 49	(0)8031	2651	72	 techsupport.de@jabra.com

ノルウェー		 +	 47	32	22	74	70	 support.no@gn.com

フィンランド		 +	 358	204	85	6040	 support.fi@gn.com

フランス		 +	 33	(0)130	589	075	 techsupport@gnnetcom.fr

ベルギー	 +	 49	(0)8031	2651	72	 techsupport.de@jabra.com

ポーランド	 +	 48	12	254	40	15	
	 	 0	801	800	550		 support.pl@jabra.com

ルクセンブルグ		 +	 49	(0)8031	2651	72	 techsupport.de@jabra.com

ロシア	 	 	 techsupport.ru@jabra.com

英国		 +	 44	(0)1784	220	172	 info_uk@jabra.com

米国およびカナダ
テクニカルサポート: techsupport@gnnetcom.com
情報: info@jabra.com
電話 (米国およびカナダ国内のフリーダイヤル):
カナダ  1-800-489-4199
米国  1-800-826-4656

アジア太平洋
情報: support.apac@jabra.com
ベトナム	 callto:sip:support.asia@gn.com

電話:  
インド	 	 000-800-852-1185	(フリーダイヤル)

インドネシア		 	 001-803-852-7664

オーストラリア		 	 1-800-140	(フリーダイヤル)

シンガポール		 	 800-8523-794	(フリーダイヤル)

タイ	 	 001-8008526446	(フリーダイヤル)

ニュージーランド	 	 0800770	114	(フリーダイヤル)

フィリピン	 	 1800-765-7022	(ETPI)	
	 	 1800-1855-0144	(PLDT)

マレーシア		 	 1800-812-160	(フリーダイヤル)

香港		 	 800-968-265	(フリーダイヤル)

台湾	 	 0080-186-3013	(フリーダイヤル)

中国		 +	 86-21-5836	5067	

日本		 +	 81-3-3242-8572

中東/アフリカ
E-mail: support.mea@gn.com

製品の廃棄は、現地の基準と規制に従
って行ってください。

www.jabra.com/weee
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