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1.. ようこそ
Jabra MotionTM Office をご利用いただき、 誠にあ
りがとうございます。

ヘッドセットの機能
	� モーションセンサーテクノロジー
	� バッテリー性能を高めるパワーナップ機能
	� インテリジェント音量コントロール
 � NFCテクノロジー
	� 音量タッチコントロール
	� 音声コントロール
 � HDボイスおよび A2DP 音楽ストリーミングオー
ディオ

	� ワイヤレスフリーダム - 最大 100m 
 � Noise Blackout™ 3.0
	� ウィンドノイズ防御機能
 � Jabra SafeTone™
	� ビジーライトインジケータ
	� 高さを調整し、完璧な装着が可能
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タッチスクリーンベースの機能
 � 2.4 インチカラータッチスクリーン
	� デスクホン、PC 、 Macや Bluetooth® 携帯機器へ
の接続

 � PC、Mac、その他携帯機器用のタッチスクリーン
ガイド

	� 通話コントロール用のタッチスクリーン
	� オンスクリーンの発信者ID (携帯機器、PC およ
び Mac のみ)

	� タッチスクリーンダイヤルパッド (携帯機器とサ
ポートされたソフトホンのみ)

	� ヘッドセット充電ドッキングクレードル
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2.. 製品概要

ヘッドセット タッチスクリーンベース

Jabra LinkTM 360 Eargel

Micro-USB ケーブル 
 (長)

AC 充電器

ソフトポーチ

電話ケーブル

Micro-USB  
ケーブル (短)
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2.1	 タッチスクリーンベース

 

タッチスクリーンヘッドセットドック 
(回転は不可)

 

ケンジン
トン
ロック

スピーカー

補助
ポート

受話器ポート USB
ポート 

電話ポート 電源アダプター
ポート

ビジーライト
ポート
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2.2	 ヘッドセット

 

NFC ゾーン

音量 
タッチ感知式
パネル

通話ボタン

LED インジケータ

音声およびマイクの
ミュートボタン

ビジーライト 
インジケータ

充電ポート
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2.3 BLUETOOTH アダプター  
(JABRA LINK 360TM)

Bluetooth アダプター (Jabra Link 360) はプラグ & 
プレイ対応で、ほかに何も使わずにヘッドセットを 
PC に接続することができます。

!

重要! Bluetooth アダプターと Jabra Motion Office ベース
を同時に PC に接続することはできません。
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2.4	 オプションアクセサリー

アクセサリーもすべて jabra.com でお求めいただ
けます。

 EHS ケーブル
(Jabra Link)

USB 車載用	
充電器

Jabra Link 360 Eargel
(3 サイズ)

Micro-USB  
ケーブル

ベース電源

ソフトポーチ

電話ケーブル

USB 電源

Jabra Motion  
ヘッドセット

GN1000  
ハンドセット	
リフター

携帯 & 充電	
キット
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3.. 装着方法

3.1	 高さの調整

スピーカーの高さを上下に調整することで、耳にぴ
ったり合った装着ができます。
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3.2	 左耳または右耳の装着スタイル

ヘッドセットは左右どちらの耳でも使用できます。 
左右を切り替えるには、次の手順に従います。
1.	スピーカーを下に引っ張ります。
2.	スピーカーを 180°回転させます。
3.	フィットするように、EARGEL をねじります。

3.3 EARGEL の位置決め

ぴったりと合う装着位置になるように EARGEL を
回転させ音質を最適化します	 (楕円形のイヤージ
ェルのみに適用します)。 最適な装着感が得られ
るまで、3 種類の EARGEL をすべてお試しくださ
い。
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4.. 充電方法
4.1	 ベース充電器を使った充電

ヘッドセットをベース充電器にドッキングし、ベース
を電源を接続すると、ヘッドセットが充電さ	
れます。 
タッチスクリーンのバッテリーインジケータ
は、ヘッドセットが充電中であることを示します。

4.2 USB ケーブルを使った充電

付属の USB ケーブルを使用して PC の空いた USB 
ポートにヘッドセットを接続します。
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4.3	 ヘッドセットのバッテリーステータス

使用中 充電時

50% - 100% 100%

10% - 50% 50% - 100%

0% - 10% 0% - 50%

注： ヘッドセットを完全に充電するには 2 時間かかりま
す。
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5.. 接続方法
5.1	 	セットアップウィザードを使った接続  

(推奨)

1. Jabra Motion Office ベースを電源に差し込みます。
2.	ご購入後、最初にベースをオンにすると、セット

アップウィザードが自動的に開始します。

注： セットアップウィザードはタッチスクリーン画面を介
していつでもアクセス可能です (タッチスクリーンで 

 をタップして設定メニューを開き、[Phone Settings  
(電話設定）] > [Setup wizard (セットアップウィザード)] 
を軽く押します)。

     

電話設定

携帯電話

 

セットアップウィザード

設定のリセット

      

セットアップ

セットアップ中には 
通話の発信や受信はできま
せん。 べースは通常の使用を
再開する前に設定を保存し、
適用します。 
 

確認 
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5.2	 デスクホンへの接続

ヘッドセットポートのあるデスクホン
この種類のデスクホンには、専用のヘッドセットポ
ートがあります（通常は電話の背面）。 

1.	付属の電話ケーブルを Jabra Motion Office ベー
スの  が示されているポートに差し込みます。 

2.	電話ケーブルをデスクホンのヘッドセットポー
ト   に接続します。 
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ヘッドセットポートのないデスクホン
この種類のデスクホンには、専用のヘッドセットポ
ートがありません。

1.	デスクホンの電話本体から受話器のケーブルを
外します。

2.	受話器のケーブルをベースの  が示されてい
るポートに接続します。

3.	付属の電話ケーブルをベースの  が示されて
いるポートに差し込みます。

4.	電話ケーブルをデスクホンの受話器ポートに接
続します。
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5.3 PC または MAC への接続

PC または Mac に接続すると、ソフトホン (スカイ
プなど) への接続が可能になります。 サポートさ
れたソフトホンでは、通話に応答したり、通話を終
了するなど、ヘッドセットを使った多機能な機能が
使用できます。

1. Jabra Motion ベースの   が示されているポー
トに付属の USB ケーブルを差し込み、PC または 
Mac に接続します。 

2. www.jabra.com/direct から Jabra Direct、または 
www.jabra.com/support/jabra-mac-suite から 
Jabra Suite for Mac をダウンロードしてインスト
ールできます。	

3.	タッチスクリーンで  をタップして、設定メニ
ューを開き、[Phone Settings (電話設定）] > 
[Enable Softphone (ソフトホンの有効化)] へ進
みます。 ソフトホンがサポートされていない場
合は、[None (audio only)(オーディオのみ)] を選
択します。
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5.4 BLUETOOTH 機器との接続 

ヘッドセットを使った接続
1. 通話ボタンを押しながら、フリップブームアーム

を開きます。 Bluetooth ライトが青に点滅した
ら、通話ボタンを放します。

2.	耳に装着して、音声ガイドの接続指示に従	
います。 

 

タッチスクリーンを使った接続
1.	タッチスクリーンで  ツールアイコンをタップ

して、設定メニューを開き、[Phone Settings (電
話設定）] > [Mobile phone (携帯電話）] > [Setup 
mobile phone (携帯電話のセットアップ）] をタッ
プます。 

2.	タッチスクリーンの説明に従って、Bluetooth 機
器に接続します。
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5.5 NFC 機器との接続

1. NFC が携帯機器で有効になっていることを確認
します。

2.	ヘッドセットのフリップブームアームを開きま
す。

3.	ヘッドセットの NFC ゾーンと携帯機器の NFC ゾ
ーンを軽く合わせます。 接続が正しく行われる
と、携帯機器からヘッドセットとペアリングされ
たという通知があります。

 

NFC ゾーン

注: 機器によって NFC 機能の実装は異なります。 NFC ゾ
ーンの範囲と感度、ヘッドセットへの接続方法は機器に
よって異なることがあります。 
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5.6  NFC 機器とヘッドセット間でのオーデ
ィオ転送

ヘッドセットと接続された NFC 機器間でオーディ
オを転送するには、ヘッドセットと機器の NFC ゾー
ンを軽く合わせます。

注: 機器によって NFC 機能の実装は異なります。 NFC 機
器によっては、この機能は利用できないこともありま
す。
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5.7  BLUETOOTH アダプターを使った接続 
(JABRA LINK 360)

Bluetooth アダプター (Jabra Link 360) はプラグ & 
プレイ対応で、ベースを使わずにヘッドセットを PC 
に接続します。

Bluetooth アダプターとヘッドセットはあらかじめペ
アリングされています。 

1. PC の空いている USB ポート に Bluetooth アダ
プター (Jabra Link 360) を接続します。

2.	ヘッドセットのフリップブームアームを開き、 
Bluetooth アダプターに接続します。

3.	接続が確立すると、 Bluetooth アダプターの LED 
が点滅しなくなり、青いライトが点灯します。

 

重要! Bluetooth アダプターと Jabra Motion Office ベース
を同時に PC に接続することはできません。
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5.8 BLUETOOTH アダプターによる再接続

1. PC から Bluetooth アダプター (Jabra Link 360) を
取り外します。

2. 通話ボタンを押しながら、フリップブームアーム
を開きます。 Bluetooth ライトが青に点滅した
ら、通話ボタンを放します。

3.	ヘッドセットを装着して、音声ガイドの接続指示
に従います。

4.  Bluetooth アダプター を PC に差し込むと、自動
的にヘッドセットに接続されます。 接続には最
長 1 分間かかります。
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6.. 使用方法 
6.1	 タッチスクリーンの使用

Jabra Motion Office タッチスクリーンを使うと、	
Jabra Motion Office の接続と設定、通話処理の管
理、ベース、ヘッドセットおよび電話の設定管理が
できます。 

指で画面をタップするだけで、アイコンの有効化、
メニューのスクロールアップ/ダウン、通話先の電
話の選択、通話への応答や終了ができます。
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設定メニュー

接続された機器
(一次機器は 
正面に配置)

通話への応答

通話の開始

通話の拒否

通話の
ミュート

通話の終了

アイドル

着信通話

通話中

通話オプション
メニュー
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接続された機器をタップして、優先機器へ切り替
えます。

タップして、選択した優先機器で通話を開始します。

タップして、現在の通話を終了します。

タップして、現在の通話をミュートにします。 ミュート
を解除するには、再度タップします。

現在のバッテリーレベルを示します。

ヘッドセットがドッキングされていることを示し
ます。

ベースとヘッドセット間のオーディオ接続が可能で
あることを示します。 ヘッドセットアイコンに WB が
ある場合は、HDボイスオーディオがアクティブである
ことを示します。

タップして、設定メニューを開きます。 メニューは、
通話状態でない場合のみ利用可能です。

タップして、通話オプションメニューを開きます。 メ
ニューは、通話中の場合のみ利用可能です。

タップして、電話で音声コマンドを有効化します。
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6.2	 ヘッドセットの使用

 
音量 
タッチ感知式パ
ネル

通話ボタン

LED インジケータ

音声およびマイクの
ミュートボタン

ビジーライト 
インジケータ
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オン/オフ フリップブームアームの開閉

電話回線を開く		
(電話をかける)

通話中でない状態で、ヘッドセットの	
通話ボタンを	2	秒間押し続けます。デ
スクホンまたはソフトホン	(PC)	専用

通話の終了 ブームアームを閉じます。または通話
ボタンをタップします

通話時間ステ
ータス

通話中でない状態で通話ボタンを
タップすると、残りの通話時間が聞
こえます

通話の拒否 着信通話があったら、通話ボタンを	
ダブルタップします

最後にかけた
番号へのリダ
イヤル

通話中でない状態で通話ボタンを	ダ
ブルタップします

スピーカー音
量の調整

音量タッチ感知式パネルで指を上下
になでるようにスライドさせます

 音声コマンド

通話中でない状態で音声およびマイ
クのミュートボタンを「Say a command 
(コマンドを言います)」という指示が聞
こえるまで、タップします。  音声コマン
ドの一覧を聞くには、「What can I say? 
(何と言えばいいですか)」と言います

マイクのミュー
ト/ミュート解除

マイクをミュートにするには、通話中
に音声およびマイクのミュート
ボタンをタップします。 ミュートを解除
するには、再度タップします
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6.3	 複数通話の処理

ヘッドセットまたはベースは複数の通話に同時に
応答し、処理することができます。

ヘッドセット

現在の通話を終了し、着信通
話に応答する

通話ボタンをタップ
ます。

保留通話と現在の通話を切
り替える

通話ボタンを 
約 2 秒間押したままに
します。

現在の通話を保留にし、着信
通話に応答する

通話ボタンを 
約 2 秒間押したままに
します。

着信通話の拒否 通話ボタンをダブルタ
ップします。
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6.4	 ビジーライト

ヘッドセットのビジーライトインジケータには  
2 つの機能があります。

       着信通話 通話中
 (すばやく点滅)  (ゆっくり点滅)

 

外付けの Jabra BusylightTM をビジーライトポート
経由でベースに接続することもできます。

注: ヘッドセットのビジーライトインジケータはデフォル
トで有効になっていますが、Jabra Direct または Jabra 
Connect アプリを使って無効化できます。
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7.. モーションセンサーコ
ントロール

7.1	 通話アシスト

フリップブームアームが開いている場合は、デスク
からヘッドセットを取って耳に当てるだけで、自動
的に着信通話に応答できます。

注: 通話アシストはデフォルトで有効になっています
が、Jabra Direct または Jabra Connect アプリを使って無
効化できます。
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7.2	 パワーナップ

バッテリー寿命を高めるため、ヘッドセットを使用
しない際は必ずフリップブームアームを閉じてくだ
さい。 フリップブームアームが開いたままの状態
では、60分間 (Bluetooth 接続時)、または 
15 分間 (Bluetooth 非接続時) 動かさないと、ヘッ
ドセットはパワーナップモードになります。 パワ
ーナップモードになると、ヘッドセットから「Power 
Off (電源オフ)」という通知が聞こえます。 

パワーナップモードを終了するには、ヘッドセット
を動かすか、取り上げます。 パワーナップモード
が終了すると、ヘッドセットから「Power On (電源
オン)」という通知が聞こえます。 

注： ヘッドセットが 24 時間パワーナップ状態にある
と、バッテリー維持のためヘッドセットは自動的に 100% 
オフになります。 ヘッドセットをオンに戻すには、フリッ
プブームアームを一旦閉じてから、開きます。

パワーナップはデフォルトで有効になっています
が、Jabra Direct または Jabra Connect アプリを使って無
効化できます。
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7.3	 インテリジェント音量コントロール

ヘッドセットは、インテリジェント音量コントロー
ルを使用して、装着者の動き、周囲環境の音によ
って、ヘッドセットのスピーカー音量を調整します (
例えば、歩行中や騒がしい環境に入った場合は、
スピーカーの音量を自動的に上げます）。

注： インテリジェント音量コントロールはデフォルトで
有効になっていますが、Jabra Direct または Jabra Connect 
 アプリを使って無効化できます。
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8.. ソフトウェア
8.1 JABRA CONNECTTM

Jabra Connect は、ベースなしのBluetooth アダプタ 
経由でヘッドセットに接続するときに使用するスマ
ートホン用アプリです。 アプリを使うと、通話コン
トロールと Jabra Motion Office ヘッドセットの設定
ができます。

Android ダウンロード - Google Play
iOS ダウンロード - App Store

8.2 JABRA DIRECTTM

Jabra Direct は、Jabra 機器の最適な機能をサポー
ト、管理、有効化するためのソフトウェアです。 
Jabra Direct をダウンロードしてインストールするこ
とをお勧めします。

最新バージョンのダウンロード - jabra.com/direct

8.3	 	ヘッドセットファームウェアの	
アップデート

ファームウェアのアップデートによって、性能が向上
し、	Jabra 機器に新機能を追加できます。 ファームウ
ェアは Jabra Direct を使いアップデートできます。
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8.4	 ヘッドセット設定のカスタマイズ

Jabra Motion Office 設定は、Jabra Direct、Jabra 
Connect 携帯用アプリ、またはタッチスクリーン設
定メニューを使ってカスタマイズできます。

JABRA CONNECT、JABRA DIRECT およびタッチス
クリーンの設定
	� ビジーライトインジケータ 
	� パワーナップモード 
	� インテリジェント音量コントロール
	� 音声コントロール
	� サウンドプロファイル (イコライザー)
	� ミュート通知トーン
	� 通話アシスト

JABRA DIRECT およびタッチスクリーンのみの設
定
 � Jabra Safetone™
	� ワイヤレス範囲 (および密度性能)
	� 自動 PC オーディオ検出
	� 通話発信用のターゲットソフトホン
	� 接続/ペアリング (ヘッドセットと Bluetooth アダ
プター)

	� ベース設定 (タッチスクリーンの言語やバックラ
イトレベル、着信音の音量など)
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9.. 高度な機能
9.1	 ワイヤレス範囲

ヘッドセット、ベース、Bluetooth アダプター (Jabra 
Link 360) のワイヤレス範囲は、タッチスクリーンを
使うか、PC 上で Jabra Direct を使うことで変更可能
です。

デフォルトでは、ワイヤレス有効範囲は標準に設定
されています。 近くに多くの	Bluetooth	機器があ
る場合は、ワイヤレス範囲を狭いまたはとても狭
いに設定して、音質や密度の性能を高めるようお
勧めします。

ヘッドセットワイヤレス範囲の変更
1.	タッチスクリーンで   をタップします。
2.	[Base settings (ベース設定)] > [Wireless range (

ワイヤレス範囲)] をタップします。
3. Wireless range (ワイヤレス範囲)] をタップタップ
して、とても狭い、狭い、標準のいずれかを選択し
ます。デフォルトでは標準が選択されています。

4.	[apply the settings (設定の確認)] をタップして、
ベースをリセットします。

BLUETOOTH アダプターのワイヤレス範囲の変更
Bluetooth アダプターのワイヤレス範囲は、Jabra 
Direct を使って標準 (デフォルト)、狭い、とても狭
い、のいずれかに調整できます。
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ワイヤレス範囲の情報
Jabra Motion Office と Jabra Link 360 では、最大 100m 
までのワイヤレス範囲をサポートしています。ヘッ
ドセットとスマートホンやタブレットなどの携帯機
器間の最大範囲は 10m です。 物理的な障害物や電
磁干渉のため、これより多少小さくなる場合があり
ます。

ヘッドセットの音質は、ヘッドセットをタッチスクリ
ーンベース、Bluetooth アダプターまたは携帯機器
から離すと徐々にに劣化ることがありますが、近
づけると再び良くなります。 

ワイヤレス範囲外のヘッドセット
ヘッドセットで通話中に動作範囲外になると、音が
聞こえなくなりますが、通話は 120 秒間アクティブ
のままです。 通話の音を復元するには、ヘッドセッ
トをタッチスクリーンベース、Bluetooth アダプター
または携帯機器のワイヤレス範囲内に戻します。
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9.2	 音声コマンド

音声コマンドはデフォルトでオンになっています。 
音声コマンドをオン/オフにするには、次の手順に
従います。

1.	フリップブームアームを開きながら、音声および
マイクのミュートボタンを長押しします。

2.	フリップブームアームが開いたら、音声およびマ
イクのミュートボタンを放します。

 

注: 音声コマンドは、Jabra Direct、Jabra Connect アプリ、ま
たはヘッドセットを使用することで無効化できます。
音声言語の変更
音声コマンドと音声ガイダンスのデフォルト言語
は、Jabra Direct を使用して変更できます。
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9.3 HOT DESKING (ホットデスキング)

Jabra Motion ヘッドセットを Jabra Motion Office ベ
ースに接続します。 ヘッドセットには最新のファー
ムウェアがインストールされている必要がありま
す。

新しい Jabra Motion ヘッドセットを Jabra Motion 
Office ベースにドッキングすると、タッチスクリーン
が新しいヘッドセットが検出されたことを伝えま
す。 新しいヘッドセットを受け入れる場合は [Yes (
はい)] をタップし、拒否する場合は [No (いいえ)] 
をタップします。
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9.4	 盗難防止

Jabra Motion Office ベースにはセキュリティケーブ
ルを取り付けるためのケンジントンセキュリティス
ロットがあります。 ベースをデスクに固定するに
は、ケンジントンセキュリティスロットを使用でき
る安全ケーブルを接続します。
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10..サポート
10.1	よくある質問（FAQ)

Jabra.com/motionoffice の総合的な FAQ をご覧くだ
さい。

10.2 SAFETONE 準拠モード

EU 指令 2003/10/EC (職場における騒音) および豪
州 G616 ガイドラインに適合させるには、ヘッドセッ
トを希望の準拠/ガイドラインモードに設定します。 

1. Jabra Direct をインストールします。
2. Jabra Direct を開いて、[Audio protection (オーデ
ィオ保護）] セクションにある [SafeTone 
protection (SafeTone 保護）] チェックボックスの
チェックを外して、希望のモードを設定します。

または、タッチスクリーンを使って Safetone を
有効化することもできます。 設定メニューを開
き、[Headset Settings (ヘッドセット設定）]、[Audio 
Protection (オーディオ保護）] の順に選択します。

TCO 準拠： 

1. Jabra Direct をインストールします。
2. Jabra Direct	を開いて、[Wireless range (ワイヤレ

ス範囲)] を「狭い」または「とても狭い」に調整し
て希望のモードを設定します。
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10.3	ヘッドセットの取り扱い方法

	� ヘッドセットは必ず電源を切って安全な場所に
保管してください。

	� 極端な温度（35°C を超える、または -20°C 未満）
での保管は避けてください。 バッテリー寿命が
低下し、ヘッドセットの動作に悪影響を及ぼす
恐れがあります。

	� ヘッドセットを雨や液体にさらさないでくださ
い。
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11..技術仕様
ヘッドセット 説明

重量： 17.5g

寸法: 長さ 53.5mm x 幅 16mm x 高さ 24mm

マイク： Jabra Noise Blackout 装備の全指向性
マイク 2 台

スピーカー： マイクロダイナミック、14.8mm

動作範囲： 最大 100m、クラス 1

Bluetooth バージョン： 4.0

同時にペアリング可能な機
器数：

最大 8 機器、同時接続は 2 台 
(MultiuseTM)

対応 Bluetooth プロファイル： A2DP (v1.6)、ハンズフリープロファイル 
(v1.6)、ヘッドセットプロファイル (v1.2)

通話時間：
最大 8 時間
最大 6.5 時間 (ビジーライトオンの
場合)

待受時間： 最大 15 日間

動作温度： -10°C	～ 60°C

保管温度： -20°C ～ 35°C 

AC 電源 100-240V、50-60Hz

ペアリングのパスキーまた
は PIN：

0000
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タッチスクリーンベース 説明

寸法: 長さ 160mm x 幅 94mm x 高さ 82mm

タッチスクリーン： 2.4 インチタッチ感知式 TFT。 QVGA 
解像度

オーディオ： 内蔵スピーカー

オーディオ帯域幅： HD voice (ワイドバンド)、A2DP (音楽ス
トリーミング)、ナローバンド

デスクホン接続：

受話器用 RJ-9、電話機本体用 RJ-9 (ま
たはヘッドセットポート)、AUX 用 RJ-45 
(電子フックスイッチまたは GN1000 ハ
ンドセットリフター)

リモート通話コントロール標準：

GN1000、Jabra IQ EHS、Cisco、DHSG、MSH。 
それぞれに追加ケーブルと機器が
別途必要 
ファームウェアのアップグレードを通
じて、今後さらに利用可能な項目が増
える可能性がある。 GN1000 はデフォ
ルトでサポートされ、追加設定は不要

PC コネクタ： Micro-USB

ビジーライトコネクタ： 2.5mm ジャックコネクタ（別売アクセ
サリー）

盗難防止： ケンジントンセキュリティスロット規格

PC 接続： USB 2.0

Bluetooth バージョン： 4.0

Bluetooth 範囲： 最大 100m、クラス 1
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BLUETOOTH アダプター  
(JABRA LINK 360) 説明

PC 接続： USB 2.0

Bluetooth バージョン： 4.0

Bluetooth 範囲： 最大 100m、クラス 1

Bluetooth プロファイル： A2DP (v1.2)、ハンズフリープロファイ
ル (v1.6)

Bluetooth 同時接続： 1

Bluetooth オーディオ帯域： HD voice (ワイドバンド)、A2DP

表示インジケータ： マルチカラー LED
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