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製品内容
シスコヘッドセット 730には、次のアクセサリが付属しています。

•シスコヘッドセット 730
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•ハードケース

•シスコヘッドセット USB HDアダプタ

• USB-Aから USB-Cへのケーブル

• 3.5 mmケーブル

ヘッドセット
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ヘッドセットの装着方法
ヘッドセットがしっかりと装着されるようにヘッドバンドを調整します。ヘッドセットマイク

が手前になっていることを確認します。

シスコヘッドセットアプリをダウンロードして設定する
シスコヘッドセットは、iPhoneや Androidのモバイルデバイスからヘッドセットを更新、制
御、およびカスタマイズすることができるモバイルアプリです。ヘッドセットのアップグレー

ド、ノイズキャンセレーションレベルの調整、均等化設定の変更、およびアプリインターフェ

イスからのヘッドセットの通知の管理を行うこともできます。
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手順

ステップ 1 モバイルデバイスで、希望するアプリストアを開きシスコヘッドセットをダウンロードしま
す。

ステップ 2 シスコヘッドセットを開き、アプリの設定手順に従います。

ヘッドセットの電源のオンとオフを切り替える
電源/Bluetoothスイッチは左のイヤーカップの背面にあります。

手順

ステップ 1 電源/Bluetoothスイッチを上にスライドしてヘッドセットをオンにします。

ステップ 2 電源/Bluetoothスイッチを下に動かすと、ヘッドセットはオフになります。
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ヘッドセットの接続

ヘッドセットを Bluetooth®デバイスに接続する

ヘッドセットをペアリングモードにして、他のデバイスで検出できるようにします。ヘッド

セットを最大限に活用するには、モバイルデバイスにシスコヘッドセットアプリをダウンロー

ドして設定します。

シスコヘッドセット 730は、最大 8個の異なる Bluetoothデバイスを保存でき、最大 2台のデ
バイスと同時に同時接続を維持することができます。

すでに 2つのアクティブな Bluetoothソースがある場合は、一方の Bluetoothデバイスを切断し
てから、別のBluetoothデバイスをヘッドセットに保存する必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 Bluetooth LEDが点滅するまで、電源/Bluetoothスイッチを 2秒間スライドさせて置いておきま
す。

ステップ 2 デバイスで Bluetoothを有効にします。

ほとんどのコールデバイスの [設定]メニューから、Bluetoothの有効化と無効化を行うことが
できます。

ステップ 3 [デバイス]リストからヘッドセットを選択します。
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ヘッドセットは、デバイスリストに Ciscoヘッドセット 730、それに続いてヘッドセットのシ
リアル番号の最後の 3桁として表示されます。

関連トピック

ヘッドセットのシリアル番号

Bluetooth LED

BluetoothLEDは、電源/Bluetoothスイッチ上部にある左のイヤーカップの背面にあり、ヘッド
セットの接続ステータスを示しています。

表 1 : Bluetooth LEDステータス

システムの状態ライトのステータス

Bluetoothが正常に接続

青色に点灯してから消灯

ペアリングモードのヘッドセット

青色に点滅

Ciscoヘッドセットアプリで Bluetooth接続を管理する

シスコヘッドセットモバイルアプリを使用して、ヘッドセット Bluetooth接続を管理すること
ができます。ヘッドセットでは、最大 8台の Bluetoothデバイスを保存して、同時に 2台のア
クティブな接続を維持できます。

手順

ステップ 1 モバイルデバイスで、シスコヘッドセットアプリを開きます。

ステップ 2 ホーム画面の下部にある [接続先（Connected to）]をタップします。

ステップ 3 接続または切断するデバイスを選択します。

使用シスコヘッドセット USB HDアダプタ
シスコヘッドセット 730には Bluetoothオプションを備えていないコールデバイスで使用する
ための USBアダプタが同梱されています。USB HDアダプタは、事前にヘッドセットにペア
リングされた状態で使用されます。電力が供給された USBポートに装着すると、アダプタが
自動的にヘッドセットに接続します。
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ヘッドセットの接続を解除する場合は、コールデバイスからアダプタを取り外します。USB
HDアダプタを取り外した後に、ヘッドセットが別のアクティブなBluetooth接続を受け付ける
のに約 10分かかります。また、ヘッドセットをオフにしてからもう一度オンにすると、新し
いデバイスをすばやくペアリングすることができます。

USBHDアダプタを使用してヘッドセットにファームウェアのアップデートをインストールす
ることはできません。

（注）

手順

ステップ 1 USB HDアダプタをお使いのデバイスに接続します。

ステップ 2 シスコヘッドセット 730をオンにします。

ステップ 3 Bluetoothデバイスリストから [Cisco HS USBアダプタ（Cisco HS USB Adapter）]を選択しま
す。

USB HDアダプタをヘッドセットにペアリングする

ヘッドセットの Bluetoothペアリングを消去したか、またはアダプタを交換する必要がある場
合は、USB HDアダプタを再度ペアリングすることができます。

手順

ステップ 1 選択したデバイスに USB HDアダプタを接続します。

ステップ 2 ペンまたはペーパークリップを使用して、USB HDアダプタのペアリングボタンを 4秒間押し
ます。ペアリングモードに入ると、アダプタの上にある青色の LEDが点滅します。

ステップ 3 ヘッドセット上で、スライドし、電源/Bluetoothスイッチを 2秒間押したままにします。アダ
プタとヘッドセットが自動的にペアリングされます。
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有効な Bluetoothソース間で切り替える
同時に最大 2つまでの Bluetoothデバイスをヘッドセットに接続できます。別のソースのコー
ルに応答すると、アクティブコールは、自動的に保留中になります。

手順

Bluetoothのソースを変更するには、音楽を再生するか、別の接続されたソースのコールに応答
します。

別の音楽ソースに切り替える前に、音楽の再生を一時停止します。（注）

ペアリングされたデバイスを削除する

ペアリングされているすべての Bluetoothデバイスをヘッドセットから消去できます。

これにより、ヘッドセットのメモリからシスコヘッドセット USB HDアダプタも消去されま
す。アダプタをヘッドセットに再ペアリングするには、USBHDアダプタをヘッドセットにペ
アリングする（7ページ）を参照してください。

（注）

手順

電源/Bluetoothスイッチをスライドし、9秒間長押しします。音声通知が有効になっている場
合、ヘッドセットはすべての Bluetoothデバイスを消去するときに音声プロンプトを再生しま
す。
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USB-Cケーブルを使用する
付属のUSB-Cケーブルを使用して、ヘッドセットをラップトップ、Cisco IP電話、またはCisco
Webex Deskデバイスに接続します。

手順

ステップ 1 USB-Cケーブルを左のイヤーカップの下部にあるポートに差し込みます。

ステップ 2 ケーブルのもう一方の端を目的のデバイスに接続します。

ステップ 3 電源/Bluetoothスライダーを上にスライドしてヘッドセットをオンにします。

ヘッドセット
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3.5 mmのオーディオケーブルを使用する
同梱されている 3.5 mm音声ケーブルを使用して、お使いのラップトップまたはモバイルデバ
イスにヘッドセットを接続します。音声ケーブルは、非ワイヤレスデバイスに接続する場合、

またはヘッドセットのバッテリー残量が低下している場合に使用できます。

3.5 mmケーブルを使用した場合、通話または音楽の再生を制御することはできません。接続
されている Bluetoothソースは、3.5 mmの音声接続よりも優先されます。

（注）

手順

ステップ 1 3.5 mm音声ケーブルを左のイヤーカップの下部にあるポートに差し込みます。

ステップ 2 ケーブルのもう一方の端をデバイスの 3.5 mmジャックに挿入します。

ヘッドセット電源

シスコヘッドセット 730バッテリ残量を確認する
ヘッドセットの電源をオンにすると、音声での通知によってバッテリ残量がアナウンスされま

す。通話時間が 1時間未満の場合は、ヘッドセットによって通知されます。

音声通知は、デフォルトでオンになっています。ヘッドセットの音声通知は、シスコヘッド

セットモバイルアプリで切り替えることができます。

（注）
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ファームウェアバージョンが1-7-0-138以降の場合、6時間操作しないと、バッテリ電力を節約
するためにヘッドセットが自動的にシャットダウンします。

手順

次のいずれかの操作を実行します。

•電源/Bluetoothスイッチを上へスライドさせて移動します。

ヘッドセットを装着している場合は、バッテリの残量が通知されます。

• Ciscoヘッドセットモバイルアプリを開きます。バッテリ残量がホーム画面に表示されま
す。

• Windows 10、Android、および iOSデバイスでは、Bluetoothデバイスリストでバッテリの
残量を確認できます。

電源/Bluetoothスイッチの下の LEDは、ヘッドセットのバッテリ残量を示します。

表 2 : LEDステータス

音声プロンプトバッテリの充電電源 LED

「バッテリ充電：高」通話時間が残り15時間以上。

「通話時間は残り [X]時間です。」通話時間が残り 15 ~ 5時間。

「通話時間は残り [X]時間です。」通話時間が残り 5時間未満。
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USB-Cケーブルを使用して Ciscoヘッドセット 730を充電する
ヘッドセットを充電するには、同梱の USB-Cケーブルを使用します。ヘッドセットを完全に
充電するのに約2.5時間かかります。ヘッドセットが充電されると、電源LEDが点滅してバッ
テリのステータスが表示されます。ヘッドセットが完全に充電されると、電源 LEDが緑の点
滅から緑の点灯に変わります。

表 3 :ヘッドセットの充電ステータス

充電ステータス電源 LED

フル充電

高

中

低

手順

ステップ 1 USB-Cケーブルを左のイヤーカップの下部にある USB-C充電ポートに挿入します。

ステップ 2 ケーブルの USB-Aの端を電力が供給されている USBポートに接続します。

Ciscoヘッドセット 730充電スタンドを組み立てる
シスコヘッドセット 730充電用スタンドは、ヘッドセット用の便利な充電とストレージオプ
ションを提供します。

ヘッドセット
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手順

ステップ 1 シスコのロゴを外側に向けて、クレードルを底部に取り付けます。充電用スタンドの部品は完
全に固定されます。

ステップ 2 同梱されている USBケーブルを充電スタンドの背面にあるポートに差し込みます。ケーブル
のもう一方の端を、電源が入っている USBポートに接続します。

ステップ 3 Ciscoヘッドセット 730を充電スタンドに置きます。ヘッドセットを正しく置くと、スタンド
の前面にある LEDが白色で点灯します。
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音声アシスタント
シスコヘッドセット 730から、モバイルデバイスやラップトップの Apple Siri、Googleアシス
タント、または Cortanaに簡単にアクセスできます。

一度に複数の音声アシスタントにアクセスするようにヘッドセットを設定することはできませ

ん。

（注）

シスコヘッドセット 730でモバイル音声アシスタントを有効にする
デフォルトでは、シスコヘッドセット 730は、Windows 10で音声アシスタント、Apple Siri、
Googleアシスタント、および Cortanaをサポートしています。シスコヘッドセットモバイル
アプリを使用して、音声アシスタントのサポートを有効または無効にすることができます。

始める前に

モバイルデバイスまたはラップトップが、Wi-Fiまたは携帯データネットワークに接続されて
いることを確認してください。

手順

右イヤーカップで、再生ボタンを 2回押します。

ヘッドセット
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Ciscoヘッドセットアプリで音声アシスタントを有効にする
シスコヘッドセットモバイルアプリを使用してシスコヘッドセット 730で音声アシスタント
機能を有効または無効にすることができます。

手順

ステップ 1 モバイルデバイスで、シスコヘッドセットを開いて、[設定（Settings）] > [全般（General）]
をタップします

ステップ 2 [音声アシスタントを有効にする（Enable voice assistant）]のオンとオフを切り替えます。

音声通知について
デフォルトでは、ヘッドセットはいくつかのアクティビティとシナリオの音声通知を再生しま

す。次の表に、関連付けられている音声メッセージの状況を示します。

表 4 :ヘッドセットの音声通知

音声プロンプトAction

「バッテリ充電：高」ヘッドセットのバッテリの通話時間は 15時間以
上です。

「通話時間は残り [X]時間です。」ヘッドセットのバッテリの通話時間は 15時間未
満です。

「着信があります。」着信があります。

「ミュート中です。」通話中にミュートボタンを押します。

「ミュート解除されました。」通話中にヘッドセットのミュートを解除します。

「ミュート中です。」通話中で自分がしゃべっていても、ヘッドセット

をミュートにできます。

「接続済みです。」ヘッドセットが、Bluetoothソースと接続されて
いる

「切断されました。」ヘッドセットが最初の Bluetoothソースから切断
される

「ビジーライトがオン。」アクティブなコールがないときに再生ボタンを長

押しします。
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音声プロンプトAction

「ビジーライトがオフ。」再生ボタンを押したままにすると、プレゼンス

LEDライトが非アクティブになります。

「コールが拒否されました。」コールボタンでコールを拒否できます。

「ペアリングモードです。Bluetoothデバイ
スの一覧から Ciscoヘッドセット 730を探
します。」

ヘッドセットはペアリングモードです。

「ヘッドセットはオンです。」ヘッドセットをオンにします。

「ヘッドセットはオフです。」ヘッドセットをオフにします。

「すべての Bluetoothデバイスレコードを
消去するには、[Bluetooth]ボタンを長押し
します。」

すべての Bluetoothデバイスを消去しています。

「Bluetoothレコードが消去されました。」ヘッドセットの Bluetoothメモリを消去します。

「デスクフォンが接続されました」ヘッドセットが Cisco IP電話に接続します

「デスクフォンが切断されました。」ヘッドセットが Cisco IP電話から切断されます

「Cisco USBアダプタが接続されました」ヘッドセットが USBアダプタに接続されます

「Cisco USBアダプタが切断されました」ヘッドセットが USBアダプタから切断されます

「コンピューターに接続されました」ヘッドセットがコンピュータに接続されます

「コンピュータが切断されました」ヘッドセットがコンピュータから切断されます

「携帯電話に接続されました」ヘッドセットが携帯電話に接続します

「携帯電話が切断されました」ヘッドセットが携帯電話から切断されます

「デバイスに接続されました」ヘッドセットが不明なデバイスに接続します

「デバイスが切断されました」ヘッドセットが不明なデバイスから切断されます

ヘッドセット通知をカスタマイズする

ヘッドセットで再生する音声通知をカスタマイズすることができます。

ヘッドセット
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手順

ステップ 1 Ciscoヘッドセットアプリで、ヘッドセットを選択し、[設定（Settings）]> [Audible Notification
（オーディオ通知）]を押します。

ステップ 2 変更する通知設定を選択します。変更内容は自動的に保存されます。

関連トピック

音声通知について（15ページ）

通知言語を変更する

Ciscoヘッドセットモバイルアプリから音声通知言語を変更できます。利用可能な言語として
は、中国語（北京語）、英語（米国）、英語（英国）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、

日本語、韓国語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語、スペイン語が含まれます。

新しい言語を選択すると、ヘッドセットがリセットされます。リセットが完了する前に、ヘッ

ドセットを範囲外に移動したり、オーディオソースを変更したり、USB-Cまたは 3.5 mmケー
ブルを接続したりしないでください。

手順

ステップ 1 Ciscoヘッドセットアプリで、ヘッドセットを選択し、[設定（Settings）] > [音声通知（Audio
Notification） > [言語（Language）]を押します。

アプリに [言語（Language）]メニューが表示されない場合は、ヘッドセットの管理
者にお問い合わせください。

（注）

ステップ 2 ヘッドセットで聴きたい言語を選択します。

ステップ 3 [続行（Continue）]を選択します。
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