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1. ようこそ
Jabra Engage 65 をご利用いただき、誠にありが
とうございます。

Jabra Engage 65 の特長
•	 自在な接続

デスクホンとコンピュータに接続

•	 世界最軽量の DECT ヘッドセット 
18 g　（コンバーチブル）

•	 雑音を回避
内蔵ビジ  ーライト

•	 一日中使用
最大 13 時間の通話時間 (ステレオ/モノラル) 
最大 9 時間の通話時間 (コンバーチブル)

•	 オフィスのどこでも通話
最大 150 mの動作範囲  
(ステレオ/モノラル)
最大 100 m の動作範囲 (コンバーチブル)

•	 機密通話を保護 
DECT AES 128 ビットの暗号化
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2. 同梱物
Jabra Engage 65 には、ステレオ、モノラル、コン
バーチブルの 3 つのヘッドセットスタイルをご用
意しています。  

2.1 ステレオモデル 

ステレオヘッ
ドセット

ベース

Micro-USB 
ケーブル

電源.
ケーブル

電話.
ケーブル
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2.2 モノラルモデル 

モノラルヘッ
ドセット

ベース

Micro-USB 
ケーブル

電源.
ケーブル

電話.
ケーブル
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2.3 コンバーチブルモデル 

コンバーチブルヘッ
ドセット

ベース

  

イヤージェル
(ループまたはノーマル)

イヤーフック
(M と L)

Micro-USB ケーブル電源.
ケーブル

電話ケーブル

  

注意：L サイズのイヤーフックとノーマルのイヤージェルがヘッドセットに事前に
取り付けられています。
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3. 装着方法
3.1 ステレオ/モノラルヘッドセット

ヘッドセットはマイクを左右どちらにしても装着で
きます。
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3.2 コンバーチブルヘッドセット 

ヘッドセットは左右どちらの耳でも使用できま
す。

3.3 コンバーチブルヘッドセットのイヤー
ジェルの変更方法

ノーマル

ループ
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3.4 コンバーチブルヘッドセットのイヤーフ
ックの変更方法

M

L

点が 1 つあるイヤーフックは M サイズで、点が 2 つ
あるイヤーフックは L サイズです。

イヤーフックは柔軟で、ぴったりと快適にフィットす
るように耳に合わせて曲げることができます。



11

日日
日

4. 充電方法
4.1 電源への接続

付属の電源ケーブルを使ってベースを電源に接続
します。

ベースを電源に接続する前に、電話またはコンピ
ュータのケーブルを接続することを推奨します (
詳細は第 5 章を参照)。
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4.2 ヘッドセットの充電

ヘッドセットは、電源に接続されているベースにド
ッキングすると、いつでも充電されます。  ヘッド
セットのステータスの LED とベースのバッテリー
アイコンが点滅して、ヘッドセットが充電中である
ことを示します。 

バッテリー持続時間は、ステレオ/モノラルのヘッ
ドセットでは最高 13 時間、コンバーチブルヘッド
セットでは最高 9 時間です。 

すべてのヘッドセットは、完全に充電するのに高
速充電で約 1.5 時間かかります。約 30 分で 40% 
のバッテリーが充電できます。
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4.3 ヘッドセットのパワーナップ

バッテリーを節約するため、30 分間ドッキングさ
れず、移動も使用もされていないと、ヘッドセット
は自動的にオフになります。 

パワーナップを解除するには、ヘッドセットを動
かす (ヘッドセットにはモーションセンサーが内
蔵) か、ヘッドセットのボタンをどれか押すか
（Jabra Direct で設定する必要があります）、ベ
ースにヘッドセットをドッキングします。

Jabra Direct を使用してパワーナップを永久にオ
フにすることができます。
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5. ペアリング方法
5.1 ヘッドセットポートを使用したデスク

ホンへの接続

このタイプのデスクホンには、専用のヘッドセット
ポートがあります。通常、デスクホンの受話器とヘ
ッドセット間を切り換えるためのボタンがフロン
トパネルにあります。

1. 付属の電話ケーブルをベースの  が示されて
いるポートと、デスクホンのヘッドセットポートに
接続します。

2. 付属の電源ケーブルを使ってベースを電源に接
続します。

注意：特定のデスクホンの詳細な手順については、 
www.jabra.com/compatibilityguide を参照してください。
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5.2 ヘッドセットポートを使用しないデス
クホンへの接続

このタイプ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. ヘッドセットケーブルをデスクホンの受話器ポー
トから切断し、ベースの  ポートに接続しま
す。

2. 付属の電話ケーブルをベースの  が示されて
いるポートと、デスクホンの受話器ポートに接続
します。

3. 付属の電源ケーブルを使ってベースを電源に接
続します。

注意：特定のデスクホンの詳細な手順については、 
www.jabra.com/compatibilityguide を参照してください。
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5.3 コンピュータへの接続

1. 付属の Micro-USB ケーブルをベースの  が
示されているポートと、コンピュータの空いてい
る USB ポートに接続します。

2. 付属の電源ケーブルを使ってベースを電源に接
続します。

3.Jabra Engage 65 が、ご使用のオペレーティング
システムのサウンド設定の既定の再生デバイス
と録音デバイス、または優先ソフトホン (Skype 
for Business など) に設定されていることを確認
します。jabra.com/direct から、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。
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6. 使用方法 
6.1 ステレオ/モノラルヘッドセットの概要

6.2 コンバーチブルヘッドセットの概要

ミュート.
ボタン

ビジーライト

音量ボタン

音量ボタン

通話ボタン

ステータスと 
ビジーライト 

LED

ステータスとビジーライ
ト LED

ミュート
ボタン

音量ボタン

音量ボタン

通話ボタン
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6.3 ベースの概要

ヘッドセット
ステータス

コンピュータ
のステータスデスクホンの 

ステータス

通話への
応答 

ミュート

通話の終了/
拒否 

バッテリー 
ステータス

会議 (追
加ヘッドセ
ット)
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6.4 ベースステータス LED

  着信通話 
  通話中
  通話ミュート中
  通話結合済み

  着信通話 
  通話中
  通話ミュート中
  通話結合済み
  通話保留中

  バッテリー充電中（点滅）
  バッテリー残量高 
  バッテリー残量中
  バッテリー残量低
  バッテリー残量非常に低下 

(点滅)

  電話会議
  追加ヘッドセットの 

ペアリング中 (点
滅)

  ターゲット電話機はデスクホン
  デスクホンへの着信 (点滅)
  デスクホンで通話中
  デスクホンで通話保留中

  ターゲット電話機はコンピュータ
  コンピュータへの着信 (点滅)
  コンピュータで通話中
  コンピュータで通話保留中

  ヘッドセットはドッキング解除
  着信通話 
  通話中
  通話ミュート中
  通話保留中
  通話結合済み

  マイクミュート
 	 マイクミュート

解除
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6.5 音声コマンド言語の変更方法

ヘッドセットの音声コマンドには、英語、ドイツ
語、フランス語、日本語、スペイン語の 5 ヶ国語が
使用できます。

言語を変更するには:
1. 通話中でない状態で、ヘッドセットの音量ボタ

ンを 2 秒間押して、音声ガイダンスの設定メニ
ューにアクセスします。使用可能な最初の設定
は音声コマンドの言語です。

2. 音量ボタンを押して、使用可能な言語を切り替
えます。

3. 通話ボタンを押して、言語を受け入れます。
4. ヘッドセットの音量ボタンを 2 秒間押して、音声

ガイダンスの設定メニューを終了します。ベース
が再起動し、新しい設定が保存されます。
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6.6 デスクホン通話のマイク音量の調整
方法

デスクホンのマイク音量を調整するには、ベース
底部にある  または  ボタンを押します。
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6.7 デスクホンの発信音の確認方法

デスクホンから発信音が聞こえない場合、発信音
スイッチ設定の変更が必要な場合があります。 

発信音スイッチはベースの底部にあります。ヘッド
セットの発信音が聞こえるまで、先の尖った物で
スイッチを異なる設定に回転させます。デフォルト
設定は A です。
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6.8 新しい一次ヘッドセットの追加方法

新しい一次ヘッドセットをベースに追 加するに
は、3 通りの方法があります。

A) 現在の一次ヘッドセットがベースの動作範囲内
にないか、オフになっている場合は、新しいヘッド
セットをベースにドッキングします。これで、一次ヘ
ッドセットになります。ベースの会議およびヘッド
セットのステータス LED が点滅し、新しいヘッド
セットが一次ヘッドセットになったことを示しま
す。

B) 現在の一次ヘッドセットがベースの動作範囲内
にあり、電源がオンで、ベースが通話中でない場
合は、新しいヘッドセットをベースにドッキング
し、会議およびヘッドセットのステータス LED が
ベースで点滅し、これが一次ヘッドセットになった
ことを示すまでヘッドセットの通話ボタンを 1 秒
間押します。

C) Jabra Direct の簡単ペアリングが有効で、現在
の一次ヘッドセットが通話中でない場合は、ベー
スに新しいヘッドセットをドックします。これで、
一次ヘッドセットになります。ベースの会議および
ヘッドセットのステータス LED が点滅し、新しい
ヘッドセットが一次ヘッドセットになったことを示
します。
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6.9 リセット方法

ヘッドセットとベースをリセットすると、すべての設
定がリセットされます。

3 秒

リセットするには：
1. ベースにヘッドセットをドッキングします。
2. ベースの通話の応答ボタンと終了ボタン 
(Answer/End	call) を同時に 3 秒間押します。
ヘッドセットとベースが再起動し、すべての設定
がデフォルト値に戻ります。

ベースとヘッドセットは Jabra Direct を使用しても
リセットできます
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7. 通話の発信方法 
7.1 基本的な通話の使用

機能 操作

電源オン
ヘッドセットの通話ボタンを
押すか、ヘッドセットをベース
からドッキング解除します

電源オフ 通話ボタンを約 4 秒間押
します

通話への応答
通話ボタンを押すか、ヘッドセ
ットをドッキング解除するか、
ベースの  をタップします

通話の終了
通話ボタンを押すか、ヘッドセ
ットをドッキングするか、ベー
スの  をタップします

通話の拒否 通話ボタンを 2 度押すか、ベ
ースの  をタップします

ターゲット電話
機の切り替え

ヘッドセットをドッキング解
除し、通話ボタンを 1 秒間
押します
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音量の調整

音量ボタンを押します。 

コンバーチブルヘッドセット
は、モーションセンサーを使
用して、ヘッドセットの向き
に応じて、どのボタンが音量
アップか、音量ダウンかを検
出します

ビジーライトの
切り替え

両方の音量ボタンを同時に
押します

音声ガイダンス
の設定メニュー
にアクセス

両方の音量ボタンを同時に 3 
秒間押します

マイクのミュ
ート/ミュート
解除

ミュートボタンを押します 
(ステレオ/モノラルヘッド
セット)

マイクのミュ
ート/ミュート
解除

ミュートボタンを押します 
(コンバーチブルヘッドセット)
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7.2 通話の結合

着信通話を現在の通話中の通話に結合できま
す。

通話を結合するには:
1. ヘッドセットの通話ボタンを 2 秒間押すか、ベ

ースの  を押して、着信通話に応答します。現
在通話中の通話が保留になります。

2.  を 2 秒間押して通話を結合します。

通話を結合解除するには、ベースの  を 2 秒間
押します。

結合した通話を終了するには、ヘッドセットをド
ッキングするか、ヘッドセットの通話ボタンを押
します。
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7.3 電話会議

ヘッドセットの電話会議への追加
会議用に最大 3 台の追加ヘッドセットを 1 つのベ
ースに接続できます。

一次ヘッド
セット

一次ヘッドセ
ット

追加ヘッド
セット

1. 一次ヘッドセットをドッキング解除します。
2. ベースに追加するヘッドセットをドッキングしま

す。ベースとのペアリングを試行します。
3. 音声コマンドが一次ヘッドセットで再生されま

す。一次ヘッドセットの通話ボタンを押し、会議
に追加のヘッドセットを受け入れます。これで、
音声がヘッドセット間で共有されるようになり
ます。

デフォルトでは、追加ヘッドセットはミュートにな
ります。

注意：Jabra Engage 75 ヘッドセットは電話会議で使用できま
す。ヘッドセットの電話会議への追加のセクションを参照して
ください。
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ドッキングしないヘッドセットの電話会議
への追加
ヘッドセットをドッキングすることなく、最大 3 台
の追加ヘッドセットを 1 台のベースに接続できま
す。

1. 一次ヘッドセットをドッキング解除します。
2. 通話ボタンを 4 秒間押して、追加のヘッドセッ

トの電源をオフにします。
3. ベースの  を 3 秒間押します。ベースの会議の 

LED が点滅します。
4. ヘッドセットのステータスの LED が青色に点滅

するまで通話ボタンを 5 秒間押して追加のヘッ
ドセットをペアリングモードにします。

5. 音声コマンドが一次ヘッドセットで再生されま
す。一次ヘッドセットの通話ボタンを押し、会議に
追加のヘッドセットを受け入れます。これで、音声
がヘッドセット間で共有されるようになります。 

デフォルトでは、追加ヘッドセットはミュートにな
ります。

注意：Jabra Engage 75 ヘッドセットは電話会議で使用できま
す。
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電話会議の終了または退出
すべてのヘッドセットの通話を終了するには、一次
ヘッドセットの通話ボタンを押すか、一次ヘッドセ
ットをベースにドッキングします。

追加のヘッドセットは、ヘッドセットの通話ボタン
を押すか、（追加のヘッドセットのベースではな
く） 一次ヘッドセットのベースに追加のヘッドセッ
トをドッキングして、会議から退出できます。電話
会議は他のすべてのヘッドセットで続けられま
す。

常設会議モード
デフォルトでは、通話が終了すると、すべての追加
ヘッドセットで会議が自動的に終了します。 

Jabra Direct でこの設定を変更すると、一次ヘッ
ドセットがドッキングされるまで、追加のヘッドセ
ットで会議を続けることができます。
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7.4 デスクホンからヘッドセットへの通話
の転送

通話を転送するには:
1. デスクホンをベースのターゲット電話機として

選択します。
2. ベースからヘッドセットを持ち上げるか、ヘッド

セットの通話ボタンをタップします。通話音声
がデスクホンの受話器からヘッドセットに転送
されます。必要な場合は、デスクホンのヘッドセ
ットボタンを押し、通話が終了するまで、デスク
ホンの受話器を切らないでください。
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7.5 ヘッドセットからデスクホンへの通話
の転送

ヘッドセットからデスクホンに通話を転送するに
は、デスクホンの受話器を持ち上げてから、ヘッド
セットをベースにドッキングします。 

ベースがデスクホンの受話器ポートに差し込まれ
ている場合は、通話音声がヘッドセットからデス
クホンに転送されます。または、デスクホンのヘッ
ドセットボタンを押します。
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7.6 複数通話の処理

ヘッドセットとベースは、複数の通話に同時に応
答して、処理することができます。

複数通話の処理

着信に応答し、現在の通話を保留
にする ベースの  をタップ

保留と応答を切り替える ベースの  をタップ

通話中に別の着信を拒否する ベースの  をタップ
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8. 設定の変更方法
ヘッドセットと電話の設定は、音声ガイダンスの
設定メニューを使用して変更できます。

また、すべての設定は、コンピュータで Jabra 
Direct を使用して変更することもできます。Jabra 
Direct を jabra.com/direct からダウンロードしま
す。

メニューのナビゲーション

音声ガイダンス
の設定メニュー
にアクセス

音量アップボタンと音量ダ
ウンボタンを同時に 3 秒間
押します

設定オプション
間の移動

音量アップまたは音量ダウ
ンボタンを押します。

音声ガイダンス
の設定メニュー
の終了

音量アップボタンと音量ダ
ウンボタンを同時に 2 秒間
押します

設定オプション
の受け入れ

通話ボタンを押して、通知さ
れた設定オプションを受け
入れます。次の設定に移動
します
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設定

Voice prompt 
language (音声
コマンド言語)

ヘッドセットの音声言語を
5 カ国語のリストから選択します

Voice prompts  
(音声コマンド) 選択すると音声コマンドが有効になります

Mute reminder 
tone (ミュート時
の通知音)

選択すると、マイクがミュートのときに
音声による通知が定期的に
聞こえます

Desk phone 
ringtone (デ
スクホンの着
信音)

デスクホンの着信音を選択します

Desk phone 
ringtone 
volume (デスク
ホンの着信音
音量)

デスクホンの着信音音量を選択します

Softphone 
ringtone (ソフト
ホンの着信音)

ソフトホンの着信音を選択します

Softphone 
ringtone 
volume (ソフト
ホンの着信音
音量)

ソフトホンの着信音音量を選択します

Range or 
density (動作範
囲または設置
台数)

動作範囲を向上させるためか、設置台数を
向上させるためにベースを最適化するか
を選択します

Hook lifter type 
(フックリフター
のタイプ)

フックリフターのタイプを選択します

Default phone 
(デフォルトの
電話)

デフォルトの電話のタイプを選択します
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9. Jabra Direct
Jabra Direct は、Jabra デバイスの最適な機能の
サポート、管理、実現のためのコンピュータのソフ
トウェアです。

jabra.com/direct からダウンロード

9.1 ファームウェアアップデート

ファームウェアアップデートがある場 合、Ja b r a 
Direct から通知されます。 

http://jabra.com/direct
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10. サポート
10.1 よくある質問（FAQ)

jabra.com/engage でよくある質問を参照してくださ
い。

10.2 デバイスの取り扱い方法

• ヘッドセットは常に -5°C ～ 45°C で保管
するようにしてください。

• バッテリーを充電しないでヘッドセットを
長期間 (最大 3 ヶ月) 保管しないでください。

• ヘッドセットまたはベースが汚れたら、き
れいな水で湿らせた柔らかで糸くずの出ない布
でクリーニングしてください。

10.3 アクセサリーの交換

交換用または追加のアクセサリーは jabra.com/
accessories でオンライン購入できます。 
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