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1. ようこそ
Jabra Speak 750 をご利用いただき、  
誠にありがとうございます。

Jabra Speak 750 の特長
• 音楽と通話に臨場感あふれるサウンド
• 直感的なプラグアンドプレイ接続 - USB または 

Bluetooth アダプターでコンピュータに、 
Bluetooth でスマートフォンとタブレットに接続

• 軽量デザイン、保護ポーチ、最高 11 時間のバッ
テリー持続時間

• 柔軟でスケーラブルな会議のため、専用のリンク
ボタンで 2 台の Jabra Speak 750 デバイスをペ
アリング

• 専用の Microsoft Teams ボタン*
• プラグアンドプレイで Microsoft Teams と 

Skype for Business に認定

*ボタンの機能は Microsoft Teams デスクトップアプリケーシ
ョンによって異なります。
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2. 概要

 
jabra

USB ケーブル テーブルスタンドと 
Bluetooth アダプタ

ーストレージ

jabra

Jabra Link 370 
Bluetooth アダプ

ター

ポーチ

電源オン/ 
オフボタン

通話への応答ボ
タン

通話の終
了ボタン

リンクボタン

音量アップ
ボタン
Microsoft 
Teams ボタン 

ミュートボタン

音量ダウンボ
タン

バッテリーステ
ータスボタン

Bluetooth ボ
タン

マイク



7

日日
日

3. 使用場所
3.1 小規模会議室

最適な音質を得るため、スピーカーフォンを各出
席者から 0.5m ～ 2.3m の距離でテーブルの中央
に置きます。1 台の Jabra Speak 750 は 6 名まで
の使用に最適です。

0.5m - 2.3m
1.6ft - 7.5ft
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3.2 中規模会議室

1 つの部屋に 12 名までの出席者がいる大きな会
議では、2 台の Jabra Speak 750 デバイスを 0.5m 
～ 4m 離して配置します。テーブルの両端の出席
者から 0.5m ～ 2.3m の距離に配置すると、最適
な音質で利用できます。

0.5m-4m
1.6ft-13ft

2 台の Jabra Speak 750 デバイスの音声を一時的
に接続するには、両方のスピーカーフォンが 4m の
範囲内にある場合に、両方のリンクボタンをタッ
プします。

jabra jabra

0.5m-4m
1.6ft-13ft

0.5m ～ 4m

0.5m ～ 4m
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3.3 デスク

Jabra Speak 750 をデスクで使用する場合、テー
ブルスタンドを使用して、スピーカーフォンを縦に
置くことを推奨します。より豊かな音楽とメディア
体験のために、オーディオをユーザーの方向に向
けます。また、2 台の Jabra Speak 750 デバイスを
相互にリンクしてステレオサウンドにすることもで
きます。
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3.4 ステレオメディア

会議でステレオメディアの表示や視聴を行う場
合、またはデスクで音楽やメディアを再生してい
る場合、2 台の Jabra Speak 750 デバイスをプロ
ジェクタまたはモニターの両側に配置するとステ
レオサウンドになります。

2 台の Jabra Speak 750 デバイスの音声を一時的
に接続するには、両方のスピーカーフォンが 4m 
の範囲内にある場合に、両方のリンクボタンをタ
ップします。

jabra jabra

Max 4m/13ft最大 4m
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4. 充電方法
4.1 USB 充電

付属の USB ケーブルを使って USB 電源に Jabra 
Speak 750 を接続します。Jabra Speak 750 のバ
ッテリーの通話時間は、最大 11 時間で、完全に
充電するには約 3 時間かかります。

jabra

4.2 自動電源オフ

切 断 時 に バッテリーを 維 持するため 、J a b r a 
Speak 750 は 15 分以上 Bluetooth 対応デバイス
に接続されていないと、自動的に電源がオフにな
ります。 

Bluetooth 対応デバイスに接続され、電源に接続
されていない場合、Jabra Speak 750 は 8 時間後
に自動的に電源がオフになります。
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4.3 バッテリーステータス

現在のバッテリーステータスを見るには、バッテリ
ーステータスボタンをタップします。Jabra Speak 
750 の端の LED が点灯して、現在のバッテリーステ
ータスを示します。

バッテリー残量中

バッテリー残量低
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5. 接続方法
5.1 コンピュータへの接続 (Bluetooth ア

ダプター)

コンピュータの USB ポート に Jabra Link 370 
Bluetooth アダプターを接続します。Jabra Speak 
750 および Jabra Link 370 Bluetooth アダプター
はあらかじめペアリングされており、開封後すぐ
使用できます。Bluetooth の接続範囲は最大 30 
メートルです。初めて使用する前に、USB ケーブル
をコンピュータに接続してスピーカーフォンを起動
します。

Jabra Speak 750 を正しく動作させるには、Jabra 
Link 370 Bluetooth アダプターを、ご使用のオペ
レ ー テ ィン グ システム の オ ー デ ィオ 設 定 と 
Microsoft Teams のオーディオ設定で再生および
録音デバイスとして設定する必要が生じる場合が
あります。

jabra
jabra
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Jabra Speak 750 を Jabra Link 370 Bluetooth ア
ダプターと再度ペアリングする場合には、Jabra 
Direct を使用してください。Jabra Direct は 
jabra.com/direct でダウンロードできます。

5.2 コンピュータへの接続 (USB ケーブル)

コンピュータの USB ポートに Jabra Speak 750 
を接続します。初めて使用する前に、USB ケーブ
ルをコンピュータに接続してスピーカーフォンを起
動します。

Jabra Speak 750 を、ご使用のオペレーティングシ
ステムのオーディオ設定と Microsoft Teams のオ
ーディオ設定で再生および録音デバイスとして設
定する必要が生じる場合があります。

jabra
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5.3 スマートフォンまたはタブレットとの
接続

Bluetooth ボタンを 2 秒間押し続け、音声ガイダ
ンスの指示に従い、スマートフォンまたはタブレッ
トに接続します。Bluetooth の接続範囲は最大 
10 メートルです。初めて使用する前に、USB ケー
ブルをコンピュータに接続してスピーカーフォンを
起動します。

切断または再接続するには、Bluetooth ボタンを
再度タップします。

jabra
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6. 使用方法 

6.1 ボタンの表示

ボタンはバックライトに照らされ、スピーカーフォ
ンの電源がオンのときにのみ表示されます。アク
ティブでない状態が 1 分間継続すると、ボタンは
見えなくなり、ボタンのある場所をタップすると、
また表示されます。

Microsoft Teams ボタン、リンクボタン、ミュート
ボタンは特定の状況で表示されます (詳細はセク
ション 6.4 と 6.5 を参照)。

電源オン/オフ
ボタン

通話への応答ボ
タン

通話の終了ボ
タン

リンクボタン

音量アップ
ボタン
Microsoft 
Teams ボタン 

ミュートボタン

音量ダウン
ボタン

バッテリーステ
ータスボタン

Bluetooth ボ
タン

マイク
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6.2 一般的な使用

操作 手順

電源オン/オフ 電源 ボタンを 1 秒間押し
続ける

通話への応答 通話への応答ボタンをタ
ップ

通話の終了/拒否 通話の終了ボタンをタップ

音声ガイダンスのオ
ン/オフ

通話の終了ボタンを 8 秒間
押し続ける

音量ダウン/アップ 音量アップまたは音量ダウ
ンボタンをタップ (し続ける)

マイクのミュート/ミ
ュート解除

ミュートボタン (通話中に
のみ表示) をタップ

バッテリーステー
タス

バッテリーステータスボタ
ンをタップ

Bluetooth 対応デ
バイスへの接続

Bluetooth ステータスボタ
ンをタップ
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操作 手順

2 台の Jabra Speak 
750 デバイスの
接続

リンクボタン (もう 1 台の 
Jabra Speak 750 が 4m の
範囲にある場合にのみ表示) 
をタップ

Microsoft Teams 
をコンピュータで手
前に表示

Microsoft Teams ボタン* 
(Microsoft Teams にログイ
ン中にのみ表示) をタップ

実行中の Microsoft 
Teams 会議への
参加

Microsoft Teams ボタン* 
(Microsoft Teams にログイ
ン中にのみ表示) をタップ

Microsoft Teams 
の不在着信とボイ
スメールの表示

Microsoft Teams ボタン* 
(Microsoft Teams にログイ
ン中にのみ表示) をタップ

*ボタンの機能は Microsoft Teams デスクトップアプリケーシ
ョンによって異なります。

6.3 複数通話の処理

操作 手順

現在の通話を保留にして
着信に応答する

通話への応答ボタン
をタップ

保留と応答を切り替える 通話への応答ボタン
をタップ

着信を拒否し現在の通話
を継続する

通話の終了ボタンを
タップ
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6.4 リンクボタン

2 台の Jabra Speak 750デバイスの音声を一時的
に接続するには、両方のスピーカーフォンが 4m の
範囲内にある場合に、両方のリンクボタンをタッ
プします。リンクボタンは 2 台のJabra Speak 750 
デバイスが 4m の範囲内にある場合にのみ表示さ
れます。

 

jabra jabra

Max 4m/13ft

スピーカーフォンの接続を解除するには、1 台のス
ピーカーフォンのリンクボタンをタップします。

注意：Bluetooth 接続を使用して 2 台の Jabra 750 デバイスを
リンクします。各 Speak 750 では 2 台のアクティブな Bluetooth 
接続のみが持てます。2 台の Bluetooth 対応デバイスが現在 1 
台の Jabra Speak 750 デバイスに接続されている場合、最後に
接続した Bluetooth 対応デバイスが一時的に Jabra 750 リンク
になります。Jabra 750 デバイスのリンクが解除されると、一時
的に代替されされていた Bluetooth 対応デバイス接続が回復し
ます。

最大 4m
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6.5 Microsoft Teams ボタン

Microsoft Teams ボタンは、Jabra Speak 750 が
コンピュータに接続され、Microsoft Teams にロ
グインしている場合にのみ表示されます。ボタン
の動作は Microsoft Teams の現在の状態によっ
て異なります。 

jabra

MICROSOFT TEAMS 
の LED LED の意味

点灯した
紫色 LED Microsoft Teams に接続済み

点灯した
紫色 LED 
および点
滅する白
色 LED

通知
• Microsoft Teams 会議への

参加準備完了
• Microsoft Teams への不在

着信あり
• Microsoft Teams ボイス

メール

Microsoft Teams の LED は一度に 1 つの通知のみを示すこと
ができます。Microsoft Teams ボタンでは最後に受信した通知
の操作ができます。
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Microsoft Teams 会議への参加
予定されている Microsoft Teams 会議に誰かが
参加して開始すると、Microsoft Teams ボタンの
隣にある白色 LED が点滅します。会議に参加する
には Microsoft Teams ボタンをタップします。 
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Microsoft Teams の不在着信とボイスメー
ルの表示
Microsoft Teams に不在着信とボイスメールがあ
る場合、Microsoft Teams ボタンの隣にある白色 
LED が点滅します。Microsoft Teams ボタンをタ
ップして、コンピュータに不在着信とボイスメール
のリストを表示します。
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Microsoft Teams を手前に表示
Microsoft Teams が実行中で最小化されている
場合、Microsoft Teams ボタンをタップすると最
大化され、コンピュータの手前に表示されます。
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6.6 音声ガイダンス

音声ガイダンスは、通話の終了ボタンを 8 秒間押
し続けて、オン/オフを切り替えることができま
す。

jabra

6.7 共有使用

Jabra Speak 750 が Bluetooth を使用して多数の
ユーザーで共有されている場合、Jabra Direct で
設定可能な共有使用を有効にすることを推奨しま
す。共有使用を有効にすると、スピーカーフォンは
前に接続されていたスマートフォンまたは Jabra 
Link 370 Bluetooth アダプターに自動的に接続さ
れません。Bluetooth 対応デバイスは、スマートフ
ォンが動作範囲から出たり、オン・オフを切り替
えるたびにスピーカーフォンとペアリングする必要
が生じます。

スマートフォンまたは Jabra Link 370 Bluetooth ア
ダプターをスピーカーフォンにペアリングするに
は、スピーカーフォンの Bluetooth ボタンを 2 秒間
押し続けて、音声ガイダンスの指示に従います。
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6.8 工場出荷時のデフォルトへのリセット

Jabra Speak 750 をリセットすると、ペアリングし
た Bluetooth 対応デバイスのリストが消去され、
個人設定もすべて消去されます。工場出荷時のデ
フォルトへのリセット後、Jabra Speak 750 を 
Bluetooth 対応デバイスと Jabra Link 370 
Bluetooth アダプターに再度ペアリングする必要
があります。

工場出荷時のデフォルトへリセットするには、「デ
フォルトにリセット」がスピーカーフォンから聞こ
えるまで、通話への応答 ボタンと通話の終了ボタ
ンを 8 秒間押し続けます。

jabra
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7. ソフトウェアとファー
ムウェア

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct は、Jabra デバイスの最適な機能を
サポートしたり管理を可能にするためのコンピュ
ータソフトウェアです。

無料の最新バージョンを jabra.com/direct からダウンロード

7.2 ファームウェアの更新

ファームウェアのアップデートによって、パフォー
マンスが向上し、Jabra 機器に新機能を追加でき
ます。

1. USB ケーブルまたは Jabra Link 370 Bluetooth 
アダプターを使ってコンピュータに Jabra Speak 
750 を接続します。

2. Jabra Direct を使用して、最新のファームウェア
アップデートがないか確認します。Jabra Direct 
は jabra.com/direct でダウンロードできます。
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8. サポート
8.1 よくある質問（FAQ） & 技術仕様

よくある質問、認定、技術仕様については、jabra.
com/help/speak750 をご覧ください。

8.2 Jabra 機器の取り扱い方法

• Jabra Speak 750 は屋内の使用のみに適してい
ます。

• 極端な温度（40°C を超える、または -40°C 未満）
での保管は避けてください。

• Jabra Speak 750 を雨などの液体に晒さないよ
うにしてください。

• シールやラベルで Jabra Speak 750 のスピーカ
ーのメッシュとボタンを覆わないでください。


