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Jabra Elite 85e – 技術仕様書

仕様

Jabra Elite 85h 
SmartSound による最高のワイヤ
レス通話と音楽体験のために誕生* 
• SmartSound: 周囲に合わせてオーディオを自動調整
•	高性能アクティブノイズキャンセリング (ANC) による優れたサウンド
•	卓越したクリアな音楽のための専用スピーカー
• 1回の充電で最大 36 時間のバッテリー (ANC をオンにして) 
•	 優れた通話体験を実現する発達した 8 マイクテクノロジー
• Amazon Alexa**、Siri®、Google Assistant™** にワンタッチでアクセス。
•	認定防滴性による耐久性で、防滴防塵に対する 2 年間保証***

• Jabra Sound+ アプリとペアリングして、設定のカスタマイズなど SmartSound 機能を利用

© 2019 GN Audio A/S.All rights reserved.
® Jabra は GN Audio A/S の登録商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、
GN Audio A/S はライセンスによりこれらの商標を使用する許可を受けています。 Ja
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オーディオ アクティブノイズキャンセリング (ANC) デジタルハイブリッド ANC を 8 個中 4 個のマイクに採用
パッシブノイズキャンセリング ○
発信音信号のノイズ低減 ○、高度な通話技術を 8 個中 6 個のマイクに採用
ウィンドノイズ低減 ○
音声アシスタントへのアクセス ○、100% ハンズフリー
SmartSound による適応型オーディオ ○
スピーカーサイズ ø40mm
スピーカー周波数範囲 10Hz ～ 20kHz
スピーカー帯域幅音楽モード 10Hz ～ 20kHz
スピーカー帯域幅通話モード 150Hz ～ 6800Hz
マイクのタイプ 6 x MEMS、2 x ECM
マイク感度 MEMS (-26dBV/Pa)、ECM フィードバック (-32dBV/Pa)、MEMS フィードフォワード (-35dBV/Pa)
マイク周波数範囲 MEMS (100Hz ～ 8kHz)、ECM フィードバック (200Hz ～ 8kHz)、MEMS フィードフォワード (13Hz ～ 

8kHz)
マイク帯域幅 MEMS、ECM フィードバック、MEMS フィードフォワード (8KHz)

フィット & 快
適性 

フォームファクタ オーバーイヤーヘッドホン

オンイヤー検出 ○、自動再生と一時停止、通話への応答とミュート用
バッテリー 音楽と通話時間 最大 41 時間 (ANC をオフにして) / 最大 36 時間 (ANC をオンにして)

待機モード ○
待受時間 >1 年 (72 時間後に自動的に電源をオフ)
充電時間、専用USB 充電器 (500mA) でのフル充電 2.5 時間
USB 充電器 (500mA) での 15 分の充電後 最大 5 時間

接続性 接続 (ミニジャック、USB など) BT、USB-c、3.5mm ジャック
サポートされている Bluetooth プロファイル HSP v1.2、HFP v1.7、A2DP v1.3、AVRCP v1.6、PBAP v1.1、SPP v1.2
Bluetooth 準拠 Bluetooth 5.0
動作範囲 最大 10m
ペアリングされるデバイス/複数接続 最大 8 台。同時に 2 台のデバイスに接続可能。
ペアリング PIN、適用可能な場合 0000
音楽の自動一時停止 ○

一般 内容物 ヘッドセット、USB-c ケーブル、オーディオケーブル、フライトアダプター、キャリーケース、保証および警
告リーフレット

特長 SmartSound、アクティブノイズキャンセリング、カスタマイズ可能な音楽設定、専用スピーカー、
最大 36 時間のバッテリー (ANC をオンにして)、8 マイクテクノロジー、音声アシスタントへのワンタッチ
アクセス、認定防滴性による耐久性

パッケージサイズ (長さ x 幅 x 高さ) 195 x 176 x 79 mm
本体サイズ (長さ x 幅 x 高さ、mm) 195 x 82 x 225 mm
重量 (ヘッドホン) 296g

バッテリー付属 ○
動作温度 -5° C ～ 45° C

 保管温度 -20° C ～ 65° C
素材 (外側) 化学繊維生地、レザータイプ (PU)、PC/ABS、金属塗料の塗布された PC/ABS、PBT、PVD の塗布された 

SUS (MIN 部分)、PC
USB ケーブルの長さ 30 cm
オーディオケーブルの長さ 120 cm
充電プラグ USB-C
認定 Bluetooth 5.0、CE、FCC、IC、RoHS、REACH、MFI
保証 防滴防塵に対する 2 年保証

*Delta で、2019 年、1 月 3 日に検証済み。詳細は、Jabra.com/commercial-claims をご覧ください
**オペレーティングシステムによって異なります
***Jabra Sound+ アプリでの登録が必要です


