
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*

概要 
Jabra Elite 85h

• SmartSound: 周囲に合わせてオーディオを自動調整

•	 周囲の不要なノイズをブロック。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。専用スピーカーでより一層シャープにな
った音楽体験

•	 終日続くパワー。最大 36 時間のバッテリー持続時間 (ANC をオ
ンにした場合)

•	 比類ない通話音質。通話音質を強化する  
8 個のマイク

•	 音声アシスタントへのワンタッチアクセス。Amazon Alexa、 
Siri®、Google Assistant™** へのすばやいアクセス

•	 認定防滴性による耐久性。防滴防塵に対する 2 年間保証***でど
こでも使用可能

•	 ヘッドホンをパーソナライズ。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

SmartSound: 周囲に合わせてオーディオを自動調整。 
SmartSound は周囲のサウンドを分析し、パーソナライズされたオーデ
ィオ、アクティブノイズキャンセリング (ANC)、HearThrough 設定を自動
的に調整し、必要なときに、必要なサウンドをお届けします。 

周囲の不要なノイズをブロック。 
高性能アクティブノイズキャンセリング (ANC) が周囲の環境に反応
し、Jabra Sound+ アプリでの設定に従って、周囲に不要なノイズが検出
されると自動的にオンになります。ヘッドホンには 8 個のマイクがあり、
その 内の4個は強力なデジタル ANC を採用し、周囲のノイズを消去しま
す。 

卓越した音楽の明瞭さ
パーソナライズされたオーディオ体験のために音楽設定をカスタマイズ
できる Elite 85h では、専用スピーカーで卓越したクリアな音楽をお楽し
みいただけます。 

1 日を有意義に。 
1 回の充電で最大 36 時間使用  (ANC をオンにした場合) でき、高速充
電機能もある Elite 85h は、長時間の移動にも使用できるバッテリーで終
日活躍します。 

比類ない通話音質。
ヘッドセットの 8 個のマイクの内 6 個に高度な通話技術を採用し、通話
音質を劇的に向上させ、より多くのウィンドノイズや周囲の邪魔な騒音を
ブロックします。 

音声アシスタント対応。
Amazon Alexa、Siri®、Google Assistant™** にワンタッチで接続し、音声コ
マンドで予約をしたり、付近のイベントを探したり、メッセージを音声で
聞いたりできます。 

防滴性が認証された耐久性があれば、どこでも使用可能。
防滴防塵***に対する 2 年間保証付きで、内部の部品にはナノコーティン
グが施されているので、文字通り、どのような 1 日になろうとも、自信を
持ってヘッドホンを使用できます。

Jabra Sound+ アプリ。
Jabra ヘッドホンに最高のパートナー。SmartSound やその他の機能を
利用し、Jabra デバイスの使い方をパーソナライズ。 

Jabra.com/Elite85h

Jabra Elite 85h データシート

*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
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特長 メリット Jabra  
Elite 85h

オーディオ 高性能アクティブノイズキャンセル 周囲の不要なノイズをブロック •
SmartSound 技術 周囲に合わせて自動的にサウンドを調整 •
8 マイク通話テクノロジー 発信音信号のノイズ低減 •
専用スピーカー 卓越したクリアな音楽 •

接続性 接続 (ミニジャック、USB など) Bluetooth、USB-c、3.5mm ジャック •
Bluetooth® 5.0 Bluetooth 準拠 •
動作範囲 最大 10 メートル •
複数接続 最大 8 台- 同時に 2 台のデバイスに接続 •

簡単な使用 オーバーイヤーヘッドホン 臨場感あふれるサウンド体験 •
高速充電 15 分の充電で 5 時間分のバッテリー •
ワンタッチアクセス Amazon Alexa、Siri®、Google Assistant™* へのすばやいアクセス •
認定防滴性による耐久性 防滴防塵に対する 2 年保証** •
オンイヤー検出 耳からヘッドホンを外すと検出され、オーディオの自動再生と一時停止、通話への応

答とミュートが行われます •

モバイルアプリ Jabra Sound+ アプリ 互換性については、Jabra.com をご参照ください。

ヘッドセッを装着し、音声ガイダンスの指
示に従ってスマートフォンとペアリングしま
す。Jabra Sound+ アプリをダウンロードし
ます。

ペアリング方法開始方法

電源オフ 電源オン

SmartSound 
の有効化

Jabra Sound+ アプリを使用してペアリ
ングすると、SmartSound 機能の有効
化、音楽プロファイルのカスタマイズ、
音声アシスタントの選択、バッテリー
残量の確認などができます。

音楽の自動一時停止

ヘッドホンを外すと音楽が自動的に一時停止されます。  
音楽を再開するには、ヘッドホンを再度装着します。

すべての機能を利用するには、Jabra Sound+ アプリを
ダウンロードしてください。

使用方法

通話の応答/終了
音楽の再生/一時停止
Bluetooth ペアリング(長押し)

音量ダウン
前の曲目 (長押し)

音量アップ
次の曲目 (長押し)

USB 充電  
(最大 2 時間の充電)

フライト用ポート

音声 
アシスタント
ミュート 
マイク

サウンドモード設定の順序
  • ANC
  • HearThrough
  • オフ
アプリのモーメント設定の順序 (長押し)

*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


