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Jabra Evolve 75e – 技術仕様

SKU モデル
7099-823-309 Jabra Evolve 75e  MS & Link 370

7099-823-409 Jabra Evolve 75e  UC & Link 370

14101-69 Jabra Evolve 75e  アクセサリーパック 

仕様

オーディオ マイクコンセプト 3 マイクによる周囲ノイズキャンセリング技術
マイクの周波数範囲 150Hz ～ 6.8kHz

 スピーカー 15mm ダイナミックスピーカー
スピーカー帯域幅 - 音楽モード 20Hz ～ 20KHz
スピーカー帯域幅 - 会議モード 150Hz ～ 6.8kHz
アクティブノイズキャンセリング ○ - オフィス環境で 27dB のキャンセルが知覚される 4 マイクによるハイブリッド ANC
パッシブノイズキャンセリング ○
Listen-in 機能 ANC ボタンを長く押して、イヤホンを外すことなく周囲の音を確認
認定 Skype for Business、Cisco、Avaya など

フィット & 快
適性

ヘッドセットのフォームファクタ ネックバンド 

イヤーウィング イヤーウィング (アクセサリーパックでは 3 サイズ)
イヤージェル™ 楕円形のシリコンゴム製イヤージェル (アクセサリーパックでは 3 サイズ)
イヤージェルの材質 シリコンゴム
ネックバンドの材質 シリコンゴム
耐汗・耐水性 ○、IP54
イヤホン内の磁石 首の周りで容易に快適に配置。  

イヤホンを接続すると、音楽を一時停止、または通話終了が可能。 
簡単に使用 直感的な音声コントロール 通話の応答/終了- 通話の拒否 - 音量コントロール - 曲目コントロール* - 音楽の再生/一時停止*

振動によるお知らせ ○、ネックバンド
音声/ミュート ○ 
ビジーライト マイクボックスにある内蔵の赤のライトが通話中に点灯するか、忙しいときにユーザーが手動で点

灯させて「応答不可」信号として使用 
音声ガイダンス ミュート/音声 (Mute/Voice) ボタンを 1 回タップして、「MS Cortana、Apple Siri®、Google Now™

」にアクセス**
バッテリー 通話時間 最大 13 時間**

音楽再生時間 最大 14 時間**
充電電源 & 時間 約 2 時間

接続性 Bluetooth® 標準 Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE)
通信範囲 PC から最高 30m、スマートフォンから最高 10m 
PC USB Bluetooth ドングル (Jabra Link 370) USB BT オーディオデバイスBluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE)
Bluetooth ペアリングリスト 最大 8 デバイス
Bluetooth 同時接続： 2

一般 パッケージサイズ (奥行き x 幅 x 高さ) ヘッドセット：176x186x54mm /アクセサリー：135x45x12mm
ボックス内容： Jabra Evolve 75e - Jabra Link 370 - 保護トラベルケース -イヤージェル™とイヤーウィングパック  

(S/L サイズ) - USB ケーブル - クィックスタートガイド - 保証書 & 警告 (安全リーフレット)
ネックバンドサイズ ネックバンド幅：  145mm /ヘッドセットの長さ：  400mm
ヘッドセットの幅 50g
接続 Bluetooth® & USB 2.0 & (USB コード ~150cm)
保証 製品購入日から 2 年間
Jabra Direct ○
動作温度  -10° ～ + 50°C

*モバイルデバイス専用
**ネットワークとデバイスによって異なります 

Jabra Evolve 75e 
世界初の業務用 UC 認定ワイヤレスイヤホン•
設計
 • Skype 認定の 3 マイク技術でユニークな通話ゾ•
ーンを作る、首にかけるワイヤレスイヤホン設計
•• •アクティブノイズキャンセルと、内蔵ビジーライトで•
邪魔されたくないときに周囲の人に通知
•• •わずか 2 時間でフル充電して、最高 14 時•
間の バッテリー持続時間

© 2017 GN Audio A/S.All rights reserved.
®Jabra は GN Audio A/S の登録商標です。

Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、
GN Audio A/S はライセンスに基づいて商標を使用しています。 Ja
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