
EVOLVE2 BUDS

ポケットに入るコンパ
クトなイヤホンでクリ
アな通話。ハイブリッ
ドワークのための完全
ワイヤレスイヤホン。
テクノロジーで新しいリ
ズムを

アドバンスト BLUETOOTH マルチポイント
複数の場所での作業に必要なデバイス切り替えの手間を、アドバ
ンスト Bluetooth マルチポイント技術によって解消。ノートパソコン、
スマートフォンの両方に対して接続状態が常に維持され、今まで
にない手軽さで通信を切り替えることができます。

MICROSOFT TEAMS 認定
Jabra は Evolve2 Buds の開発にあたって Microsoft と緊密に連携し
ました。その結果、非常に優れたオーディオ品質と Teams での接
続安定性が実現しただけでなく、お客様の必要に応じて Microsoft、
Jabra 両社のサポートを利用いただけます。Teamsで理想のチーム
ワークを。

JABRA マルチセンサーボイス
外出先での仕事の通話には周囲のノイズが気になりがちですが、
Jabra マルチセンサーボイス檥 を採用した Evolve2 Buds なら心配
ありません。指向性マイクと骨伝導センサーを高度なアルゴリズ
ムで組み合わせる技術により、会話の妨げになるノイズが効果的
に抑制されるため、さまざまなシチュエーションでクリアに通話
できる可能性が格段に広がります。

プラグアンドプレイ USB
電波をブーストして通信の安定性を高め、音声の途切れを減らし、
ワイヤレス動作範囲を最大 20 メートルまで拡大する、小型ながら
も強力な USB アダプター。ビジネスの新しい秘密兵器です。

超コンパクトデザイン
62,000 件もの耳の形状のスキャンデータを蓄積した Jabraのデー
タベースは、おそらく世界でも最大級。Jabra は、その豊富なデー
タと独自の統計モデリング手法によって、オーダーメイドのよう
にフィットする小さなイヤホンをデザインしています。超小型で
耐久性・耐水性にも優れた、天候を気にせず安心して使えるイヤ
ホンです。

バッテリー持続時間は最長 33 時間
Evolve2 Buds は、ポケットにさっと入るコンパクトな充電ケース
と併用して最長 33 時間の連続使用が可能。それでもバッテリー残
量が尽きてしまったときは、急速充電機能により、わずか 5 分間
充電するだけで 1 時間使用可能になります。ケースは Qi 規格のワ
イヤレス充電に対応しており、ケースとイヤホンのセットには Qi 
認定ワイヤレス充電器も付属します。Evolve2 Buds の持久力は、
激務をこなすワーカーに劣りません。

ノイズキャンセリング
周囲のノイズを遮断する抜群のフィット感と、アクティブノイズ
キャンセリング (ANC) 機能は、静かな環境をつくりたいときに高
い効果を発揮します。Jabra Sound+ アプリの MyFit 機能を使えば、
装着方法を最適化して ANC の性能を最大限に引き出し、落ち着い
て仕事に集中できます。

HEARTHROUGH
直感的なヒアスルーテクノロジーで内蔵マイクから音を取り込め
ば、イヤホンを外さなくても、今の状況をいつも把握できます。コー
ヒーの注文や出発便の搭乗呼び出し、道をたずねられても問題あ
りません。

聴覚保護
業務で数多くの通話をこなす方にとって、聴覚の保護は切実な問
題です。Jabraのセイフトーン™ および セイフトーン™ G616 機
能は平均オーディオレベルを監視し、急激な過大音量による聴覚
の損傷をピークストップ™ 技術で防ぎます。良い仕事は、働く人
の健康から。Jabraなら安心です。

データシート
MICROSOFT TEAMS  

認定



特長 メリット
接続性 ノートパソコン、スマートフォン、 

タブレット
USB-A または USB-C モデルに対応する ® Jabra Link 380 Bluetooth アダプター。コンピュータから最大 20m の 
ワイヤレス動作範囲。動作範囲を大幅に強化し、ドロップアウトを低減

アドバンスト Bluetooth マルチポイント モバイルデバイスとノートパソコンを含め、同時に 2 台の Bluetooth 対応デバイスに接続可能
複数デバイスへのペアリング 最大 8 台のデバイスにペアリングして、同時に 2 台のデバイスに接続可能

オーディオ マルチセンサーボイス™ 指向性マイク、骨伝導センサー、高度なアルゴリズムにより周囲のノイズを低減
アクティブノイズキャンセリング (ANC) 調整可能な アクティブキャンセリング機能により、ノイズ キャンセリングのレベルを完全にコントロール
調整可能な ヒアスルー 調節可能なヒアスルーにより、イヤホンを取り外すことなく、周囲の音を聞くことが可能
遮音設計 遮音に適したデザイン
AAC および SBC コーデック 音楽パフォーマンスの向上

カスタマイズ可能なイコライザー Jabra Sound+ アプリで利用できるカスタマイズ可能なイコライザーで、好みの音質に調整
MyFit MyFit でイヤホンの密閉性をテストすることにより ANC を改善し、優れたサウンドパフォーマンスを実現
ソフトウェアの統合 Jabra Sound+ アプリ、Jabra Direct および Jabra Xpress から利用できる追加機能
音声アシスタントアクセス ボタンをワンタッチするだけで音声アシスタントに素早くアクセス。

操作性 片耳モード どちらか一方のイヤホンのみを単独で使用可能

充電式バッテリー イヤホンのみで最長 8 時間のバッテリー持続時間、充電ケースと併用で最長 33 時間
急速充電 5 分の充電でバッテリーが最長で 1 時間分持続
ワイヤレス充電 Qi 認定に対応したワイヤレス充電パッドと互換性あり（ケースとイヤホンのセットにはワイヤレス充電パッドが付属）
MyControls Jabra Sound+ アプリで使用できる MyControls で左ボタンの操作方法を設定
デバイス名の設定 Jabra Sound+ アプリまたは Jabra Direct ソフトウェアを使用してイヤホンに名前を付け、見分けることができる

ようにしましょう。
音声アシスタント対応 希望する音声アシスタントを Jabra Sound+ アプリで選択、Alexa 内蔵 *、MyControls で設定

デザイン  
と快適性

密閉式デザイン 遮音性にすぐれ、ぴったりとしたフィット感を得られるデザイン
アクセサリー 3 セットの円形のシリコン製イヤージェル TM（S、M、L）、充電ケース、USB-A から USB-C への充電ケーブル **

耐久性 IP57 防塵・防水性能に優れ、耐久性に優れたプレミアム素材を使用し、2 年間の保証が付属
アプリ Jabra Sound+ カスタマイズ可能なイコライザー、Find my Jabra、およびファームウェアアップデートへのアクセス

モデル UC および MS 対応機種 UC または Microsoft Teams 対応機種から選択します

認定 Microsoft Teams 認定
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使用方法
左 右

ケースとイヤホンのセットを購入する
とワイヤレス充電パッドも付属

* ボタン機能は、JabraSound+ アプリの MyControls を使用してカスタマイズすることが可能    **ケースとイヤホンのセットを購入するとワイヤレス充電パッドも付属   
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外出先でのフル
充電が 3 回可能 

バッテリーは最長で 
8 時間持続 

充電方法 ノートパソコンに接続する方法
ノートパソコンに接続する場合、事前にペアリング
された USB アダプターを差し込むとすぐに使用で
きます。

スマートフォンに接続する方法
両方のイヤホンのボタンを 3 秒間長押しし、
音声指示に従ってデバイスにペアリングし
ます。

3 秒

プラグアンドプレイ

（手を挙げる）

（音声アシスタント）

（ANC、 
ヒアスルー）


