
一般情報 内容物： イヤホン, Link 380 Bluetooth アダプター, イヤージェル, ユーザー文書,
充電ケース, USB-A to USB-C ケーブル, 保証 & 警告リーフレット。,
USB-A - USB-C アダプター (SKU に依存), ワイヤレス充電パッド (SKU
に依存)

パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) 115mm x 137mm x 41mm | 4.53in x 5.39in x 1.59in

パッケージサイズ (付属品を含む) (幅 x 高さ x
奥行き)

115mm x 208mm x 41mm | 4.53in x 8.19in x 1.59in

本体サイズ (幅 x 高さ x 奥行き) 19mm x 16mm x 18mm | 0.75in x 0.63in x 0.69in

充電ケースサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) 75mm x 38mm x 28mm | 2.95in x 1.51in x 1.12in

素材 金めっき金属, マイカ塗料, PC & PC/ABS プラスチック, Si ラバー
重量 5.4g | 0.2oz

イヤホンの重量 (片側) 5.4g | 0.2oz

重量 (充電ケース) 52g | 1.83oz

USB ケーブルの長さ 30cm | 11.81in

IP 等級 IP57

LED 機能と特長 バッテリーステータス, Bluetooth ペアリング, 着信通話

認定および準拠 Cisco, Unify, Microsoft Teams (SKU 固有), MFi, Qi, Zoom, Amazon
Chime, Amazon Alexa

オーディオ アクティブノイズキャンセリング (ANC) ○
MultiSensor Voice™ マイク 4 個、2 VPU（骨伝導センサー）、Jabra アルゴリズム
マイク数 6

マイクのタイプ MEMS

マイク帯域幅 80Hz - 8000Hz

ヒアスルー (外音取込機能) ○

ノイズを低減する優れたフィット ○

インイヤー式圧力開放 ○

ウィンドノイズ低減 ○
スピーカーサイズ 6mm | 0.2in

スピーカー帯域幅 (音楽モード) 20Hz - 20000Hz

スピーカー帯域幅 (通話モード) 80Hz - 8000Hz

サポートしているオーディオコーデック SBC

ユーザーの聴覚保護 PeakStop™, EU noise at work, G616

ソフトウェアとアプリ 対応するソフトウェアとアプリ Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress

フィット & 快適性 フォームファクタ インイヤーの完全ワイヤレスイヤホン
イヤージェル L, M, S

イヤージェルの素材 シリコン
片耳モード ○

技術仕様書

EVOLVE2 BUDS
ビジネス向けのポケットに入る通話用イ
ヤホンです。ハイブリッドワークのため
の完全ワイヤレスイヤホン

主要なWebミーティングプ
ラットフォーム向けに認定
済み

› 外出時にもビジネス向け通
話品質を可能にする Jabra
マルチセンサーボイス™

›

USB アダプターによる優
れたサウンドと接続

› 圧倒的な快適さを実現する
コンパクトデザイン

›

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

› アクティブノイズキャンセ
リング (ANC)

›



バッテリー ANC を使用した状態でのバッテリー持続時間
(イヤホンと充電ケース)

最大33 時間

音楽再生時間 (イヤホン) 最大10 時間

ANC オン時の音楽再生時間 (イヤホン) 最大8 時間

通話時間 (イヤホン) 最大5 時間

ワイヤレス充電 ○

充電時間 最大120 分

急速充電 5分で最長1時間

待受時間： 最大 292 日間

コードを使用した充電 USB-C
スリープモード ○

バッテリータイプ 充電式リチウムイオンバッテリー

接続性 接続性 USB-A/USB-C Bluetooth adapter, Bluetooth

Bluetooth バージョン 5.2

Bluetooth プロファイル A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HSP v1.2, SPP v1.2

動作範囲 最大 20m | 65ft

ペアリングデバイス 最大 8 台

Bluetooth 同時接続： 2
音楽の自動一時停止 ○

自動電源オン ○

自動電源オフ ○

詳細情報 動作温度 -5°C ～45°C | 23°F ～113°F

ワイヤレス充電の動作温度 0°C ～40°C | 32°F ～104°F

保管温度 -20°C ～45°C | -4°F ～113°F
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