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ELITE 5

サウンドの魔法
テクノロジーで
新しいリズムを

ハイブリッド アクティブノイズキャンセリング (ANC)

ハイブリッド ANC は、耳の内側部分のフィードバック マイク
と、外側部分のフィードフォワード マイクを使用します。つまり、
ANC のパフォーマンスは、イヤホンを耳に装着する位置にあまり
影響されず、通話中も音楽を聴いているときも、より幅広い音域
のノイズを確実に抑制することができるのです。まるで世界が止
まったように周囲のノイズを遮断します。

6- マイクテクノロジー

6 つのマイクを 正確に 適切な位置に配置することに、当社のエン
ジニアは長い時間を費やしました。外部マイクは常に作動してお
り、強風時には、さらに内部マイクがクリアな音声を届けるサポー
トをします。「すみませんが、かけ直します」と伝える必要は無く
なります ( そうしたい場合は別です )。

6MM スピーカー

6mm スピーカーによる、鳥肌が立ち、心が躍り、高鳴るようなサ
ウンドを味わってみてください。SBC、AAC、QualComm® aptX ™
コーデックに対応しています ( かなりマニアックですが、すばらし
い音質を約束します )。魅力的なビートに身を任せましょう。

スマート接続オプション

快適さと耐久性

Jabra は、何万人もの耳の形状を検証したデータベースと、極秘
の統計モデリング手法を使用して、超小型で人間工学に基づき、
IP55 準拠の防塵・防水性能を備えた Elite 5 を設計しました。洗練
された形状と機能は両立できると考えています。デザインと同じ
くらい、すぐれた装着感をお約束します。

28 時間のバッテリー持続時間

イヤホンのみで最長 7 時間、Qi 対応ワイヤレス充電ケースを併用
して最長 28 時間まで連続使用できます。さらに、わずか 10 分で
1 時間分の充電が可能な急速充電機能も搭載しており、片方のイヤ
ホンを使用しながら、もう片方のイヤホンを充電すれば、バッテ
リーをさらに長持ちさせることもできます。だから、一日中どこ
にいても、音楽を楽しむことができます。

カスタマイズ可能なイコライザーと SPOTIFY TAP 再生

Jabra Sound+ アプリでは、カスタマイズ可能なイコライザーを使
用して、低音、中音、高音にわたる 5 つの音域で、音質を微調整
することができます。プリセットから選択していただくこともで
きます。Spotify Tap 再生で、お気に入りの音楽を聴きながら調整
した音質を試してみてください。お気に入りの音楽を、お気に入
りのサウンドで。

Bluetooth マルチポイント接続により、スマートフォンやタブレッ
トなどの 2 台のデバイスに同時接続することができます。また、 ヒアスルー
AndroidTM または Windows ユーザーの場合は、Google Fast Pair と ボタンをタップすると、周囲で起こっている状況をすぐに聞くこ
Microsoft Swift Pair を使用してすぐにペアリングできます。Jabra とができます。終わったらもう一度タップしてください。コーヒー
は物事をシンプルにしたいと思っています。
を注文する際、散歩中、
最寄りの地下鉄の駅を尋ねる時に最適です。

ハンズフリー音声アシスタント

お好きな音声アシスタントに話しかけ、外出中にハンズフリーヘ
ルプを利用できます。指一本動かすことなく、レストランを予約
したり、メッセージを送信したり、友人に電話したりすることが
できます。サポートが必要な場合は、ただ呼 びかけてみてください。

充電方法

ペアリング方法

両方のイヤホンのボタンを 3 秒間押してから、スマートフォンの
Bluetooth メニューを表示し、イヤホンを接続します。Android
フォンでは、Google Fast Pair により、近くにイヤホンがあると接
続の音声が流れます。

最長 7 時間の
バッテリー持続時間

3秒

最長 21 時間の
バッテリー持続時間

通話のコントロール方法
左

１ 回押す

右

2 回押す

音楽のコントロール方法

１ 回押す
2 回押す

長押し

長押し

左

(ANC、
ヒアスルー )

( 音声アシスタント
および Spotify
Tap)*

１ 回押す

右

2 回押す
長押し

１ 回押す
2 回押す

長押し

3 回押す

電源オフにするには、両方のボタンを同時にタップしてください。電源をオンにするには、いずれかのボタンを押します。
イヤホンご使用の際には、ユーザーマニュアルのボタン機能をご覧ください。

オーディオ

特長

特長

ハイブリッド ANC

調整可能なヒアスルー

緻密に配置された内部および外部マイクによるフィードフォワードとフィードバック ANC の組み合わ
せにより、より効果的にノイズを低減

音楽の品質を高めるオーディオコーデック

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

Spotify Tap 再生
接続性
操作性

6‐マイクテクノロジー

Bluetooth マルチポイント
Bluetooth 5.2

デバイスへのペアリング

片方のイヤホンのみで使用可能
充電式バッテリー
ワイヤレス充電
急速充電

Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair
音声アシスタント

設計と快適性

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

SBC、AAC、Qualcomm aptX ™

®

MyControls

密閉式デザイン
アクセサリー

耐久性

IP55 準拠のイヤホン

アプリ

Jabra Sound+

*Spotify Tap 再生 / 音声アシスタントボタンは Jabra Sound+ アプリで再設定可能
** 防塵・防水に対して (Jabra Sound+ アプリでの登録が必要 )
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瞬時に音楽にアクセス
明瞭でクリアな通話

2 台のデバイスに同時接続

音飛びや音切れを大幅に改善

最大 6 台のデバイスにペアリング

片方のイヤホンを充電中でも、もう片方のイヤホンがいつでも利用可能

イヤホンのみで最長 7 時間のバッテリー持続時間 (ANC オン時 )、充電ケースと併用で最長 28 時間
Qi 規格のワイヤレス充電パッドと互換性あり ( ワイヤレス充電器は付属しません )
10 分の急速充電で最長 1 時間、使用可能

モバイルデバイスと瞬時にペアリング。Android OS 6.0 以降で利用できます

PC、ノートパソコン、タブレットと瞬時にペアリング。Windows 10 以降で利用できます
Alexa 内蔵、Siri®、および Google アシスタント (Android のみ )

Jabra Sound+ アプリで使用できる MyControls でボタンの操作方法を設定
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

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 to USB-C ケーブル

防塵・防水設計を備えたイヤホン、高級で耐久性のある素材を使用。防塵・防水に対する 2 年間の保証
が付属 **

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

