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1. ようこそ
Jabra Evolve2 85 をご利用いただき、誠にありが
とうございます。

Jabra Evolve2 85 の特長
• 終日快適に使用できる設計
• アクティブノイズキャンセリング (ANC)
• 4 マイク通話テクノロジー 
• 最大 37 時間のワイヤレスバッテリー持続時間
• 臨場感あふれる音楽のための 40mm スピーカ

ーと AAC コーデック
• 全方向から見える 360°のビジーライト
• 大幅に範囲が強化され、音飛びが減少した最大 

30m のワイヤレス動作範囲
• すべての主要 UC プラットフォームに対応/ 

Microsoft Teams 認定モデルも選択可能
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2. Jabra Evolve2 85 
の概要
左 右

*Microsoft Teams ヘッドセットモデルが必要

マイクのミュートまた
はミュート解除/ 
音声アシストの起動

ステータス LED

USB-C 充電ポ
ート

3.5mm ジャック
ポート

電源オンまたはオ
フ/ペアリング

ANC/HearThrough

ビジーライト/
Microsoft* LED

音声ダウン/曲
目の再開また
は前の曲目 
(1 秒間長押し)

音量アップ/
次の曲目(1 秒間
長押し)

音楽の再生または
一時停止

イヤーカップ 
マイク

通話の応答または
終了/
Microsoft Teams 
通知の表示*

ビジーライト/ 
Microsoft*  
LED

充電スタ
ンド (オプ
ションのアク
セサリー) の充
電ピン
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2.1 付属アクセサリー

 

Jabra Link 380 USB-C 
Bluetooth アダプター

Jabra Link 380 USB-A 
Bluetooth アダプター

キャリーケース

 

 USB-A 対 USB-C の
ケーブル

 

3.5mm ジャックケーブル フライトアダプター

2.2 オプションアクセサリー

USB-A または USB-C の
充電スタンド 交換用イヤークッション
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3. 装着方法
3.1 ヘッドセットの調整

ヘッドバンドを調整し、ヘッドセットを快適な位置
で装着できるようにします。
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3.2 マイクのブームアームの位置

マイクのブームアームを滑らかに動く範囲で上下
に回転させます。

マイクの使用時にはブームアームの端を口の近く
に配置します。
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3.3 平らに折りたたんで保管

イヤーカップは平らに折りたたんでキャリーケース
に容易に保管できます。
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4. 充電方法
ヘッドセットはオプションの充電スタンドを使用
しても、ヘッドセットに USB 充電ケーブルを直接
接続しても充電できます。

バッテリーをフル充電するには約 2 時間 20 分か
かります。ヘッドセットのバッテリー持続時間は最
大 37 時間です。ヘッドセットのバッテリーが切れ
た場合、15 分間の充電で 8 時間分のバッテリー持
続時間が得られます。
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4.1 充電スタンド (オプションのアクセサ
リー) での充電

充電スタンドを、付属の USB 充電ケーブルでコン
ピュータの通電している USB ポートに接続し、ヘ
ッドセットを充電スタンドにドッキングさせます。 

通電している USB ポート

ヘッドセットのステータス LED が少しの間白に点
滅し、ヘッドセットが充電スタンドに正しくドッキ
ングされたことを示します。
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4.2 USB 充電ケーブルを使用する充電

USB 充電ケーブルを左イヤーカップの USB-C 充
電ポートと、コンピュータの空いている USB ポー
トに接続します。ヘッドセットは付属の Jabra 充電
ケーブルを使用して充電することをお勧めします
が、互換性のある充電器を使用しても充電できま
す。

左のイヤーカップ



14

日日
日

4.3 スリープモード

ヘッドセットの電源がオンになっていて装着され
ていない場合、8 時間後に自動的にスリープモー
ドになりバッテリーを節約します。スリープモード
を解除するには、ボタンをどれか押します。

 

ヘッドセットがスリープモードになるまでの期間
は、スマートフォンの Jabra Sound+ アプリまた
は、コンピュータの Jabra Direct で変更できま
す。

スリープモードになって 24 時間後に、ヘッドセッ
トは完全に電源が切れます。ヘッドセットをオン
にするには、オン/オフスイッチをオフにスライドさ
せてから、オンにします。 
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 ビジーライト

 着信通話
  (ゆっくり点滅) ヘッドセット

が Microsoft Teams との接
続を試行中。 10 秒後にタ
イムアウト*

  (早く点滅) Microsoft 
Teams 通知*

ステータス LED (左のイヤーカップ)

*Microsoft Teams ヘッドセットモデルが必要

LED

 マイクはミュート済み
  コンピュータに接続

し、Microsoft Teams にサイ
ンイン済み*

  (ゆっくり点滅) ヘッドセット
が Microsoft Teams との接
続を試行中。10 秒後にタイ
ムアウト*

  (早く点滅) Microsoft Teams 
通知*

 Bluetooth 接続
  音楽/メディアのストリーミング
 着信通話/アクティブな通話

5. LED の意味

電源オン/バッテリー残
量高

バッテリー残量中

バッテリー残量低

バッテリー残量わずか

ペアリングモード

リセット中/ファームウェ
ア更新中

ヘッドセットがオプショ
ンの充電スタンドにドッ
キング済み
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6. 接続方法
6.1 コンピュータへの接続

コンピュータの USB ポートに付属の Jabra Link 
380 を接続します。Jabra Evolve2 85 と Jabra 
Link 380 はあらかじめペアリングされており、開
封後すぐ使用できます。Bluetooth の接続範囲は
最大 30 メートルです。

ヘッドセットで音声を聴くには、Jabra Link 380 
を、ご使用のオペレーティングシステムのオーディ
オ設定の再生デバイスとして選択する必要がある
場合があります。

Jabra Evolve2 85 をJabra Link 380 と手動でペア
リングするには、Jabra Direct をダウンロードして
使用します。
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6.2 スマートフォンとのペアリング

1. オン/オフスイッチを Bluetooth の位置にし
て、LED が青に点滅し、ヘッドセットから通知が
聞こえるまでその位置で押し続けます。 

2. スマートフォンの Bluetooth メニューで、使用可
能なデバイスリストから Jabra Evolve2 85 を選
択します。

左のイヤーカップ
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6.3 3.5mm ジャックコネクタへの接続

付属のオーディオジャックケーブルをヘッドセット
の 3.5mm オーディオジャックポートに接続しま
す。

オーディオジャックケーブルを使用してデバイス
に接続すると、ヘッドセットのマイクと Bluetooth 
が無効になります。ヘッドセットをスマートフォン
に接続すると、スマートフォンのマイクが通話に使
用されます。

音量と ANC/HearThrough は、ヘッドセットのボ
タンでコントロールできます。
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7. 使用方法 

7.1 電源オン/オフ

オン/オフスイッチをオンまたはオフの位置にして、
ヘッドセットの電源をオンまたはオフにします。

*Microsoft Teams モデルが必要

左 右

音声ボ
タン

音量アップ
ボタン

オン/オフスイ
ッチ

通話の応答/終了
ボタン
Microsoft Teams 
ボタン*

音量ダウン
ボタン

再生/一時停止
ボタン

サウンドモード
ボタン
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7.2 通話 & 音楽

   右のイヤーカ
ップ 通話 & 音楽

音楽の再生/一時
停止

再生/一時停止ボタンを
押します。

通話への応答

通話の応答/終了ボタン
を押します。

マイクのブームアームを
下げて着信通話に対応
することもできます。セク
ション 7.10 を参照してく
ださい。

通話の終了 通話の応答/終了ボタン
を押します。

通話の拒否 通話の応答/終了ボタン
を 2 度押します。



21

日日
日

Microsoft Teams 
をコンピュータで
手前に表示

Microsoft Teams ボタ
ン* (Microsoft Teams に
ログイン中にのみ表示) 
を押します。

実行中の 
Microsoft Teams 
会議への参加

Microsoft Teams ボタ
ン* (Microsoft Teams に
ログイン中にのみ表示) 
を押します。

Microsoft Teams 
の不在着信とボイ
スメールの表示

Microsoft Teams ボタ
ン* (Microsoft Teams に
ログイン中にのみ表示) 
を押します。

音量の調整

通話中、または音楽の再
生中に音量アップまた
は音量ダウンボタンを
押します。

次の曲目 音量アップボタンを 1 秒
間押し続けます。

曲目の再開

音量ダウンボタンを約 1 
秒間長押しして、現在の
曲目を再開します。

前の曲目を再生するには 
2 回長押しします。

バッテリーと接続ス
テータスの音声通
知を聞く

通話中でない、または
音楽を再生中でない状
態で音量アップまたは
音量ダウンボタンを押
します。
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音声アシスタントを
起動する (Siri、 
Google Assistant、 
Amazon Alexa)

通話中でない状態で、音
声ボタンを押します。

マイクのミュート/ミ
ュート解除

通話中に、音声ボタンを
押します。

マイクのブームアームを
上げてミュートに、下げて
ミュート解除することも
できます。セクション 7.9 
を参照してください。

   左のイヤーカ
ップ サウンドモード

サウンドモードの
切り替え：ANC、オ
フ、HearThrough

サウンドモードボタンを
押します。

Jabra Sound+ の
モーメントの切り
替え

サウンドモードボタンを
約 1 秒間押し続けます。

モーメントは Jabra 
Sound+ アプリでカスタ
マイズできます。
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7.3 オンイヤー検出

ヘッドセットにはセンサーが内蔵され、ヘッドセッ
トが装着されていることを検出し、ヘッドセットが
装着されているかどうかに応じて異なる動作を行
います。

音楽の自動一時停止
音楽を聴いているときにヘッドセットを外すと、音
楽が自動的に一時停止されます。再びヘッドセッ
トを装着すると、音楽が自動的に再開されます。

通話のミュート
通話中にヘッドセットを外すと、通話が自動的に
ミュートになります。再びヘッドセットを装着する
と、通話は自動的にミュート解除されます。
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着信への応答
ヘッドセットが装着されていないときに着信があ
ると、ヘッドセットを装着すると自動的に通話に
応答できます。

ビジーライト
ビジーライトの LED はヘッドセットの装着時のみ
に赤に点灯します。

MICROSOFT TEAMS ステータス*
Microsoft Teams ステータス LED は、ヘッドセッ
トが装着されていないときに Microsoft 通知のみ
を示します。

装着の検出とそれぞれの動作は、スマートフォン
の Jabra Sound+ アプリまたはコンピュータの 
Jabra Direct を使用して設定できます。

*Microsoft Teams ヘッドセットモデルが必要
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7.4 マイクの切り替え

ブームアームマイクではなく、イヤーカップマイク
を使用するには、ブームアームを上げてブームアー
ムの音声ボタンを押します。 

イヤーカップ
マイク

音声ボタン

1 2

イヤーカップマイクではなく、ブームアームマイク
を使用するには、ブームアームを下げます。
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7.5 音声アシスタント

Jabra Evolve2 85 では、音声ボタンを使用してご
使用のスマートフォンの Siri、Google Assistant、 
Amazon Alexa を音声で操作できます。 

右のイヤーカ
ップ 音声アシスタント

音声アシスタン
トを起動する 
(Siri、 
Google 
Assistant、 
Amazon 
Alexa)

通話中でない状態で、音
声ボタンを押します。



27

日日
日

7.6 ビジーライト

ヘッドセットのビジーライトは通話中に自動的に
赤に点灯して、取り込み中であることを同僚に知
らせます。ビジーライトを手動でオン/オフにする
には、音量アップと音量ダウンボタンを同時に押
します。 

ビジーライトはヘッドセットの装着時のみに点灯
します。

ビジーライトの設定は、スマートフォンの Jabra 
Sound+ アプリまたはコンピュータの Jabra 
Direct を使用して設定できます。
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7.7 アクティブノイズキャンセリング 
(ANC)

アクティブノイズキャンセリング (ANC) は雑音を
低減させます。入ってくる音を検出し、そのパター
ンを分析して、ノイズ低減信号を生成してノイズを
消去します。その結果、周囲のノイズが大幅に低
減できます。

ANC の設定は、スマートフォンの Jabra Sound+ 
アプリまたはコンピュータの Jabra Direct を使用
して設定できます。

左のイヤー
カップ ANC

ANC をオンに
する

サウンドモードボタン
を押して、ANC が通知
されるまで使用可能な
サウンドモードを切り替
えます。
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7.8 HearThroughTM

HearThrough は内蔵マイクを使用して周囲に注
意を払い、ヘッドセットを外すことなく通話を続け
ることができる機能です。

HearThrough の設定は、スマートフォンの Jabra 
Sound+ アプリまたはコンピュータの Jabra 
Direct を使用して設定できます。 

左のイヤー
カップ HearThrough

HearThrough 
をオンにする

サウンドモードボタン
を押して、HearThrough 
が通知されるまで使用
可能なサウンドモードを
切り替えます。
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7.9 マイクのブームアームでのミュート/ミ
ュート解除

ヘッドセットのマイクはマイクのブームアームを上
げてミュートにし、下げてミュート解除することが
できます。 

ミュート 
マイクゾーン

ミュート解除 
マイクゾーン

この機能はデフォルトでオンになっていますが、ス
マートフォンの Jabra Sound+ またはコンピュータ
の Jabra Direct を使用して無効にできます。
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7.10 マイクのブームアームでの 
通話への応答

着信にはマイクのブームアームを下げて応答でき
ます。 

通話の応答ゾーン

この機能はデフォルトでオンになっていますが、ス
マートフォンの Jabra Sound+ またはコンピュータ
の Jabra Direct を使用して無効にできます。
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7.11 Multiuse

ヘッドセットは最大 8 台の Bluetooth 対応デバイ
スとペアリングでき、同時に 2 台の Bluetooth 対
応デバイスに接続できます (Jabra Link 380 とス
マートフォン、2 台の Bluetooth 対応デバイスな
ど)。ヘッドセットはどちらのデバイスでも複数の
着信に対応できます。 

2 台の Bluetooth 対応デバイスにペアリングする
には、各 Bluetooth 対応デバイスに個別に通常の
ペアリングプロセス (セクション 6.2 を参照)を行
います。 

注意：音声アシスタントは最後に接続された Bluetooth 対応デ
バイスで有効になります。
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7.12 複数通話の処理

ヘッドセットは、複数の通話を同時に処理するこ
とができます。

右のイ
ヤーカ
ップ

複数通話の処理

現在の通話を終了し、
別の着信に応答する

通話の応答/終了 
(Answer/End call) ボ
タンを押す

現在の通話を保留にし
て着信に応答する

通話の応答/終了ボ
タンを 2 秒間押し続
ける*

保留と応答を切り
替える

通話の応答/終了ボ
タンを 2 秒間押し続
ける*

通話中に別の着信を
拒否する

通話の応答/終了ボタ
ンを 2 度押す

*Microsoft Teams ヘッドセットモデル以外
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7.13 音声ガイダンス

音声ガイダンスは、ユーザーにセットアップの案内
をしたり、ヘッドホンの最新ステータス (接続状態
やバッテリー残量など) を通知します。

音声ガイダンスはデフォルトでオンになっていま
す。

右のイヤー
カップ 音声ガイダンス

5

音声ガイダンスの
オン/オフ

ヘッドセットから通知が
聞こえるまで、音声ボタ
ンと音量アップボタンを 
5 秒間押し続けます

または、スマートフォンの Jabra Sound+ アプリま
たはコンピュータの Jabra Direct を使用して、音
声ガイダンスをオンまたはオフにすることもできま
す。

サポートされている言語の最新のリストについて
は、Jabra Sound+ または Jabra Direct を参照し
てください。
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7.14 リセット方法

ヘッドセットをリセットすると、ペアリングしたデ
バイスのリストが消去され、すべての設定がリセッ
トされます。 

右の 
イヤーカ
ップ

ヘッドセットのリセット

3
ペアリングリス
トと設定のリ
セット

ヘッドセットの電源が
オンで通話中でない
ことを確認します。そ
の後、LED が紫に点灯
し、ヘッドセットから通
知が聞こえるまで、多
機能ボタンと音量アッ
プボタンを同時に 3秒
間押し続けます。

Jabra Direct を使用し
て Jabra Link 380 に、
またスマートフォンに
ヘッドセットを再度ペ
アリングする必要があ
ります (セクション 6.2 
を参照)。
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8. ソフトウェアとファー
ムウェア

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ 
アプリ

音楽と通話のパーソナライズ
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8.2 Jabra Direct

Jabra Direct は、Jabra デバイスの最適な機能を
サポートしたり管理を可能にするためのコンピュ
ータソフトウェアです。

無料の最新バージョンを jabra.com/direct からダウンロード

8.3 ファームウェアの更新

ファームウェアのアップデートによって、パフォー
マンスが向上し、Jabra 機器に新機能を追加でき
ます。

ヘッドセットのファームウェアは、コンピュータの 
Jabra Direct またはスマートフォンの Jabra 
Sound+ アプリを使用してアップデートできます。ど
ちらのアプリケーションも、ファームウェアアップデ
ートが利用可能になると通知を表示します。

Jabra Link 380 Bluetooth アダプターのファームウ
ェアは、コンピュータ上の Jabra Direct を使用して
アップデートできます。
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9. サポート
9.1 よくある質問（FAQ)

Jabra.com/help/evolve2-85 でよくある質問を参照
してください。

9.2 ヘッドセットの取り扱い方法

• ヘッドセットは常に付属のケースに入れて保管し
てください。

• バッテリーの枯渇や性能低下を防止するため、ヘ
ッドセットを、夏季や冬季に窓を閉め切った車内
など、高温または低温で保管しないでください。

• 雨に当たった場合は、十分な時間をかけてヘッ
ドセットを乾かしてください。完全に乾いて、電源
をオンにできるまで 1 時間ほどかかる場合があ
ります。

• ヘッドセットは常に -20°C ～ 55°C で保管するよ
うにしてください。

• ヘッドセットを長期間 (最大 3 ヶ月) 充電せずに
保管しないでください。
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