ADAPT 600 シリーズ
ADAPT 660

いつでも、どこでも仕事が可能

クリアな通話を可能にするアダプティブ ANC（アクティブ・ノイズ・キャ
ンセリング）を備え、優れたステレオ・サウンドを実現した EPOS AITM
搭載のヘッドセットであり、あらゆる場所で集中して生産性を上げる
ことができます。 マシンラーニング機能で強化されたマイク性能によ
る、独自の UC 最適化ソリューションをお楽しみください。
作業環境をモニタリングし、状況に合わせてノイズを低減するアダプ
ティブ ANC により、屋外での風切音などまで感知して低減するため、
集中が途切れることがありません。
同梱のドングルを接続し、PC で Microsoft Teams を起動する専用ボ
タンを押すことで、ただちに協同作業を開始できます。 Alexa 音声ア
シスタントにより、携帯電話と PC に同時接続。ADAPT 600 は、オー
プンオフィスまたは移動中での業務効率を向上し、通勤中に優れたス
テレオ・サウンドを楽しみリラックスできます。今日のモバイル・ワーク
スタイルに欠かせないオーディオ・ツールです。
詳細は、eposaudio.com/adapt-600 をご覧ください
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主な特長、機能
EPOS AITM
マシンラーニング開発アルゴリズムが音声ピックアップ
を最適化し、3 つの高性能マイクによって自然な音声体
験が可能になります。
4 つのアダプティブ ANC マイク・システムで作業環境を
モニタリングし、オープンオフィスでのノイズを低減しま
す。屋外では風切音を感知して低減します。
Alexa
タップ＆ホールドで Alexa をアクティブにして、毎日のビ
ジネスに活用できます。 ミーティングをうっかり忘れる
ことがなくなり、仕事とプライベートのスケジュールが立
てられます。
UC
Microsoft Teams認証、UC に最適化
定評あるステレオ・サウンドとカスタマイズ可能なオー
ディオ体験により、優れた音質の音楽で業務に集中で
きます。
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ADAPT 600 シリーズ
製品データ
一般性能

装着スタイル

ヘッドセットの質量

トランスデューサー方式
接続

対応コーデック
保証期間

オーバーイヤー型の両耳ヘッドバンド
227 g
ダイナミック、密閉型

Bluetooth 5.0、音声ケーブル (2.5 mm および 3.5 mm ジャック・プラ
グ)、
マイクロ USB コネクター付の USB ケーブル
AptXTM、AptXTM Low Latency、AAC、SBC
2年

オーディオ性能

スピーカーの周波数特性

マイク・タイプ

マイクの周波数特性

17～23,000 Hz
デジタル MEMS ビームフォーミング・マイク (3つのマイク)

490 Ω／パッシブ 46Ω

全高調波歪 (THD)

0.5%未満 (1kHz、100dB)

接触圧

ノイズ・キャンセレーション

トータル・ノイズ減衰

3 時間

バッテリー時間

最長 30 時間*

待機時間
動作範囲

タッチ・コントロール
音声プロンプト

サウンド効果モード

パッケージに含まれるもの

150～6,800Hz

インピーダンス アクティブ
音圧レベル (SPL)

充電時間

最大 EPOS ActiveGard® により 118 dB に制限

3N
4 つのマイクを備えたハイブリッド・アダプティブ ANC テクノロジー

最大 30 dB

EPOS Connect

EPOS Manager
* ANC：
オン、Bluetooth：
オフ

最長 15 日

最大 25 m（モデルによる）
〇

〇 (EN、DE、FR、ES、ZH、JA、KO)

〇 (クラブ、
ムービー、
スピーチ、
ディレクター ユーザー定義)

ADAPT 660 ヘッドセット、BTD 800 USB ML ドングル、
マイクロ
USB コネクター付 USB ケーブル、
オーディオ・ケーブル (2.5 mm お
よび 3.5 mm ジャック・プラグ)、
キャリング・ケース、安全ガイド、
コン
プライアンス・シート

リモート通話制御、
ファームウェア・アップデートと設定:
eposaudio.com/software-epos-connect
EPOS オーディオ・デバイスを 1 つの場所から管理、
アップデート、設
定: eposaudio.com/software-epos-manager
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ADAPT 600 シリーズ
他の特長、機能

お気に入りのデバイスに簡単に切り替え可能
マルチポイント接続により、Bluetooth® の携帯電話とソフトフォンの
同時使用が可能です。 BTD 800 USB ML ドングルで PC に接続。
Microsoft Teams 用の専用ボタン
BTD 800 USB ML ドングルを接続し、PC でボタンを押すだけで
Microsoft Teams を起動。
周囲とのコミュニケーション
ヘッドセットを着けたまま、同僚たちの声を聞き取ることができるトー
クスルー・テクノロジー。
強化された通話品質
バックグランド・ノイズを抑え、通話体験を向上するサイドトーン・アル
ゴリズムを採用。
30 時間のバッテリー時間
あらゆる場所と業務に対応できる確実なパフォーマンス。
移動するユーザーのための設計
折りたたむとフラットになるデザインと、が切替可能な回転式イヤーカ
ップ。
スワイプしてタップするだけの簡単操作
タッチパットで簡単・効率的に通話とメディアを制御。
充電と収納を兼ねたヘッドセット収納ケース
すべての充電／コード付き接続アクセサリーは、便利なヘッドセット・
キャリング・ケースに収納可能。
高品質のストリーミング
AptX® による高品質ストリーミング。
移動中にアップデートと設定を管理
アップデートを入手し、移動中にアプリで音声アシスタントとオーディ
オ・プロファイルを選択。

製品概要
接続対象

ソフトフォン/PC
モバイル機器

製品
ADAPT 660
商品番号 1000200

概要

オーバーイヤー型Bluetooth®
ANCヘッドセット、
USB ドングル、
キャリング・キャリー
ケース

詳細

UC 用に最適化し、
Microsoft Teams* 認証.
Alcatel Lucent認定

* USB/USB-C ドングルまたはケーブルが PC または Mac に接続された場合に、Microsoft Teams 認証が適用されます。

EAN / UPCコード
EAN: 57 14708 00001 3
UPC: 84 0064 40001 5

