
1/4 

 
 

 

2021年3月25日 

 

高い通話品質で快適にオンラインミーティングや電話のハンズフリー通話ができる片耳ヘッドセット 

Bluetooth®対応ワイヤレスヘッドセット「KH-M700」「KH-M500」を発売 

～「KH-M700」に周囲の騒音を低減する受話用のノイズキャンセル機能※１を搭載～ 

株式会社JVCケンウッドは、ケンウッドブランドより片耳ヘッドセットの新商品として、Bluetooth®対応ワイヤレスヘッドセット

「KH-M700」「KH-M500」の2モデルを、4月上旬より発売します。 

 

両モデルは、優れた通話品質で快適なハンズフリー通話を実現し、左右どちらの耳にも装着できる片耳スタイルを採用し

たヘッドセットです。高い送話品質で、周囲の騒音を抑えてユーザーの声がクリアに伝わります。また、上位モデルの 

「KH-M700」は当社片耳ヘッドセットで初めてノイズキャンセル機能※1を搭載し、受話品質の向上も図りました。 

※1：片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセルの効果を感じにくい場合があります。 

＊｢市場推定価格｣は、発売前の商品について、市場での販売価格を当社が推定したものです。なお、商品の実際の販売価格は、各販売店により決定されます。 

＜企画意図＞ 

近年、ワークスタイルの多様化やテレワークの広まりにより、オンラインや電話でのミーティングの活用機会が増えています。そ

れに伴い、相手の声の聞き取りや自分の声の伝わりにストレスを感じずに、より快適に通話できるイヤホン/ヘッドセットの

ニーズが高まっています。 

 

そこで今回当社は、高い通話品質を実現し、手軽で快適にハンズフリー通話ができる片耳スタイルのワイヤレスヘッドセット

「KH-M700」「KH-M500」を企画・開発しました。通話の品質を高めるために、周囲の騒音を抑えてクリアな音声を実現

する各種機能を搭載。送話機能としては、両モデルともに２つの高性能MEMSマイクとQualcomm®cVc™テクノロジー

を搭載し、ユーザーの声を通話相手にクリアに伝えます。また、上位モデルの「KH-M700」には、当社の片耳スタイルのワ

イヤレスヘッドセットとして初めてノイズキャンセル機能※1を搭載し、相手の声をクリアに聞き取れるよう受話品質の向上を

図っています。 

 

品名 型番 本体カラー 希望小売価格(税込) 市場推定価格(税込)＊ 発売時期 

ワイヤレス 

ヘッドセット 

KH-M700 B:ブラック 

オープン価格 

11,000円前後 

4月上旬 
KH-M500 

B:ブラック 
7,500円前後 

W:ホワイト 
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さらに、テレワーク時などにおける使い勝手の良さや長時間使用にも配慮しています。両モデルともにパソコンとスマート

フォンなど2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、BluetoothⓇ接続設定を切り替える手間なく使用

が可能。また、イヤーピースは標準タイプとサポート付きの2種類を付属し、好みに応じて選べます。「KH-M700」は、耳の

形状や装着感の好み、利用シーンに合わせて形状を自在に調節できるフレキシブルイヤーフックも採用し、より快適な装

着感を実現します。 

 

当社は本機を、ビジネスシーンをはじめとするさまざまな場面で、快適な通話やリスニングをサポートする片耳スタイルのワイ

ヤレスヘッドセットとして市場展開します。 
※2：２台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 

＜「KH-M700」「KH-M500」共通の主な特長＞ 

1．テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 

通話用に 2 つの高性能 MEMS マイクを搭載するとともに Qualcomm®cVc™テクノロジー

を採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時の

オンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 

2．音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 

BluetoothⓇ標準規格 Ver.5.0/Power Class１を採用し、安定したワイヤレス接続を

実現します。 

3．マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 

2 台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2 に対応し、パソコンでオンラインミーテ

ィング、スマートフォンで電話をする際などに Bluetooth®の接続設定を切り替える手間

なく使用できます。 

4．押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン 

ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンク

ションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3

などの基本機能をストレスなく操作できます。 
※3：接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 

 

5．口径 10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質再生を実現 

低域から高域までバランスよく再生する口径 10.4mm の高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。通話相

手の声を高音質で再生し、クリアに聞き取れます。 

6．約 7時間※4※5の連続通話が可能 

約 7 時間※4※5 の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約１週間(約 164 時間)※4 まで対応します。 
※4：使用条件により変わります。 

※5：「KH-M700」はノイズキャンセリング OFF 時。ノイズキャンセリング ON 時は 6.5 時間です。 

7．雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 

※6：JIS 保護等級 4 級（IPX4）相当。 

8．選べる 2種の形状のイヤーピースを付属 

イヤーピースは、標準イヤーピース(S/M サイズ 各 1 個)に加え、より安

定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用 S/M サイズ 

各 1 個、左耳用 S/M サイズ 各 1 個)の 2 種類を付属。好みの装着

感や装着スタイルに合わせて選べます。 

9．左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 

〈マルチファンクションボタン〉  

〈標準イヤーピース(左)とサポート付イヤーピース(右)〉 

〈「KH-M700」装着イメージ〉  
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＜「KH-M700」の主な特長＞ 

1．相手の声をクリアに聞き取れる受話用のノイズキャンセル機能※1を搭載 

当社の片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、内蔵マイクで集音した周囲のノイズを打ち消す信号を生

成することでノイズを低減するアクティブノイズキャンセル機能※1を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話

相手の声がクリアに聞こえます。 

 

2．耳の形状や装着感の好み、利用シーンに合わせて自在に形状を調節できるフレキシブルイヤーフックを付属 

イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安

定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わ

せて調節できます。着脱が可能で、紛失時に備えてスペアも同梱しています。 

 

 

＜「KH-M500」の主な特長＞ 

1．落下を防止する着脱可能なイヤーフックを付属 

本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも同梱しています。 

2．選べる 2 カラーラインアップ（ブラック、ホワイト） 

 

＜主な仕様＞ 

型名 「KH-M700」 

 

「KH-M500」 

通信方式 Bluetooth®標準規格 Ver.5.0 

出力/最大通信距離 
Bluetooth®標準規格 Power Class1/約 10m※7 

対 Bluetooth® 

プロファイル 
A2DP,AVRCP,HFP,HSP 

対応コーデック SBC 

対応コンテンツ保護 SCMS-T 方式 

電池持続

時間
※4

 

通話 (ノイズキャンセリング ON) 約 6.5 時間 

(ノイズキャンセリング OFF) 約 7 時間 

約 7 時間 

 

音楽再生 (ノイズキャンセリング ON) 約 11 時間 

(ノイズキャンセリング OFF) 約 13 時間 

 

約 13 時間 

待ち受け 約 1 週間(約 164 時間) 約１週間(約 164 時間) 

充電時間
※4

 約３時間 約３時間 

質量 約 10.3g 

(イヤーピース、イヤーフック含まず) 

約 10.1g 

(イヤーピース、イヤーフック含まず) 

充電方法 USB 充電 

付属品 
充電用 USB Type-CⓇケーブル、 

取扱説明書、イヤーピース(S/M 各 1 個)、 

サポート付きイヤーピース 

(右耳用 S/M 各 1 個、 

左耳用 S/M 各 1 個) 

フレキシブルイヤーフック 2 個 

充電用 USB Type-CⓇケーブル、 

取扱説明書、 

イヤーピース(S/M 各 1 個）、 

サポート付きイヤーピース 

(右耳用 S/M 各 1 個、 

左耳用 S/M 各 1 個) 

イヤーフック 2 個 

※7：2.4GHz 帯の周波数を使用した無線機器です。また通信距離は目安です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど 2.4GHz 帯を使用する機器や無線などの干渉によ

り、受信距離が短くなる場合があります。 

〈フレキシブルイヤーフック〉  



4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜商標について＞ 

●Bluetooth®ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社JVCケンウッドはこれらのマークをライセンスに基づ
いて使用しています。 

●Qualcomm®cVc™ は Qualcomm Technologies, Inc.および／またはその子会社の製品です。 
●Qualcommは米国および他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。cVcは米国および他の国々で登録された Qualcomm 

Technologies International, Ltd.の商標です。 
●USB Type-C®はUSB Implementers Forumの商標です。 
●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

本資料の内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。 

www.jvckenwood.com 

【報道関係窓口】 株式会社 JVC ケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IR グループ 

            TEL : 045-444-5310  〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 12 番地 

【お客 様 窓 口 】 JVC ケンウッド カスタマーサポートセンター 

            TEL : 0120-2727-87（固定電話からはフリーダイヤル）/ 

0570-010-114（携帯･PHS からはナビダイヤル）/ 045-450-8950（一部 IP 電話） 

「KH-M700-B」  「KH-M500-B」  「KH-M500-W」  


