
商品仕様

型番

GRND-HFEM100C02B GRND-HFEM100FT88 GRFD-HFEM100F900 GRFD-HFEM100A1 GRFD-HFEM01

使用シーン スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード

イヤホンタイプ
カナル型

（インカムタイプ、耳掛けタイプ）

オープンイヤー型

（スピーカータイプ、耳掛けタイプ）

カナル型

（耳掛けタイプ）
カナル型 カナル型

パッケージ

カラー

参考価格（税抜） 1,980円 1,980円 1,980円 – –

商品名 ハンズフリーイヤホンマイク ハンズフリーイヤホンマイク ハンズフリーイヤホンマイク ハンズフリーイヤホンマイク ハンズフリーイヤホンマイク

特徴
シリコン素材使用で、

ソフトで快適な装着感
はずれにくい、耳掛けタイプ

180度回転式で、簡単に

左右の切り替え可能
高音質、長持ち充電 高音質、長持ち充電

JANコード BK：4589569122416

BK：4589569121860

RE：4589569122348

BL：4589569122355

BK：4589569121853

RE：4589569122201

BL：4589569122218

BK：4589569122522 BK：4589569121488

イヤホン本体サイズ 100×57×30mm 71×41.2×8mm 59.5×61.5×22.8mm 74.5×13.9×28.3mm 74.5×13.9×28.3mm

イヤホン本体質量 約20.0g 約9.5g 約12.8g 約8.6g 約12.0g

使用温度範囲／湿度範囲 5～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5℃～40℃／20～80％ 5～40℃／20～80％ 5～40℃／25％～65％

抗菌仕様 – – – – –

ヘッドホン部

ドライバー型式 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型 ダイナミック型

ドライバーサイズ Φ13.0mm Φ14.0mm Φ10.0mm Φ10.0mm Φ10.0mm

音圧感度 96dB 86dB 98dB 104dB 102dB

インピーダンス 32Ω 32Ω 32Ω 32Ω 32Ω

防水規格 IPX4（防水） IPX4（防水） – IPX4（防水） IPX4（防水）

再生周波数帯域 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz 20Hz～20kHz

マイクロホン部

マイク感度 -42dB -42dB -42dB -42dB -42dB

通信仕様

Bluetooth Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.0 Ver.5.1 Ver.5.0

対応プロファイル HSP、HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP HFP、AVRCP、A2DP HSP、HFP、AVRCP、A2DP

対応コーデック SBC、AAC SBC SBC SBC、AAC SBC

使用周波数帯域 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz) 2.4GHz帯(2.4～2.480GHz)

受信距離 約10m 約10m 約10m 約10m 約10m

送信出力 Class2 Class2 Class2 Class2 Class2

ヘッドホン(その他)

イヤホン本体

バッテリー量
90mAh 120mAh 170mAh 120mAh 120mAh

連続音楽再生時間（※1） 約8時間 約10時間 約15時間 約13時間 約8.5時間

連続通話時間（※1） 約10時間 約8時間 約15時間 約12時間 約8時間

連続待機時間（※2） 約150時間 約200時間 約170時間 約220時間 約220時間

充電仕様

充電電圧 DC5V DC5V DC5V DC5V DC5V

充電時間 約2時間 約2時間 約2時間 約2時間 約2時間

充電ポート microUSB microUSB microUSB microUSB microUSB

機能一覧

低遅延モード

（ゲーミングモード）
– – – – –

ノイズキャンセリング

（クリアーな音声送信）
– – – DSP搭載 –

ANC

（アクティブノイズキャンセリング）
– – – – –

外音取り込み機能 – – – – –

音声アシスタント 〇 〇 〇 〇 〇

ハンズフリー通話 〇 〇 〇 〇 〇

自動ペアリング 〇 〇 〇 〇 〇

マルチポイント機能 〇 〇 〇 – –

両耳対応 〇 〇 〇 〇 〇

操作方法 プッシュ式ボタン プッシュ式ボタン プッシュ式ボタン プッシュ式ボタン プッシュ式ボタン

イヤーセンサー機能 – – – – –

その他

付属品
・イヤーキャップ（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル
・充電用microUSBケーブル

・イヤーキャップ（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・イヤーキャップ（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

・イヤーキャップ（S／M／Lサイズ）

・充電用microUSBケーブル

取扱説明書
ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード ダウンロード

保証期間 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 1年 1年

発売日 2020年12月10日 2020年5月8日 2020年5月8日 2020年12月3日 2019年11月29日

商品ページ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ > 商品ページへ

BK (ブラック) BK (ブラック)

RE (レッド) RE (レッド)

BL (ブルー) BL (ブルー)

（※1）使用時間は50％音量の条件にて算出。接続するBluetooth機器との距離が長い場合等、消費電力が増加するために通話/再生時間が短くなる場合があります。



（※2）Bluetooth接続した状態で音楽再生や通話せずに、イヤホンを放置した場合の持続時間。

ハンズフリーイヤホン比較表

購入ページ –BK (ブラック) –

生産終了生産終了

https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/handsfreeearphone/GRND-HFEM100FT88/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/handsfreeearphone/GRFD-HFEM100F900/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/handsfreeearphone/GRFD-HFEM100A1/
https://product.geo-online.co.jp/product/earphone/handsfreeearphone/GRFD-HFEM01/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g985359001/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g985359301/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986024201/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g985692401/
https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g986024301/
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