アクティブスピーカー＆ ホームシアタースピーカーカタログ

JBL Active speakers &
Home theater speakers

ライフスタイルやコミュニケーション、そしてミュージックシーンに合わせて選べる
JBL スマートスピーカー、
アクティブスピーカー & ホームシアタースピーカー
Wi-Fi 接続で、高音質を楽しむために

ポータブルスマートスピーカー / Wi-Fi ワイヤレススピーカー

JBL LINK 20

JBL LINK 10

P3

JBL PLAYLIST

P3

P4

プレミアム Bluetooth アクティブスピーカー

P6

P5

ポータブル Bluetooth スピーカーシリーズ

JBL BOOMBOX

JBL XTREME

P7

JBL CHARGE3
P 10

JBL FLIP4
P 11

JBL PULSE 3

P8

JBL CLIP2

P 12

P9

P 12

P 13

プライベートな空間で、

アラームクロック Bluetooth スピーカー / デスクトップスピーカー / Bluetooth スピーカー

P 14

P 15

CONTROL X
WIRELESS
P 16

ホームシアターシステム ＆ T V スピーカー

CINEMA SB450

P 21

P 20

BAR STUDIO
P 23

P 22

P 24

P25

2

迫力のサウンド！そしてポータブル！ JBLのスマートスピーカーLINK
Google アシスタント搭載ポータブルスマートスピーカー

JBL LINK 20 / JBL LINK 10

ウォータープルーフ
（防水・IPX 7）対応

JBLのスマートスピーカー LINK20/LINK 10は充電池内蔵だからどこに置いても使える。
防水
（IPX7）
対応だからキッチンやお風呂で使って水がかかっても気にならない。
Wi-Fi の高音質ソースを迫力のJBLサウンドで余すこと無く楽しめます。

OK Google

クリアなJBLサウンド

Googleアシスタント搭載。JBL LINKを

LINK10は45mm径、そしてLINK20 は

お使いのWi-Fi環境に設定すれば、
天気

50 mm径フルレンジスピーカーをそれぞ

や交通情報、音楽のストリーミングなど、

れ2基搭載。クリアで力強く厚みのある

インターネット上の様々なサービスを音

JBLサウンドがBluetooth 音源はもちろ

声コマンドで楽しめます。

ん、Wi-Fi の 24bit / 96kHz の高音質
サウンドも余すこと無く楽しむことがで
きます。

Bluetooth対応
Bluetoothワイヤレス搭載。Wi-Fiがな

ポータブル＆防水

い場所でも、スマートホンやタブレット
などとBluetooth ワイヤレスで接続し、

LINK10は満充電＊1で約5時間、LINK20

音楽を楽しめます。

は約10 時間の音楽再生が楽しめます。
また防水
（IPX 7 ＊2）対応なのでキッチン
やバスルームなどの水回りや、
アウトドア
でも安心して楽しめます。

JBL
＊1.充電・再生時間は、環境により異なります。
＊2.IPX7：国際電気標準会議が定めた電子機器の9 段階の防
水保護等級のうち7に相当。水深1mの真水に静かに沈め、
約
30分水底に放置しても当初の性能を保持できる性能です。
※水中ではご利用いただけません。

JBL

JBL
5

10

ホワイト

3

ブラック

ブラック

ホワイト

使い方はアナタ次第、
「OK Google!」
と話しかけてみよう。
OK Google

「明日の天気をおしえて？」

天気予報の情報をこたえてくれます。
■ いつでもどこでも側に置いて声だけで
いろいろなことにこたえてくれます。

OK Google

OK Google
「東京タワーまでクルマで何分？」

「7分後にアラームかけて！」

交通情 報をこたえてくれます。

両手が使えなくても
タイマー機能が使えます。

■ ポータブル（ 充電池搭載）
だから場 所を気にせず
どこでも使えます 。

■ 防水
（ IPX7 ＊2）対応だから
水回りでも安心して使えます。

OK Google

OK Google

「リラックスする音楽かけて！」

「寝室で音楽かけて！」

バスルームでもお気に入りの音楽を楽しめます。

Chromecast built-in 搭載スピーカーを
声でコントロール

■ クリアで迫力のある JBLサウンドを
どこでも楽しめます。

■ JBL PLAYLISTを別の部屋に置き、
お使いの Wi-Fi 環境に設定しておけば
JBL LINKに声で指 示することで JBL
PLAYLISTから音楽を再生できます。

Chromecast built-in 搭載 Wi-Fi ワイヤレススピーカー

JBL PLAYLIST
スマートホンなどのデバイスからCast ボタンをクリックするだけで音楽をCast（再生）
できる、
Chromecast built-in 搭載ワイヤレススピーカー、JBLプレイリスト

■ JBL LINKに声で指示することでJBL
PLAYLISTから音楽を再生できます。

■ Wi-Fi 経由による 24bit/96kHz の高音質サウンドが楽しめます。
■パッシブラジエーター搭載だから、
迫力の低音再生が楽しめます。
■ Chromecast built-in 搭載

Google Play Music などのサービスは、
スマートホンなどのデバイスのアプリを使い簡単に音楽
をCAST
（再生）
できます。また、JBL LINKを同じ Wi-Fi 環境に設定しておけば、
JBL LINKに声で指示
することで JBL PLAYLIST を再生できます。

■ Spotify Connect 対応
■ Bluetooth 対応、
3.5mm 外部入力端子も装備しアナログにも対応。
SPOTIFY CONNECT 対応なのでスマートホンやタブレットを使わず、本体
の再生ボタンをタッチするだけで、再生していたプレイリストを即座に聴くこ
とが可能です。

マットブルー

マットブラック

マットホワイト

※ Spotify Connect 機能を使用するには、Spotify Premium
（有料）のアカウントが必要です。

4

5

6

ポータブル Bluetooth スピーカー

JBL BOOMBOX

ウォータープルーフ
（防水・IPX 7）対応

24
JBL BoomBox

本格 2 ウェイユニット＋パッシブラジエーター搭載によるメリハリの効いた大迫力のJBLサウンド。
ウォータープルーフ対応、大容量充電池搭載だからアウトドアで頼れるBluetoothスピーカー “JBL ブームボックス”
● 迫力の重低音、2 ウェイシステム＋パッシブラジエーター搭載の本格サウンド。

ポータブルスピーカーとは思えない力強いサウンド。インドアモード/ アウトドアモードの
音質の切り替えによりメリハリの効いたサウンドを提供します。

● 24時間の再生も可能、大容量 20,000mAhリチウムイオン充電池搭載。
電源供給用ポートを2 口装備、
スマートホンなどのモバイルバッテリーとしても使用できます。
※充電・再生時間は使用環境により異なります。※ USB ポートは給電専用のため音楽再生はできません。

● マルチに楽しめるJBLコネクトプラス

JBLコネクトプラス対応スピーカーを100台以上同時に再生し、
大音量が楽しめるパーティーモード。
2台のJBL BOOMBOXを左・右チャンネル用に設定して本格ステレオサウンドが楽しめるステレオ
モードに対応。※ステレオモードは同一モデル以外動作しません。

● 2台同時にペアリングが可能なソーシャルモード機能搭載。
●ノイズ/エコーキャンセリング機能搭載、高音質ハンズフリー通話に対応。
● ウォータープルーフ
（IPX7）
対応

アウトドアでの突然の雨や、
プールなどの水辺やバスルームでの使用時に水
がかかったり、万が一の水没でも心配無用、
IPX7 対応だから安心して使える
タフなスピーカーです。
※ IPX7：国際電気標準会議が定めた電子機器の9段階の防水保護等級のうち7に相当。水深1mの真水に
静かに沈め、
約 30分水底に放置しても当初の性能を保持できる性能です。※水中での使用はできません。

ブラック

460mm

7

ポータブル Bluetooth スピーカー

JBL XTREME

スプラッシュプルーフ
（防滴・IPX5）対応

●本格 2ウェイシステム、およびパッシブラジエーター搭載。
●スプラッシュプルーフ
（防滴機能 IPX5）
対応。
※水中での使用はできません。

●大容量 10,000 mAhリチウムイオン充電池搭載。
約3.5時間の充電で約15時間のワイヤレス再生が可能 。
アウトドアでも不安なく使用できます。
また給電用USBポートを2口装備。
スマートホンやタブレッドなど外出時の緊急充電にも役立ちます。
※充電・再生時間は使用環境により異なります。※ USB ポートは給電専用のため音楽再生はできません。

● 3 台同時にペアリングが可能なソーシャルモード機能搭載。
●ノイズ/エコーキャンセリング機能を搭載し、高音質ハンズフリー通話に対応。
●大音量かつパワフルなサウンドが楽しめるJBLコネクト機能搭載。
JBLコネクト機能を搭載した2台のスピーカーを同時にワイヤレス接 続 が 可 能。

本格２ウェイシステムにパッシブラジエーター搭載。
JBL エクストリームは 63mm ウーファーと35mm ツイーターの本格 2ウェイ
システムを採用。さらに JBL独自のパッシブラジエーターを両側に搭載すること
で、クリアな中高音と力強い低音再生を実現。
迫力の JBL サウンドをインドア・アウトドアを問わず楽しめます。

スクワッド

4 Color Variations

ブルー

レッド

ブラック

8

ポータブル Bluetooth スピーカー

JBL PULSE 3

ウォータープルーフ
（防水・IPX 7）対応

7

12

360°
に輝くマルチカラー LED 搭載のBluetoothスピーカーJBLパルスが、
ウォータープルーフ
（IPX7）
に対応。
水際などでの使用にも不安なく、美しいイルミネーションに迫力のサウンドが楽しめる “JBL パルス3”
●全 7 種類のイルミネーションテーマがサウンド空間を華やかに演出。

■ JBL Connect アプリ

本 機 にプリインストール され た7 種 類のイルミネーションテーマの他に、スマートホンアプリの

スマートホンで JBL Connect アプリ
（無料）
を

JBL Connect を使えば、多様な機能でイルミネーションをカスタマイズして楽しむことができます。

使うと、JBL PULSE 3 にプリインストールされ

●パッシブラジエーター搭載で、迫力のJBLサウンドを実現。

するだけでなく、
さまざまな機能

JBLの持ち味であるクリアな中高音に加え、低音の厚みを増強させるパッシブラジエーターを搭載。
屋内外を問わず迫力のJBLサウンドを楽しめます。

たイルミネーションテーマを選択
でイルミネーションを楽しむこと
ができます。

●約 12 時間のワイヤレス音楽再生とイルミネーション発光を実現。
大容量 6,000mAhリチウムイオン充電池を搭載し、約4.5時間の充電で約12時間のワイヤレス
再生とイルミネーション発光を実現。 ※充電・再生時間は使用環境により異なります。

●大音量かつパワフルなサウンドが楽しめるJBLコネクトプラス機能搭載。
●ノイズ/エコーキャンセリング機能を搭載し、高音質ハンズフリー通話に対応。

■全 7 種類のイルミネーションテーマ
テーマに合わせて美しい光のショーを楽しめ
ます。
ウェーブ / ジェット / エクスプロージョン
イコライザー / レイブ / レインボー / ファイアー

● 2 台同時にペアリングが可能なソーシャルモード機能搭載。
● SiriまたはGoogle Nowをアクティブ化できるボイスアシスタント機能搭載。
■イルミネーションテーマをカスタマイズ

スマートホン用のJBL Connectアプリのカスタマイズモード
を使うと、オリジナルのライトショーを作れます。
9つのアクションから最大3つのアクションを選択、曲や気分
にあわせたオリジナルのテーマを作って楽しめます。

■イルミネーションテーマのカラーをカスタマイズ
1.カメラ機 能でカスタマイズ
スマートホンなどのカメラ機
能を使い、お気に入りのイン
テリアや服などを撮影し、
そ
の色にイルミネーションを変
えることができます。

ブラック

ホワイト

2. アプリでカスタマイズ
JBL Connect アプリのカラー
チャートを使い、
色を選ぶこと
でお部屋の雰囲気に合わせて
イルミネーションカラーをカス
タマイズできます。

■ JBL コネクトプラス機能でサウンドを楽しむ
【パーティーモード】

223mm

100台以上のJBLコネクトプラス機能を搭
載したスピーカーを同時に再生し、大音量
が楽しめます。
【ステレオモード】
2台のPULSE3 を左・右チャンネル用に設定
して本格ステレオサウンドも楽しめます。
※ステレオモードは同一モデル以外動作しません。

9

【パーティー】

【ステレオ】

ポータブル Bluetooth スピーカー

JBL CHARGE3

ウォータープルーフ
（防水・IPX 7）対応

6

/

20

クリアかつ迫力あるJBLサウンド、モバイルバッテリーとしても使える大容量電池を内蔵し、
IPX7 ウォータープルーフに対応したポータブル Bluetooth スピーカー “JBL チャージ 3”。
● 臨場感豊かな高音質サウンドを実現。
更なる音質向上のためにボディを新設計。50mm 径ドライバー×2 基搭載し、総合20Wで駆動。
また迫力の低音再生を実現する JBL 独自のパッシブラジエーターを搭載し、臨場感豊かな
高音質サウンドを実現しました。

● 大容量 6,000mAh リチウムイオン充電池搭載。
約 4.5時間の充電で最大 20 時間のワイヤレス連続再生が可能。
また給 電 用USB ポートを装備し、
モバイル用バッテリーとしても使用できます。
※充電・再生時間は使用環境により異なります。※ USB ポートは給電専用のため音楽再生はできません。

● 大音量かつパワフルなサウンドを生み出すJBLコネクト機能、
JBLコネクトプラス機能に対応。
※ JBL コネクトプラス機能に対応するにはソフトウェアアップデートが必要です。
またアップデートすると JBL コネクト機能は使用できなくなります。

ウォータープルーフ
（防水機能 IPX7）対応。

● 3 台同時にペアリングが可能なソーシャルモード機能搭載。

プールサイド、またバスルームなど水しぶきがかかるような場所でも気にせ

スマホを 3 台まで同時にペアリングできるソーシャルモードを搭載。

ず楽しめます。最大30分間の水没にも耐えられるIPX7規格に対応している

友人同士交互に音楽再生をして楽しむことができます。

ので、もしもの水没にも安心して使えます。※水中での使用はできません。

●ノイズ/エコーキャンセリング機能を搭載し、高音質ハンズフリー通話に対応。
接続端子は防水カバーが装備。
通常時は閉じて使用します。

スクワッド

6 Color Variations

レッド

グレー

ブルー

ティール

ブラック

■オプション

JBL CHARGE3 用ケース
本体をキズやホコリから守る
キャリングケース（別売）
213mm

オープン価格
JBLCHARGE3CASEGRY 4968929018703

10

ポータブル Bluetooth スピーカー

JBL FLIP4

ウォータープルーフ
（防水・IPX 7）対応

7

12

音響工学に基づいた独創的なデザイン、
手頃なサイズ、豊富なカラーバリエーションでウォータープルーフ
（IPX7）
にも対応。
見た目のサイズからは想像できないパワフルなサウンドが魅力の“JBLフリップ4”。
● パッシブラジエーター搭載で、迫力のJBLサウンドを実現。
JBLの持ち味であるクリアな中高音域に加え、
低音に厚みを持たせるパッシブラジエーターを搭載。
屋内外を問わず迫力のJBLサウンドを楽しめます。

● 約 12 時間のワイヤレス再生を実現。

各部屋のJBLフリップ4をペアリング JBLコネクトプラス
■1台目の JBLフリップ4 とスマートホンなどの
デバイスを Bluetooth で
ペアリング。

約3.5 時間の充電で、約12 時間の長時間ワイヤレス再生が可能。
※充電・再生時間は使用環境により異なります。

● ウォータープルーフ
（防水機能 IPX7）対応。※水中での使用はできません。
● ノイズ/エコーキャンセリング機能を搭載し、高音質ハンズフリー通話に対応。
電話会議などの使用にも最適な高音質ハンズフリー通話に対応。音楽再生中の着信応答は、
JBL フリップ4 の通話ボタンを押すだけで簡単に行なえます。

● 大音量が楽しめるJBLコネクトプラス機能搭載。
100 台以上のワイヤレス接続が可能。大音量かつパワフルなサウンドが楽しめます。

● 2 台同時にペアリングが可能なソーシャルモード機能搭載。
● Siri や Google Nowを呼び出せるボイスアシスタント機能搭載。

■ 2台目以降のJBLフリップ4または JBLコネクトプラス対応スピーカーの
「 ボタン」を押すことで、順次ワイヤレスで100台以上リンクします。

ホワイト

7 Color Variations

レッド

175mm

11

ブルー

グレー

ティール

ブラック

スクワッド

接続端子各種は本体背面に装備しています。

ポータブル Bluetooth スピーカー

JBL CLIP2

ウォータープルーフ
（防水・IPX 7）対応

8

ポケットサイズ、カラビナ付きで手軽に持ち運べるボディにパッシブラジエーターを搭載。高音質 JBL サウンドに磨きをかけました。
さらに防水機能 IPX7 ウォータープルーフに対応したポータブル Bluetooth スピーカー “JBL クリップ 2”。
● パッシブラジエーター搭載、パワフルな低音を実現。
ポケットサイズボディに40mm 径ドライバーを搭載。さらに新設計の
パッシブラジエーターを搭載し、定評あるクリアな中高音域にパワフルで
厚みのある低音が加わり、更なる高音質を実現しました。
※スピーカーグリルは外れません

● ウォータープルーフ
（防水機能 IPX7）対応。
プールサイド、またバスルームなど水しぶきがかかるような場所でも気にせず楽しめます。
最大30分間の水没にも耐えられるIPX7規格に対応しているので、もしもの水没にも安心して使えます。
※水中での使用はできません。

● 約2.5時間の充電で最大 8 時間の連続再生を実現。
※充電・再生時間は使用環境によって異なります。

6 Color Variations

● エコーキャンセリング機能搭載、
高音質ハンズフリー通話に対応。
スクワッド

● パワフルなサウンドを楽しめる
デイジーチェーン接続に対応。
JBL CLIP2 をワイヤレスで2台同時に接続
再生することで、コンパクトでありながら
パワフルなサウンドを楽しめます。

94mm

● カラビナ付きでアウトドアにも最適。

レッド

グレー

ブラック

ティール

ブルー

ポータブル Bluetooth スピーカー

JBL GO
5

手のひらサイズでスマートホン並の軽さ、キュートでポップで
簡単操作のポータブル Bluetooth スピーカー “JBL ゴー ” 。
● 高品位ハンズフリー通話に対応。
Bluetooth は簡単セッティングですぐに音楽を楽しめます。内蔵マイク、
そしてエコー＆ノイズキャンセリング機能搭載で、高品位なハンズフリー通話が楽しめます。

オレンジ

●リチウムイオン充電池搭載。
JBL ゴーは約 1.5 時間の充電で約 5 時間のワイヤレス再生が可能。アウトドアでも
不安なく使用できます。また、USB コネクタ接続で PC などから手軽に充電も可能です。
※充電・再生時間は使用環境により異なります。

● 3.5mmステレオミニジャックの外部音声入力端子装備。
●高品質感、 耐久性のあるシリコン素材採用。

ストラップホルダーを
側面に装備。

ボディには手に馴染み、耐久性のあるシリコン素材を採用。

3.5mm ステレオミニジャックの外部音声入力端子装備。
TV や PC などとの有線接続も可能です。
※ケーブルは付属していません。市販のオーディケーブルを
ご使用下さい。

カラフルな 8 色のボディカラーを用意したポータブルスピーカーです。

8 Color Variations
グレー

レッド

イエロー

ティール

ピンク

ブルー

ブラック
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ポータブル Bluetooth スピーカー

JBL TRIP
サンバイザーにワンタッチ、クルマでも使える Bluetooth ポータブルスピーカー。
クルマでも家の中でもマルチに楽しめる、ポータブル Bluetooth スピーカー “JBLトリップ ”
● JBL 独自設計による高音質サウンド。
40mm 径フルレンジスピーカー×１基搭載。臨場感豊かな高音質サウンドを実現しました。

● 高音質ハンズフリー通話に対応。
米国にて特許取得済みの、独自のノイズキャンセリングシステムを搭載。走行中や、
風の音などの悪条件下でも、クリアな音質でハンズフリー通話を楽しめます。

● 大容量リチウムイオン充電池搭載。
1,200mAhの充電池搭載。フル充電で音楽再生は最大 8 時間、通話は最大 20 時間、
そして 800 時間の待機時間を可能にしました。

背面に、付属のアタッチメントを取り付け、
サンバイザーへ設置。

● Siri、
Google Now ※に対応。 ※ソフトウェアアップデートが必要です。詳しくは HP をご覧ください。

※サンバイザーへの取り付けクリップは、落下防止のために挟み込み強度を高めています。
これにより、サンバイザーに取り付け跡が残る場合があります。

● コンパクトなポータブルサイズ。
クルマのサンバイザーにクリップで取り付けできる

●過酷な車内温度にも耐える設計

コンパクトなポータブルサイズ。

ー10℃から+60℃までの動作試験をクリアしているため、
クルマでも安心して

取り付けは、穴あけ加工などが不要なので、

お使いいただけます。

クルマを変えても、また家の中でも

（クルマから長時間はなれる場合は、本機をサンバイザーから取り外して車外に持ち出すことをおすすめします。
）

ご使用いただけます。

134mm

■ オプション
JBL TRIP 用ケース
本体をキズやホコリから守るキャリングケース
（別売）
オープン価格

TRIPPOUCH 4968929016686

ブラック

ヘイ！

シリ

「Hey Siri ~」と話しかければ、Siriが音声検索で調べたり、運転しながら音声でスマートホンが 使える。

Hey Siri ~

Hey Siri ~

音楽かけて

ガソリンスタンド探して

●●に電話して

音声操作

音声検索

ハンズフリー

音楽アプリ内を検索しよう

ナビアプリを操作しよう

クルマでもつながろう

「これに似た曲をもっとかけて」

「ガソリンがなくなった」

「お父さんの職場に電話して」

「スキップして」

「おすすめの美術館を教えて」

「斎藤さんからの最新のメッセージを読み上げて」

「 198 5年のヒット曲を再生して」
「今一番人気がある曲を聴かせて」
13

Hey Siri ~

「テラス席があるレストランを教えて」
＊画面操作が必要な場合は必ずクルマを止めてから行ってください。
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デスクトップアクティブスピーカー

JBL Pebbles

ブラック
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ホワイト

Bluetooth 2 ウェイコンパクトスピーカー

CONTROL X WIRELESS
４

プロ用モニタースピーカーを手がけるJBLの高音質が、ワイヤレス機能により様々な場所で手軽に楽しめます。
クリアなサウンドと優れた音響バランスが特長の 2 ウェイコンパクトスピーカー “コントロール エックス ワイヤレス”
●プロフェッショナルが認めたクリアな音質、優れた音響バランス。
最新プロフェッショナル･モニターのために独自に開発したHDI（ High Definition Imaging ）ホ ーン技 術を高
域ユニットに採用。ホーンシステムならではの高感度で多彩なディテール表現 、そして広く均一な指向特性により
リスニングエリアのどこにいても、自然な音質と鮮明なステレオイメージが楽しめます。

● JBLの高音質技術が透明感あふれる高域再生を実現。
25mm 径ドームツイーターに "CMMD（ Ceramic Metal Matrix Diaphram ）" を採用し、歪や濁りの無い
透明感あふれる高域再生を実現しました。

● 1クラス上のダイナミックでパワフルな低域を再生。
133mm 径ウーファーには、グラファイトを加え剛性と適度な内部損失を持たせたポリコーンを搭載したことで、
歪の少ない正確なピストニック･モーションを実現しました。
また、滑らかな流線型フォルムのスリップストリーム型バスレフポートを背面に装備、ポートノイズを抑えながら
JBL ならではのダイナミックでパワフルな低域再生を可能にしました。

● Bluetooth 搭載、最大 4 台の同時再生が可能。
Bluetooth 搭載だからスマホやタブレットから簡単にワイヤレス接続で音楽を楽しめます。また搭載している
充電池は約 2.5 時間の充電で、連続約 4 時間の音楽再生が可能。AC 電源を供給できないアウトドアなどでも
本 格サウンドが 楽しめます。さらに1セットを追加接続し、同モデルを最大 4 台まで同時に駆動できるので、

●スピーカー上部に操作系ボタンを配置。
再生や音量調節等の操作が、アプリやリモコンを使わず
手動で簡単にコントロールが可能です。

より広範囲に臨場感のあるサウンドが楽しめます。
※ Bluetooth の再生時間は、使用環境により異なります。※追加スピーカーは別売です。

● 堅牢でモダンなデザイン、2 色のカラーバリエーション採用。
● 防滴構造採用により、屋外への設置も可能。
防滴構造を採用しているため、直接雨水がかからないひさしの下などの屋外への設置も可能です。

グラファイト

ホワイト
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用途や音楽に
合わせて
楽しみ方が
マルチに選べる
掲載ページ

グーグルアシスタントも
楽しめる
P3

P3

ポータブル スマートスピーカー

家の中で音楽を
楽しむ
P4

WiFi スピーカー

※

レコード もハイレゾ音源も
楽しめる
P5

P6

バスルームや
P7

P8

プレミアム アクティブスピーカー

LINK 20

LINK10

PLAY LIST

Authentics
L16

Authentics
L8

BOOMBOX

XTREME

2色

2色

3色

1色

１色

1色

4色

65Hz 〜 20kHz

65Hz 〜 20kHz

65Hz 〜 20kHz

35Hz 〜 35kHz

45Hz 〜 35kHz

50Hz 〜 20kHz

70Hz 〜 20kHz

総合20W

総合16W

総合 300W

総合 300W

総合 120W

総合 60W

総合 40W

−

−

−

−

−

−

−

光デジタル
フォノイコライザー

光デジタル

−

−

−

24 時間

15 時間

−

−

−

JBL スピーカー
ラインアップ

カラーバリエーション
再生音域（周波数特性）
音声出力（最大）
マルチウェイシステム

低音再生機能

Google アシスタント搭載

−

音声入力

充電池による再生時間

10 時間

5 時間

防水対応
（IPX7/ IPX5 対応）
スマートホンチャージ

−

−

−

ハンズフリー通話機能

−

−

−

−

−

ソーシャルモード

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

（給電用 USB ポート）

同一機種2台で
ステレオ再生が可能
対応機種で
複数台同時再生が可能

■ Google アシスタント搭載
米国 Google 社が開発した AI アシスタント機能。「OK Google」という掛け声で話
しかけると、いろいろな対応をしてくれる便利機能です。

■ Chromecast built-in 搭載
米国 Google 社が開発したストリーミングサービス用のソフトです。Wi-Fi（インター
ネット）経由で Google Play Music などの音楽配信サービスを再生できます。

■家中 Wi-Fi セット機能
家の中で同じ Wi-Fi に接続することで、Chromecast built-in のオーディオグループ
に追加された複数のスピーカーに同時にCast（再生）
することができます。
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■ネットワーク
Wi-Fi（AirPlay）や DLNA などの家庭内 LAN 通信を使って無線対応が可能です。

CLIP2のみ

どこでも音楽 を楽しみたい

アウトドアでも音楽を楽しむ
P9

P10

P11

P12

P12

クルマでも
音楽を楽しむ
P13

ラジオも
楽しむ
P14

スマホや PCの音楽を
高音質で楽しむ
P15

P16

アラームクロックスピーカー / デスクトップ /
コンパクトスピーカー

ポータブル Bluetooth スピーカー
PULSE 3

CHARGE3

FLIP4

CLIP2

GO

TRIP

HORIZON

Pebbles

CONTROL X
WIRELESS

2色

6色

7色

6色

8色

１色

２色

２色

２色

65Hz 〜 20kHz

65Hz 〜 20kHz

70Hz 〜 20kHz

120Hz 〜 20kHz

180Hz 〜 20kHz

160Hz 〜 20kHz

70Hz 〜 20kHz

70Hz 〜 20kHz

62Hz 〜 20kHz

総合 20W

総合 20W

総合 16W

3.0W

3.0W

3.2W

総合 10W

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

USB接続

（ミニプラグ装備）

12 時間

20 時間

−

12 時間

−

/
/

8 時間

−

5 時間

8 時間

−

−

4 時間

−

−

−

−

防滴構造

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

ワイヤレス
デイジーチェーン
（最大 2台）

−

−

−

−

最大 4 台
同時駆動可能

※ソフトウェアの
アップデートが
必要です

■スプラッシュプルーフ（防滴：IPX5）
防滴機能（IPX5）
に対応。尚、
水中での使用には適しません。
※ IPX5：国際電気標準会議が定めた電子機器の9段階の防水保護等級のうち5に相当。
あらゆる方向からの噴水流に対して有害な影響がないと定義した性能です。

■ウォータープルーフ（防水：IPX7）
防水機能（IPX7）
に対応。尚、
水中での使用には適しません。
※ IPX7：国際電気標準会議が定めた電子機器の9段階の防水保護等級のうち7に相当。
水深1mの真水に静かに沈め、約30分間水底に放置しても性能を保持できる性能です。

詳しい情報は、カタログ裏面をごらんください。※レコードは、Authentics L16 のみ対応。

■高音質ハンズフリー通話
独 自 のノイズ ／ エ コー キャン セリング 機 能 を 搭 載した マイクを 本 体 に 内 蔵。
Bluetooth 接続したまま、よりクリアなハンズフリー通話に対応しています。

■ソーシャルモード
Bluetooth 接続でデバイスを2台、もしくは3台まで同時にペアリングし、交互に楽曲
再生ができる機能です。聴きたい楽曲が別々のスマートホンなどに保存されている
ときに、繋ぎ変えるストレス無く楽しめます。
■ JBL コネクト / JBL コネクトプラス
JBLコネクトは2台、JBLコネクトプラスは100台以上の、それぞれの機能
を搭載したスピーカーとペアリングして大音量で楽しめます。また左チャン
ネル／右チャンネルのスピーカーとして設定し、ステレオ再生も可能です。
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JBL HOME CINEMA
映像は音で決まる。
迫力と臨場感が際立つ。
JBLホームシアターシステム

19

4K Ultra-HD 対応 2.1ch ホームシアターシステム

CINEMA SB450

Home cinema2.1soundbar with wireless subwoofer

4K
4K Ultra-HD対
Ultra-HD対 応
応、
、映
映 像が
像が 際
際 立つ極
立つ極 上のサウンド
上のサウンド 。
。

世界中の映画館やコンサートホールで、熱狂と感動のサウンドを提供しているJBLの音響システム。
世界中の映画館やコンサートホールで、熱狂と感動のサウンドを提供しているJBLの音響システム。
シネマSB450はその実績と技術力をベースに開発された、家庭用 2.1ch ホームシアタースピーカーシステムです。
シネマSB450はその実績と技術力をベースに開発された、家庭用 2.1ch ホームシアタースピーカーシステムです。
迫力と臨場感ある高音質サウンドが、4K Ultra-HD 対応のクリアな映像ソフトをさらに際立たせます。
迫力と臨場感ある高音質サウンドが、4K Ultra-HD 対応のクリアな映像ソフトをさらに際立たせます。
また、Bluetooth ワイヤレス対応によりスマートホンの音楽も手軽に高音質で楽しめます。
また、Bluetooth ワイヤレス対応によりスマートホンの音楽も手軽に高音質で楽しめます。

シネマSB450は貴方のプライベートシアターに極 上 のサウンド空間を提供します。
シネマSB450は貴方のプライベートシアターに極 上 のサウンド空間を提供します。

4K
4K Ultra-HD
Ultra-HD &
& HIGH
HIGH QUALITY
QUALITY SOUND
SOUND

CINEMA SB450
CINEMA SB450

4K Ultra-HDに対応
4K Ultra-HDに対応

4K Ultra-HDパススルーに対応しているため、4Kテレビなどと組み合わせることで、
4K Ultra-HDパススルーに対応しているため、4Kテレビなどと組み合わせることで、
Ultra-HDのBlu-rayソフトに記録されている映像と音声を、最上位フォーマットの
Ultra-HDのBlu-rayソフトに記録されている映像と音声を、最上位フォーマットの
まま入力・再生が可能。クリアで迫力ある高音質サウンドを楽しめます。
まま入力・再生が可能。クリアで迫力ある高音質サウンドを楽しめます。

独自技術 HARMAN Display Surround
独自技術 HARMAN Display Surround

最大出力440Wのパワーを備えたホームシアターシステムは、独自の「HARMAN
最大出力440Wのパワーを備えたホームシアターシステムは、独自の「HARMAN
Display Surround」モードの搭載により、圧倒的な迫力と臨場感を実現しました。
Display Surround」モードの搭載により、圧倒的な迫力と臨場感を実現しました。
映画館やコンサートホールで活躍するJBLのサウンドクオリティを、包み込まれるような
映画館やコンサートホールで活躍するJBLのサウンドクオリティを、包み込まれるような
バーチャルサラウンドで楽しめます。
バーチャルサラウンドで楽しめます。

音楽も本格的に楽しめるHi-Fi Sound
音楽も本格的に楽しめるHi-Fi Sound

5 8 m m 径ミッドレンジドライバー（ × 4 基 ）、3 2 m m 径ツイーター（ × 2 基 ）を総 合
5 8 m m 径ミッドレンジドライバー（ × 4 基 ）、3 2 m m 径ツイーター（ × 2 基 ）を総 合
440Wのアンプがドライブ。ボーカル中心の中音域からハイトーンの高音域をクリアで
440Wのアンプがドライブ。ボーカル中心の中音域からハイトーンの高音域をクリアで
臨 場 感 の あるサウンドに 仕 上 げ ました 。そして2 0 0 m m のワイヤレスサブ ウ ー
臨 場 感 の あるサウンドに 仕 上 げ ました 。そして2 0 0 m m のワイヤレスサブ ウ ー
ファーがパワフルな重低音をカバー、音楽も本格的に楽しめるJBLの高音質を堪能
ファーがパワフルな重低音をカバー、音楽も本格的に楽しめるJBLの高音質を堪能
できます。
できます。

1100mm
1100mm
HARMAN Display Surround
HARMAN Display Surround
Bluetooth
Bluetooth

HDMIだけでなく、光ケーブルデジタル音声入力端子も装備。好みに合わせて多彩
HDMIだけでなく、光ケーブルデジタル音声入力端子も装備。好みに合わせて多彩
な入力に対応してます。またケーブル1本で接続できるので面倒な設定は不要。
な入力に対応してます。またケーブル1本で接続できるので面倒な設定は不要。
さらにBluetoothにも対応しているのでスマートホンやタブレット、PCの楽曲をワイヤレ
さらにBluetoothにも対応しているのでスマートホンやタブレット、PCの楽曲をワイヤレ
スで簡単に再生できます。
スで簡単に再生できます。

Layout Freeだから様々な設置環境に対応
Layout Freeだから様々な設置環境に対応

サブウーファーとサウンドバーはワイヤレス接続なので、好みの場所にすっきりとレ
サブウーファーとサウンドバーはワイヤレス接続なので、好みの場所にすっきりとレ
イアウト可能。またサウンドバーはTVの前に設置する以外にも、付属の壁掛け用金
イアウト可能。またサウンドバーはTVの前に設置する以外にも、付属の壁掛け用金
具を使えばよりスマートに壁掛けレイアウトにも対応します。
具を使えばよりスマートに壁掛けレイアウトにも対応します。

お手持ちのTV用リモコンで操作できるリモコン学習機能
お手持ちのTV用リモコンで操作できるリモコン学習機能

CINEMA SB450は、付属のリモコンだけでなく、お手持ちのTV用リモコンでも操作
CINEMA SB450は、付属のリモコンだけでなく、お手持ちのTV用リモコンでも操作
が可能となる「TV Remote Control Learningリモコン学習機能」を搭載。TV用
が可能となる「TV Remote Control Learningリモコン学習機能」を搭載。TV用
リモコン1台で本機もコントロールできます。
リモコン1台で本機もコントロールできます。

97mm
97mm

POWER
POWER

多彩な入力に対応、
さらにBluetoothワイヤレス接続も可能
多彩な入力に対応、
さらにBluetoothワイヤレス接続も可能

JBL コネクト
JBL コネクト

本体上部スイッチパネル
本体上部スイッチパネル

JBLコネクト
JBLコネクト機能を搭載したスピーカーと、
同 時 にワイヤレス 接 続 が 可能 。同時に再生することで、大音量
JBLコネク
ト

かつパワフル
な サウンド が楽しめ、リビングやキッチン、
ベッドルームでも同時に音楽再生が可能です。
JBLコネクト機能を搭載したスピーカーと、
同 時 にワイヤレス
接 続 が 可能 。同時に再生することで、大音量
かつパワフル な サウンド が楽しめ、リビングやキッチン、ベッドルームでも同時に音楽再生が可能です。

サブウーファー
サブウーファー

200 mm 径サブウーファー
200 mm 径サブウーファー

リモコン
リモコン
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映像は音楽で決まる。
迫力と臨場感が際立つJBLホームシアタースピーカー。

誕生しました。
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VIRTUAL SURROUND
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映像は音楽で決まる。
迫力と臨場感が際立つJBLホームシアタースピーカー。

Bluetooth 対応 2.0ch テレビサウンドバー

BAR STUDIO

2.0 channel soundber with bluetooth

明 快で迫力あるサウンドが、映 像に感 動を与える。
世界中の映画館やコンサートホールで、熱狂と感動のサウンドを提供しているJBLの音響システム。
BAR STUDIOはそのテクノロジーから生まれた家庭用のテレビサウンドシステムです。
大迫力と臨場感を実現する独自のサラウンドモードに加え、5種類のサウンドモードを搭載。
パワフルな重低音、
そして力強いJBLサウンドがテレビの映像に新たな感動を与えます。

高さはわずか58mm！テレビ画面下にスッキリ設置可能。BAR STUDIOで迫力の映像サウンドをお楽しみください。

HIGH QUALITY SOUND FOR HOME TV

BARSTUDIO

JBL High Quality Sound

Easy Setting

プロが認めたサウンドをご家庭で

簡単セットアップ、HDMI ARC装備

バースタジオはツイーター×2、ウーファー×2、そして低音域を増強するデュアルバス

HDMI ARC対応なのでテレビとの接続は1本で簡単にセットアップが可能です。

ポートを搭載したオールインワンタイプスピーカーです。

For Music

Compact
高さ58mm！TVの前にスマートに設置

Bluetoothをはじめ多彩な入力に対応
多彩な入力端子を装備
AC電源入力端子 / 光デジタル端子 / 3.5mmステレオミニ端子 / USB A 端子 / HDMI ARC端子

58mm
614mm
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2.2ch ホームシアターシステム

CINEMA BASE

2.2 channel all-in-one soundbase for television

デュアルサブウーファー（イメージ）

24

映像は音楽で決まる。
迫力と臨場感が際立つJBLホームシアタースピーカー。

ホワイト

ブラック

25

掲載ページ

P20

P21

ラインアップ

CINEMA
SB450

CINEMA
SB350

P22

P23

P24

P25

CINEMA BASE

BOOST TV

ホームシアター & コンパクト TV スピーカー

カラーバリエーション
再生音域（周波数特性）

CINEMA
SB250

BAR STUDIO

１色

１色

１色

１色

１色

２色

40Hz 〜 20kHz

45Hz 〜 20kHz

45Hz 〜 20kHz

60Hz 〜 20kHz

45Hz 〜 20kHz

60Hz 〜 20kHz

総合 440W

総合 320W

総合 200W

総合 30W

総合 240W

総合 30W

−

−

音声出力（最大）
マルチウェイシステム

低音再生機能

スマートホンチャージ

90mm 径
サブウーファー×2

光デジタル

光デジタル

165mm 径
サブウーファー×1

光デジタル

光デジタル

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

音声入力

−

（給電用 USB ポート）
ソーシャルモード
対応機種で
複数台同時再生が可能

165mm 径
サブウーファー×1

50mm 径
サブウーファー×2

200mm径
サブウーファー×1

光デジタル

光デジタル

−

バーチャルサラウンド
音楽優先サウンドシフト

−

リモコン学習機能

−

機能一覧
■本格マルチウェイシステム（２ウェイ、
３ウェイ）
高音用、低音用など各々の音声帯域を受け持つスピーカーユニットを組み合わえ
たシステムのことを指します。２ウェイシステム、
３ウェイシステムが一般的でワイ
ドレンジでより本格的な音楽再生が可能です。

■ソーシャルモード
Bluetooth 接続でデバイスを２台、もしくは３台まで同時にペアリングし、交互
に楽曲再生ができる機能です。
聴きたい楽曲が別々のスマートホンなどに保存
されるときに、繋ぎ変えるストレス無く楽しめます。

■スリップストリームポート
ユニット内部で発生した低音を外部に排出するためのポート
（穴）で、
豊かな低音
再生が可能となります。
（バスレフポート、ベースポートも同様な機能です）

■ JBL コネクト
JBLコネクトは2台、それぞれの機能を搭載したスピーカーとペアリングして大音量
で楽しめます。また左チャンネル / 右チャンネルのスピーカーとして設定し、ステレオ
再生も可能です。

■ Bluetooth
比較的近距離の無線通信規格。
ワイヤレスでデジタル音声信号の通信が可能です。
受信側と送信側が１対1の通信
（ペアリング）が基本です。

■ HARMAN Display Surround
独自のバーチャルサラウンド技術。JBL の高音質サラウンドをベースに、
包み込ま
れるような臨場感豊かなバーチャルサラウンドをたのしめます。

■外部入力端子
3.5mm ステレオミニジャック装備。同端子を装備するほとんどの機器とアナログ
接続が可能です。

■ JBL サウンドシシフト
TV 視聴中に、
Bluetooth 接続したデバイスで音楽再生をすると、
自動で音声が
Bluetooth 再生に切り換わります。ホームシアタースピーカーの便利機能。

■給電用 USB ポート
スマートホンやタブレットなどへの給電用 USB ポートを装備しています。大容量
充電池搭載ポータブルスピーカーはアウトドアなどの外出時にモバイルバッテ
リーとして活用できます。

■リモコン学習機能
付属のリモコンとは別に、ご使用中の TV 用リモコンでも操作が可能です。映像・
音楽視聴をより快適にする機能です。

ホームシアターシステム
音声入力
最大出力

使用ユニット

周波数特性

※伝送範囲 Class2
（通信距離約10m、
障害物がない場合）※2.USB 機器の種類や音楽ファイル形式によっては再生できない場合があります。

CINEMA SB450

CINEMA SB350

CINEMA SB250

BAR STUDIO

CINEMA BASE

BOOST TV

HDMI（ARC）
×1、HDMI×3、
Bluetooth×1、
光デジタル×1、アナログ×1

HDMI（ARC）×1、Bluetooth×1、
光デジタル×1、アナログ×1

Bluetooth×1、光デジタル×1、
アナログ×1

HDMI
（ARC）
×1、Bluetooth×1、
光デジタル×1、アナログ×1、
USB ※ 2 ×1

HDMI
（ARC）
×1、Bluetooth×1、
光デジタル×1、アナログ×1

Bluetooth×1、光デジタル×1、
アナログ×1

総合 30W

総合 240W

総合 30W（15W×2）

50mm 径ウーファー× 2、
38mm 径ツイーター× 2

65mm 径フルレンジスピーカー×2

総合 440W

総合 320W

総合 200W

サウンドバー /
58mm 径ミッドレンジドライバー×4
32mm 径ツイーター×2
サブウーファー /
200mm 径ウーファードライバー×1

サウンドバー /
55mm 径ミッドレンジドライバー×4
32mm 径ツイーター×2
サブウーファー /
165mm 径ウーファードライバー×1

サウンドバー /
55mm 径ミッドレンジドライバー×2
32mm 径ドームツイーター×2
サブウーファー /
165mm 径ウーファードライバー×1

40Hz 〜 20kHz

45Hz 〜 20kHz
バージョン：Bluetooth3.0 ※

Bluetooth

90mm 径ウーファードライバー×2

50mm 径フルレンジドライバー×2

60Hz 〜 20kHz

45Hz 〜 20kHz

60Hz 〜 20kHz

バージョン：Bluetooth4.2 ※

バージョン：Bluetooth3.0 ※

バージョン:Bluetooth3.0+EDR ※

サイズ

サウンドバー / W1100 ×D76 ×H97（本体のみ）mm サウンドバー / W1000 ×D62 ×H78（本体のみ）mm
サブウーファー / W320 ×D320 ×H355.5mm
サブウーファー / W242 ×D242 ×H320mm

サウンドバー / W831×D65×H78（本体のみ）mm
サブウーファー / W242 ×D242 ×H320mm

W614 × D86 × H58mm（本体のみ）

W600 ×D402 ×H102mm

W376 ×D122 ×H84mm

重量

サウンドバー/3.4kg、
サブウーファー/9.5kg

サウンドバー/2.8kg、
サブウーファー/4.8kg

約 1.4kg（ケーブル含まず）

8kg 耐荷重 :65kg まで

約 1.6kg（本体のみ）

HDMI ケーブル×1、
光デジタルケーブル×1、
3.5mmアナログケーブル×1、
電源コード×1、リモコン×1

光デジタルケーブル×1、
3.5mmアナログケーブル×1、
電源コード×1、リモコン×1

付属品

サウンドバー/3.3kg、
サブウーファー/4.8kg

HDMI ケーブル×1、
HDMI ケーブル×1、光デジタルケーブル×1、
光デジタルケーブル×1、
光デジタルケーブル×１、
光デジタルケーブル×1、壁掛け用金具×1、 3.5mmアナログケーブル×1、壁掛け用金具×1、 3.5mmアナログケーブル×1、壁掛け用金具×1、
3.5mmステレオミニプラグ付
電源コード×2（サウンドバー、
サブウーファー）、 電源コード×2（サウンドバー、
サブウーファー）、 電源コード×2（サウンドバー、サブウーファー）、
オーディオケーブル×1、リモコン×1、
リモコン× 1
リモコン× 1
リモコン× 1
壁掛け用取付ブラケット、ACアダプタ、電源ケーブル
オープン価格
JBLSB450BLKJN
4968929018048

オープン価格
CINEMASB350JN
4968929037360

オープン価格
CINEMA SB250JN
4968929013937

オープン価格
JBLBARSBLKJN
4968929025916

オープン価格
CINEMABASEJN
4968929037940

オープン価格
ブラック:BOOSTTVJN 4968929016136
ホワイト:BOOSTTVJNW 4968929017119
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スマートスピーカー /Wi-Fi スピーカー

※ Class2
（通信距離約10m、障害物がない場合）＊充電・再生時間は使用環境によって異なります。

JBL LINK 10

JBL LINK 20

音声入力

JBL PLAYLIST

Wi-Fi、Bluetooth ×１

Wi-Fi、Bluetooth ×１、ステレオミニジャック× 1

Bluetooth

バージョン: Bluetooth4.2、伝送範囲 : Class2

対応プロファイル

※

A2DP V1.3、AVRCP V1.6

最大出力

ー

総合 16W（8W × 2）

使用ユニット

45mm 径フルレンジスピーカー× 2

周波数特性

総合 20W（10W × 2）

総合 30W（15W × 2）

50mm 径フルレンジスピーカー× 2

57mm 径フルレンジスピーカー× 2

W93 × D93 × H210mm

W316 × D147 × H131mm
約 1,120g（本体のみ）

65Hz ～ 20kHz

サイズ

60Hz ～ 20kHz

W86 × D86 × H169mm

重量

約 710g（本体のみ）

約 950g（本体のみ）

電池 *

リチウムイオン充電池（充電：約 4 時間、再生：約 5 時間）

リチウムイオン充電池（充電：約 4.5 時間、再生：約 10 時間）

ー

付属品

充電用 USB ケーブル（オレンジ）

USB 対応 AC 電源アダプタ（オレンジ）
、充電用 USB ケーブル（オレンジ）

AC 電源コード

JBL LINK 10
JBL LINK 20
JBL PLAYLIST

オープン価格 ホワイト：JBLLINK10WHTJP 4968929027309 / ブラック：JBLLINK10BLKJP4968929027293				
オープン価格 ホワイト：JBLLINK20WHTJP 4968929027323 / ブラック：JBLLINK20BLKJP4968929027316
オープン価格 マットブラック：JBLPLYLIST150BLKJN 4968929019205 / マットホワイト：JBLPLYLIST150WHTJN 4968929019212 / マットブルー：JBLPLYLIST150BLUJN 4968929024261

Bluetooth アクティブスピーカー
Authentics L16

Authentics L8

対応ワイヤレス規 格

レッド・ドット・デザイン賞は、
ドイツのノルトラ
イン = ヴェストファーレンデザインセンターが
主催する国際的なプロダクトデザイン賞です。
レッドドットのマークは、卓越したデザインに対
して品質保証をする印であり、
このマークを認
識票としてつけることが許された製品は、世界
中で注目を浴びています。

6

AirPlay、DLNA、Bluetooth（NFC対応）
バージョン:Bluetooth3.0、伝送範囲 : Class2 ※

Bluetooth
対応プロファイル Version

A2DP V1.3、AVRCP V1.5

入力端子

3.5mm ステレオミニジャック×1、光ケーブル（角形）
×1

EISA AWARD

RCA 入力

フォノイコライザー（MM/MC）× 1

ー

最大出力

総合 300W（50W×6）

総合 120W（30W×4）

25mmツイーター×2、50mmミッドレンジ×2、130mm ウーファー×2

25mmツイーター×2、100mm ウーファー×2

35Hz 〜 35kHz

45Hz 〜 35kHz

使用ユニット

reddot design award

※ Class2
（通信距離約10m、障害物がない場合）

周波数特性
最大音圧レベル

108dB@1m

S/N 比

欧 州19ヵ国のオーディオ、映像、カメラ、
モバ
イル 専門誌50誌が加盟する業界団体 EISA
（European Imaging and Sound Association）
が、
ヨーロッパで販売された製品の中か、
その年
の最高の製品を部門別に選出する権威ある賞
です。

104dB@1m
ワイヤレス・アナログ入力 :92dB、デジタル入力 :98dB

サイズ

W690 × D260 × H205mm

W565 × D230 × H160mm

12.7kg（本体のみ）

7.2kg（本体のみ）

重量
付属品

iF design award
i Fデザイン賞は、
“デザイン界におけるオス
カー賞”
といわれ、
世界的に最も権威のある
デザイン賞の一つです。
ドイツを拠点とす
る、
デザイン振興のための国際的な組織イ
ンダストリー・フォーラム・デザイン・ハノー
ファー
（iF）が毎年全世界の工業製品等を
対象に、
優れたデザインを選定しています。

電源ケーブル

オプション

グリル（レッド / ブルー）￥7,000（税別）

グリル（パープル / ベージュ / レッド）￥6,000（税別）
、
専用スタンド￥10,000
（税別）

JBL Authentics L16 オープン価格 JBLL16WLNJN 4968929006526JBL Authentics L8 オープン価格 JBLL8BLKJN 4968929006519
L16 用グリル レッド: JBLL16GRILLERED / ブルー : JBLL16GRILLEBLU
L8 用グリル パープル :JBLL8GRILLEPUR / ベージュ : JBLL8GRILLEBEI / レッド :JBLL8GRILLERED

ポータブル Bluetooth スピーカー
Bluetooth
対応プロファイル Version

※ Class2
（通信距離約10m、障害物がない場合）＊充電・再生時間は使用環境によって異なります。

JBL BOOMBOX

JBL XTREME

JBL PULSE 3

JBL CHARGE3

バージョン: Bluetooth4.2、
伝送範囲 : Class2 ※

バージョン:Bluetooth4.1、
伝送範囲 :Class2 ※

バージョン:Bluetooth4.2、
伝送範囲 :Class2 ※

バージョン: Bluetooth4.1、
伝送範囲 : Class2 ※

バージョン: Bluetooth4.2、
伝送範囲 : Class2 ※

バージョン :Bluetooth4.1、
伝送範囲 :Class2 ※

A2DP V1.3、AVRCP V1.6、HFP V1.6

A2DP V1.3、AVRCP V1.5、HFP V1.6、HSP V1.2

A2DP V1.3、AVRCP V1.6、HFP V1.6、HSP V1.2

A2DP V1.3、AVRCP V1.5、HFP V1.6、HSP V1.2

A2DP V1.3、AVRCP V1.6、HFP V1.6、HSP V1.2

A2DP V1.2、AVRCP V1.4、HFP V1.2

音声入力

JBL FLIP4

JBL CLIP2

JBL GO

Bluetooth×1、3.5mm ステレオミニジャック×1

最大出力

AC時:60W
（30W×2）
バッテリー時:40W
（20W×2）

総合 40W（20W×2）

総合 20W

総合 20W（10W×2）

総合 16W（8W×2）

3.0W

使用ユニット

20mm径ツイーター×2、100mm径ウーファー×2

35mm径ツイーター×2、63mm径ウーファー×2

40mm 径フルレンジドライバー× 3

50mm径フルレンジドライバー×2

40mm径フルレンジドライバー×2

40mm径フルレンジドライバー

周波数特性
サイズ
重量
電池＊

50Hz 〜 20kHz

70Hz 〜 20kHz

W460 × D195.5 × H254.5mm

W282 × D122 × H126mm

5.25kg（本体のみ）

2.13kg（本体のみ）
10,000mAh
リチウムイオン充電池
（充電：約3.5時間、再生：約15時間）

付属品
JBL BOONBOX
JBL XTREME
JBL PULSE 3
JBL CHARGE3
JBL FLIP4
JBL CLIP2
JBL GO

65Hz 〜 20kHz

20,000mAh
リチウムイオン充電池
（充電：約6.5時間、再生：約24 時間）

70Hz 〜 20kHz

120Hz 〜 20kHz

180Hz 〜 20kHz

W92 × D92 × H223mm

W213 × D87 × H88.5mm

W175 × D70 × H68mm

W94 × D42 × H141mm

W83 × D31 × H68mm

960g（本体のみ）

800g（本体のみ）

515g（本体のみ）

6,000mAh
6,000mAh
リチウムイオン充電池
リチウムイオン充電池
リチウムイオン充電池
（充電：約4.5時間、再生：約12 時間） （充電：約4.5時間、再生：約20 時間） （充電：約3.5時間、再生：約12 時間）
USB対 応 AC電源アダプタ
（オレンジ）
MICRO USB → USB A ケーブル
（オレンジ）

AC電 源アダプタ、電源ケーブル

184g（本体のみ）

130g（本体のみ）

リチウムイオン充電池
（充電：約2.5 時間、再生：約8 時間）

リチウムイオン充電池
（充電：約1.5時間、再生：約5 時間）

充電用USBケーブル
（オレンジ）

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

ブラック :JBLBOOMBOXBLKJN 4968929025169
ブラック :JBLXTREMEBLKJN 4968929009244 / レッド :JBLXTREMEREDJN 4968929009268 / ブルー :JBLXTREMEBLUJN 4968929009251 / スクワッド：JBLXTREMESQUADJN 4968929019564
ブラック :JBLPULSE3BLKJN 4968929024544 / ホワイト :JBLPULSE3WHTJN 4968929024551
ブラック :JBLCHARGE3BLKJN 4968929016310 / ブルー :JBLCHARGE3BLUEJN 4968929016327 / レッド :JBLCHARGE3REDJN 4968929016334 / グレー :JBLCHARGE3GRAYJN 4968929016341
ティール :JBLCHARGE3TEALJN 4968929016358 / スクワッド：JBLCHARGE3SQUADJN 4968929019571
オープン価格 ブラック :JBLFLIP4BLK 4968929019267 / ブルー :JBLFLIP4BLU 4968929019229 / レッド :JBLFLIP4RED 4968929019250 / グレー :JBLFLIP4GRY 4968929019243
ティール :JBLFLIP4TEL 4968929019236 / ホワイト :JBLFLIP4WHT 4968929024391 / スクワッド：JBLFLIP4SQUAD 4968929024315
オープン価格 ブラック :JBLCLIP2BLK 4968929016570 / ブルー :JBLCLIP2BLUE 4968929016587 / レッド :JBLCLIP2RED 4968929016594 / グレー :JBLCLIP2GRAY 4968929016600
ティール :JBLCLIP2TEAL 4968929016617 / スクワッド：JBLCLIP2SQUAD 4968929019601
オープン価格 レッド :JBLGORED 4968929011940 / オレンジ :JBLGOORG 4968929011957 / グレー :JBLGOGRAY 4968929011971 / イエロー :JBLGOYEL 4968929011995 / ティール :JBLGOTEAL 4968929012008
ピンク :JBLGOPINK 4968929011964 / ブラック :JBLGOBLK 4968929011933 / ブルー :JBLGOBLUE 4968929011988

Bluetooth スピーカー / アラームクロック Bluetooth スピーカー
デスクトップスピーカー / コンパクト Bluetooth スピーカー

※ Class2
（通信距離約10m、障害物がない場合）＊充電・再生時間は使用環境によって異なります。

JBL TRIP

JBL HORIZON

JBL Pebbles

CONTROL X WIRELESS

Bluetooth

バージョン:Bluetooth3.0、伝送範囲 :Class2 ※

バージョン:Bluetooth4.1、伝送範囲 :Class2 ※

−

バージョン: Bluetooth2.1+EDR、伝送範囲：Class2 ※

対応プロファイル Version

A2DP V1.3、
AVRCP V1.5、
HFP V1.6、
HSP V1.2

A2DP V1.2、AVRCP V1.0

−

A2DP V1.3、AVRCP V1.5

Bluetooth×1

Bluetooth×1、3.5mmステレオミニジャック×1

USB コネクタ×1、3.5mmステレオミニジャック×1

Bluetooth×1、3.5mmステレオミニジャック×1

−

給電用 USB × 2

−

−

3.2W

総合 10W（5W×2）

−

−

40mm径フルレンジドライバー

45mm径フルレンジドライバー×2

50mm径フルレンジドライバー×2

２５mm径ツイーター ＋133mm径ウーファー

音声入力
その他端子
最大出力
使用ユニット
周波数特性
サイズ
重量

160Hz 〜 20kHz

70Hz 〜 20kHz

70Hz 〜 20kHz

62Hz ～ 20kHz

W134 × D34 × H64mm

W183 × D86 × H160mm

W78 × D150 × H132mm

W165 × D159 × H235mm（グリル含む）
2.95kg

230g（本体のみ）

890g（本体のみ）

1kg

電池＊

リチウムイオン充電池（充電：約2 時間、再生：約8 時間）

−

−

−

付属品

専用クリップホルダー
MICRO USB → USB Aケーブル

AC 電源アダプタ、FM アンテナ

オーディオケーブル
（45cm）

グリル× 2、電源コード（1.7m）

TRIP
JBL HORIZON
JBL Pebbles
CONTROL X WIRELESS

オープン価格 ブラック :TRIP 4968929016174
オープン価格 ブラック :JBLHORIZONBLKJN 4968929037407 / ホワイト :JBLHORIZONWHTJN 4968929037414
オープン価格 ブラック :JBLPEBBLESBLKJN 4968929035519 / ホワイト :JBLPEBBLESWHTJN 4968929035526
オープン価格 グラファイト：CONTROLXTGPHJN 4968929008834 / ホワイト :CONTROLXTWHTJN 4968929008841

◎ ©2017 HARMAN International Industries, Incorporated. 無断複写及び転載を禁じます。JBL はアメリカ合衆国及びその他の国で登録されている HARMAN International Industries, Incorporated. の
登録商標です。HARMAN International Industries, Incorporated. によるその商標のいかなる利用も、許可に基づくものです。◎ Bluetoothは、Bluetooth SIG,INC. の登録商標です。◎ Dolby はド
ルビーラボラトリーズドルビーラボラトリーズの登録商標です。◎HDMI はHDMI Licensing,LLCの登録商標です。◎“N-Mark”ロゴは、NFC Forum,Inc.の登録商標です。◎ Airplay とそのロゴマークは米
国およびその他の国々で登録されている Apple inc. の登録商標です。◎ DLNA とそのロゴマークは Digital Living Network Alliance の商標または登録商標です。◎ ”Google""Google Play”"Google
Assistant" "Chromecast" の会社名、サービス名およびロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。◎製品の外観・仕様は予告無く変更する場合がございます。◎掲載商品の価格はオープンプライ
スです。価格は店頭でご確認下さい。◎このカタログに掲載されている内容は、
平成 29 年12 月現在の情報です。各製品の詳細情報につきましては、弊社HPをご覧ください。

2017 年12 月現在

