JBL & REVEL Loudspeaker Systems
J B L スピ ーカー
R E V E L スピ ーカー
2 016 総 合 カタロ グ

ホームオーディオ用からプロフェッショナル向けまで、

JBLブランドの名は、
スピーカーづくりの天才的エンジニアであった
“ジェームズ・バロー・ランシング”
（James Bullogh Lansing、1902-1949）のイニシャルに由来しています。

70年に渡り数多くの名機、傑作モデルを開発。

1946年、
ランシングが自分の理想とするスピーカーを開発するために、
現在のJBLの母体となった「ジェームズ・バロー・ランシング・サウンド社」を設立。

スピーカーの先駆者として、JBLはオーディオの歴史を築いてきた。
「美しい家庭用スピーカーを作る」
という創設者の想いを今も継承。
最高水準のテクノロジーと

リルやエンクロージャーを備えた「オリン
パス
（Olympus）」
（ 1960年）、
「ランサー
（Lancer）」
（1965年）等は今も多くの

デザインの融合を追求してきた

熱狂的ファンに愛用されています。

スピーカー。

スピーカーの 実 力をさら

JBLのホームオーディオ用

元々、映画館用スピーカーユニットの設
計製造を手掛けていたランシングでした
が、JBLを創立し、培ってきた技術を活か
し一般家庭向けのスピーカーづくりを始
めました。
そこでランシングが目指したのは
音響装置としての優れた性能と造形物
としての美しさの融合。
この「美しい家庭
用スピーカーを作りたい」
という創設者ラ
ンシングの想いは、JBLのホームオーディ
オ用スピーカーに受け継がれてきました。
J B L の 歴 史 の 幕 開 けを 飾 った 最
初 の 傑 作モデルが「 ハーツフィールド
（Hartsfield）」
（ 1954年）
です。自社開
発ユニットと巧みな設計による音響性能
の高さはもちろんのこと、
その美しく洗練
された外観デザインが絶賛され、当時の
LIFE誌において“究極のスピーカー”と
称され、世界中のオーディオファンにJBL
の名を知らしめました。
そして、続いて登場したのが「パラゴン
（Paragon）」
（1957年）。
まるで現代美
術の作品のような独創的な造形と、1台
でステレオ音場の実現する高度な音響
設計により、
「パラゴン」は世界を驚かせ
ました。誕生から既に60年以上経つに
も関わらず、
「ハーツフィールド」
と
「パラゴ
ン」はJBLを象徴する歴史的名機として

世 界をリードしてきたJ B L
に 高 め 、そ の 名 の 通 り
ホームオーディオ用スピー
カーの頂 点を目指し開 発
されたのが「 D D 5 5 0 0 0
EVEREST」
（ 1985年）
で
す。続いて「Project K2
S9500」
（ 1 9 8 9 年 ）が登
場。JBLの誇るスピーカー設計技術の
先進性とインダストリアルデザインの独創
性を改めて世界に示したこの2つのモデ
ルは、大きな話題となりました。
そして、
こ
れらEVERESTシリーズとProject K2
シリーズにおいて、
その後も最新技術や
アイデアを盛り込んだニューモデルが
次々と登場。現在はそれぞれ「Project
EVEREST DD67000」、
「Project K2
S9900」へと発展し、JBLのホームオー
ディオ用スピーカーを代表するプレミアム
モデルとして、ハイエンドオーディオファン
に愛されています。
また、JBLの原点である映画館向けス
ピーカーも長年に渡って開発を続けてい
て、
その最高峰の音響性能が評価され
業界トップのシェアを獲得。世界各国の
映画館に導入され、最新デジタルサウン
ドの迫力ある臨場感を最大限に引き出
しています。

ここに、世界的スピーカーブランドJBLの歴史がスタートしました。

独自の音質思想と

設計技術によって実現される
唯一無二の音の魅力。

プロフェショナル分野の技術が
惜しみなく投入される

JBLスタジオモニター・シリーズ。
JBLを象徴するスピーカーとして日本に
おいても多くのファンに愛され続けてきて
いるのがスタジオモニター・シリーズです。
1960年代にプロフェショナル部門が発足
し、
プロ用の各種スピーカーユニットを先
行して開発。
そして、JBL初のスタジオモ
ニター
「4320」
（1971年）
が登場しました。
「4320」は、
それまでのレコーディング用
モニターとは一線を画す高い音響性能を
実現したことでエンジニアから絶賛され、
10年以上の長きに渡って世界中のスタジ
オモニターのリファレンスモニターとして活
躍。
この「4320」は日本においても一般向
けに販売され、現在に至るJBLスタジオモ
ニター人気の火付け役となりました。
また、
3ウェイ
・ブックシェルフ型の「4310」
（1971
年）
も開発され、
この4310シリーズは現在
の「4312」へと繋がる超ロングセラーモデ
ルとして発展し続けています。
2ウェイ方式でスタートした初期のJBLスタ
ジオモニターは、
レコーディング技術の進
歩とエンジニアからの要求に応えるため、
低域特性の拡大や高能率化など更なる
性能の向上を実現するため、1970年代
後半より、3ウェイや4ウェイなどのマルチ
ウェイ形式のモデルを開発。第2世代の
JBLスタジオモニターへと進化していきま

今も多くのオーディオファンを魅了し続け

した。
スタジオモニター初の3ウェイモデル

ています。

「4331」
（1974年）、2基のウーファーを

その後もJ B Lは数々の傑 作モデルを

搭載した4ウェイ
・5スピーカーの大型モデル

発表。高度な木工技術による組格子グ

「4350」
（1973年）
などが登場。
そして、
空前の大ヒットとなった傑作モデル「4343」
（1976年）
が誕生しました。
「4343」
とそ
の後継の「4344」
（ 1982年）
は、音楽の

核心をリアルに再現する唯一無二の魅
力を備えたスピーカーとして世界中のオー
ディオファンに愛され、JBLスタジオモニ
ターの人気を不動のものにしました。
また、1980年代に入り、独創的な形状の
バイラジアルホーンを採用したスタジオモニ
ター4400シリーズが登場しました。音像の
再現性や広帯域再生を追求した4400シ
リーズにおいても
「4425」
（ 1985年）
など
のヒットモデルが登場。4400シリーズのバ
イラジアルホーンによって実証されたJBL
独自の優れたホーン技術は、
その後も弛
みなく進化を続け、現在のスタジオモニ
ターモデルに搭載されてい
る最新型ホーンへと継承さ
れています。
1970年初めに登場し、お
よそ半世紀に近い歴史の
中で数多くの名機、
ヒットモ
デルを輩出してきたJBLス
タジオモニター。その最 大
の魅力である力強く濃密な
ライブサウンドをさらに磨き上げるため、
プ
ロ用スピーカー向けの先進技術を投入し
たニューモデルが開発されています。次
世代フラッグシップ・モニター
「4367WX」
（2015年）
においても、
コンプレッションド
ライバーやホーンなどに最新プロフェショナ
ルモニターの技術を採用し、JBLサウンド
の新境地を切り拓いています。
さらに、JBLスピーカーはレコーディングス
タジオだけではなくコンサート会場用のス
ピーカーの分野でも活躍。天井から吊る
して設置される大型フライングスピーカー
やライブハウス向けスピーカーなど豊富な
ラインナップを誇り、世界中のライブシーン
で愛用されています。

リファレンススピーカー
想像を遥かに超える驚愕のプレゼンス。
これまでにない感動をもたらす魅力のクオリティ。
最新のテクノロジーと最高のマテリアルを随所に投入し
オーディオ再生の頂点を極めた二つの主峰。

Project EVEREST DD67000
時代を超越するスピーカーとして、オーディオ再生の
頂点を極め続ける。最新鋭の技術、最高のマテリアル
を投入した次世代フラッグシップモデル。

15インチウーファー：1501AL-2

Project EVEREST DD67000の低域ユニットには、
15インチ（380mm）径ハイテク・ウーファー1501AL-2を
搭載。JBL史上最強最高のユニットと称される1500AL
ファミリーの最新バージョンとして、解像度・分解能を高め
ています。
■ 十分な強度と適度なダンピング効果を持つコア材を
ピュアパルプ・スキンでサンドイッチした独自の3レイヤー・
サンドイッチ・コーンを採用。JBLの持ち味であるエネル
ギー感に溢れた張りのあるサウンドをベースに、
より高い
鮮明度とスピード、明瞭な諧調表現、繊細かつ自然な
ニュアンス表現を獲得しています。
■アルニコ5DGマグネットによる低歪高効率なニュー
SFG磁気回路、100mm径の大口径アルミリボン・ショート
ボイスコイルを採用。優れたトランジェント特性を獲得し、
徹底した歪の低減と高いリニアリティを実現しています。

4インチ高域コンプレッションドライバー：476Be

高域ユニットには、金属素材中最高の物性を誇るピュ

Project EVEREST DD65000
最新のマテリアル、新技術を投入し、新たな音の再現
力を獲得。Project EVERESTの魅力をさらに広げるバ
リエーションモデル。

15インチウーファー：1501AL-1

Project EVEREST DD65000の低域ユニットには、
優れた過渡特性と広い低域再生レンジを実現した新設
計15インチ
（380mm）径ウーファー1501AL-1を搭載し
ています。
■ナチュラル・パルプをベースにグラスファイバーと特殊
強化繊維を混入することで強度を高めたファイバー・コン
ポジット・パルプコーンを採用。
さらに、
コーン紙の裏全面
にJBL伝統のダンピング材Aquaplas TMを塗布すること
で不要振動を低減。
コーン紙の正確なピストンモーション
により低域再生域の拡大を果たしています。
■アルニコ5DGマグネットによる低歪高効率なニュー
SFG磁気回路、100mm径の大口径アルミリボン・ショー
トボイスコイルを採用。優れたトランジェント特性を獲得
し、徹底した歪の低減と高いリニアリティを実現していま
す。
ポールピースに設けた3つのエアートンネルでボイスコ
イルを直接空冷する独自のベンテッドギャップ・クーリング
システムを搭載。

DD67000／DD65000共通特長

Project EVEREST DD67000（RW）
￥3,600,000（税込￥3,888,000）/1本

RW：ローズウッド
■キャビネット：ローズウッド ■ウーファーバッフル：カーボンクロス■グリルクロス：グレー
JANコード  4968929006250
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ア・ベリリウム・ダイアフラムを採用したJBL最大口径の4
インチ
（100mm）径コンプレッションドライバー476Beを搭
載。
ピュア・ベリリウム・ダイアフラムによる豊富な音楽情報
量と高い分解能、大口径ドライバーならではの音の厚み
と密度感が融合し、中低域から高域までの広いレンジで
の高密度でスピード感溢れる再生を可能にしています。
■わずか0.05mm厚のピュア・ベリリウム・ダイアフラムと
円周部のダイアモンドエッジを一体化することで、18kHz
以上の高域においても正確かつ均一なピストンモーショ
ンを実現し、中低域からハイエンド領域までスムーズな周
波数特性を獲得しています。
超高域ユニットには、
ピュア・ベリリウム・ダイアフラム採用
の1インチ
（25mm）径コンプレッションドライバー045Be-1
を搭載。硬度対密度比の高いベリリウム素材を採用す
ることにより超軽量な振動系を実現し、澄み渡る超高
域再生、精緻な空間情報再現を可能にしています。
■フォーマーレス構造ボイスコイル・アッセンブリーの採用
により、50kHzを超える超高域までスムーズなレスポンスで
伸びていくスーパーソニック再生を実現。
また、52mm径ネ
オジム・
リングマグネット磁気回路の採用により能率105dB
（2.83V/1m）
、最大出力音圧レベル120dBというスーパー
ツイーターとしては驚異的なスペックを獲得しています。

高域ユニットには、
マグネシウム合金ダイアフラムを採用し
た大口径4インチ（100mm）径コンプレッションドライバー
476Mgを搭載。
メタル素材でありながら、
しなやかでまろや
かな音調が特徴のマグネシウム合金ダイアフラムがProject
EVERESTの新しい音の魅力を引き出しています。
■ダイアフラムを0.13mm厚に成型することにより、金属
素材中最も比重の軽いマグネシウムの特性を最大限に
引き出しながら高い剛性を確保。可聴帯域を超える超
高域まで分割振動の無い正確なピストンモーションを実
現し、素直でスムーズな周波数特性を獲得しています。

1インチ超高域コンプレッションドライバー：045Mg

超高域ユニットには、
マグネシウム合金ダイアフラム採用
の1インチ
（25mm）径コンプレッションドライバー045Mgを
搭載。軽量さに秀でたマグネシウム素材の特性を活か
し、十分な厚み、剛性を持たせることで、50kHzを超え
る超高域まで正確なピストンモーションを実現し、滑らか
な音色でのスーパーソニック再生を可能にしています。
■フォーマーレス構造ボイスコイル・アッセンブリー、52mm
径ネオジム・リングマグネット磁気回路の採用により、能
率105dB（2.83V/1m）、最大出力音圧レベル120dBと
いうスーパーツイーターとしては驚異的なスペックを獲得
しています。

Project EVEREST DD65000（ZW）★

＜システム設計＞
■ 1本のウーファーと高域コンプレッションドライバーによ
るシンプルな2ウェイ構成を基本に、
スーパーツイーターを
加え、
さらに2本目のウーファーで超低域を再生する
「拡
張型2ウェイ方式」を採用。極めてフラットなレスポンスに
よる超ワイドレンジ再生を可能にし、忠実な音像サイズ表
現と明瞭な音像定位を獲得しています。

ZW：ゼブラウッド
■キャビネット：ゼブラウッド ■ウーファーバッフル：ダークゼブラウッド■グリルクロス：グレー

＜キャビネット構造＞
■ 大きな曲面のラウンド・
リアバッフル、
高域ホーンを形成す

＜HF/UHFバイラジアルホーン＞
■ダブルウーファー・システムにより得られた広いバッフ

JANコード  4968929006236

モデル名
型式
インピーダンス
許容入力

DD67000
380mm径×2 3ウェイフロア型
8Ω
500W
（RMS）

出力音圧レベル
（2.83V/1m）
周波数特性

96dB
29Hz〜60kHz (-6dB)

クロスオーバー周波数

150Hz
（LF1/LPのみ）
、
850Hz、
20kHz
（UHF/HPのみ）

寸法
（幅×高さ×奥行き）
重量

965×1,109×469mm
142 kg（グリル装着時）

4インチ高域コンプレッションドライバー：476Mg

るカーブド・フロントバッフルによって構成されたシェル構造
キャビネット。内部にブレージングを複雑に組み合わせること
で内部定在波を抑え、
カラーレーションを徹底的に排除。
■ Project EVEREST DD67000では総板厚45mm
のハイブリッド・バッフルによってウーファーを強固に支
持。
さらに、
アウターバッフル表面にはカーボンファイバー・
クロスをラッピング。Project EVEREST DD65000の
ウーファーバッフルは総板厚45mmの高剛性MDFパネ
ル。
アウターバッフル表面はリアルウッド突き板仕上げ。

￥3,000,000（税込￥3,240,000）/1本

DD67000搭載のコンポーネントユニット、
ネットワーク基板

1インチ超高域コンプレッションドライバー：045Be-1

DD65000搭載のコンポーネントユニット、
ネットワーク基板

モデル名

DD65000

出力音圧レベル
（2.83V/1m）
周波数特性

96dB
31Hz〜50kHz (-6dB)

型式
インピーダンス
許容入力

クロスオーバー周波数

寸法
（幅×高さ×奥行き）
重量

380mm径×2 3ウェイフロア型
8Ω
500W
（RMS）

150Hz
（LF1/LPのみ）
、
750Hz、
20kHz
（UHF/HPのみ）
965×1,109×469mm
142 kg（グリル装着時）

ル面積を有効に活用し、
フロントバッフルのカーブをホー
ンのサイドパネルとして用いることで、最大級の開口面
積を確保した大型ホーンを搭載。高域ホーン上下のホー
ンリップ素材と超高域ホーンには、音響素材として理想
的な比重と剛性を持つSonoGlass TM を採用。
表記の価格には運搬および設置にかかる費用は含まれていません。
※本製品は天然木突き板仕上げのため、商品ごとに木目や色調が異なります。
また、DD67000のバッフルにはクロス材を採用しているため、
しわや織りむらが
見られる場合がありますので、
あらかじめご承知おき願います。
バイワイヤマーク
低域用と中高域用とに二組のスピーカーケーブルを用いることで、
帯域相互の干渉を防ぎ音のにごりや歪を防止できるバイワイヤ接続
に対応しています。

★このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめの上お選びください。

5

リファレンススピーカー

スタジオモニター

最先端のマテリアル、
Project EVEREST譲りの音響技術を投入。

伝統の設計思想を継承しながら、
最新の音響技術を投入。

圧倒的なリアリティ、広大なサウンドステージを獲得。

長年にわたって再生能力を磨き続け、

音楽再生のさらなる高みに君臨する、
JBLリファレンススピーカーのもうひとつの主峰。

プロフェショナルの現場で高い信頼を獲得。
音楽の真の姿をありのままに再現するスタジオモニター。

Project K2 S9900

￥2,200,000（税込￥2,376,000）/1本
JANコード 4968929005642

大 型 1 0 0 m m 径ネオジムマグネット・コンプレッション
ドライバー、380mm径アルニコマグネット・ウーファー
等、Project EVEREST譲りの最先端技術を投入。
音楽再現力のさらなる高みへと進化した、JBLのもう
ひとつの主峰、Project K2。
■ 低 域ユニットには、アルニコ5 D Gマグネット、大 型
100mm径ボイスコイル、
プレミアムピュアパルプコーンを採
用した380mm（15インチ）径ウーファー1500AL-1を搭
載。JBL伝統の低歪SFG構造を採用した強力なアルニ
コ磁気回路と100mm径×25.4mm巻幅の大型ボイスコイ
ルの組み合わせにより、微小レベルから最大レベルまで
変わることのない安定したリニアリティ、微かな気配から
部屋を揺るがすエネルギーまでクリアする圧倒的ドライバ
ビリティ、超低域まで滑らかに伸びる優れた周波数レスポ
ンスを獲得。すべての低域情報を余すところなく引き出
し、強靭かつ緻密、濃厚かつ透徹した音質の低域再現
を可能にしています。
■ 高域ユニットには、JBL初の高純度マグネシウム合金
を採用し、
ダイアフラム径をEVEREST DD66000のドラ
イバー
（476Be）
と同じ100mm径に大型化した新開発コ
ンプレッションドライバー476Mgを搭載。
マグネシウム合金
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Project K2 S9900ZW

4367WX

￥800,000（税込￥864,000）/1本

￥2,200,000（税込￥2,376,000）/1本

が持つ優位性によって、高い周波数帯まで分割振動を
起こすことなく、つねに正確なピストンモーションを実現。
歪の極めて少ない透明感溢れる高音域、大型100mm
径ダイアフラムならではの豊かで滑らかな音質の中音域
再生を実現しています。HFホーンには、EVEREST
DD66000譲りのホーン設計手法を採用。
フロントバッフ
ルの曲面をホーンのサイドウォールとして利用し、上下に
SonoGlassTM製ホーンリップを配置しています。
■ 超高域ユニットには、EVEREST DD66000と同じ、
25mm径ピュア・ベリリウム・ダイアフラム採用のコンプレッ
ションドライバー045Be-1を搭載。歪が極限まで排除され
たクリアな超高音域再生により、澄み渡った音場再現を
可能にしています。
■キャビネットには、EVEREST DD66000のデザインイ
メージと構造設計手法を取り入れ、380mm径ウーファー
と大型ホーンを搭載したシステムながら、
スマートで洗練さ
れた外観を実現。
キャビネット背面は円弧状に大胆に造
形され、奥行き寸法が抑えられているため、省スペース性
に優れ、
セッティングが容易です。外装には厳選された天
然木突き板を使用し、高級サテンフィニッシュによるローズ
ウッド木目とゼブラウッド木目の2つの仕様をラインナップ。

JANコード 4968929005833

JANコード 4968929014385

最 先 端 の D 2 コンプレッションドライバ ー、独 創 の
Xウェーブガイド・ホーンを採用 。最新プロフェショナ
ルモニターの技 術の投 入により音 質を全 面リファイ
ンし、表 現 力の新 境 地を拓いた次 世 代フラッグシッ
プ・スタジオモニター。

モデル名

型式
インピーダンス
許容入力
出力音圧レベル
（2.83V/1m）

周波数特性
クロスオーバー周波数

寸法
（幅×高さ×奥行き）
重量

K2 S9900

380mm径 3ウェイフロア型
8Ω Nominal/7Ω@100Hz/
4Ω@40 kHz
400W
（RMS）
93dB
33Hz〜50kHz
（-6dB）
900Hz、
15kHz
（HPFのみ）
560×1,217×350mm
（足含む／スパイ
  
ク含まず）
81.6kg
（グリル装着時）

■デュアルダイアフラム・デュアルボイルコイル方式のD2
コンプレションドライバーをスタジオモニターとして初めて搭
載しています。
リング形状の2つの樹脂製ダイアフラムとボ
イスコイル、
ネオジウムマグネットにより構成され、高い出力
音圧と非直線性の低歪みを実現し、40kHzの超高域ま
で滑らかに伸びていく優れた特性を獲得。
さらには、
ダイ
アフラムの可動重量が減少したことでボイスコイルの放熱
効率が向上し、実効感度の低下も改善。
コンプレションド
ライバーならではの音の密度感やエネルギー感
はそのままに、緻密さや繊
細さ、透明感の大幅な向
上を実現しています。
■ D2コンプレションドライ
バーの性能を最大限に
引き出すため、4367WX ネオジムマグネット
マグネシウム製フェーズプラグ
においてはホーンも一新。

プロ用モニタースピーカーに向けに開発されたJBL独自
のHDI（High Definition Imaging）技術を用いた最
新のXウェーブガイ
ド・ホーンを搭載しています。広いリスニ
ングエリアに渡る優れた定指向特性とクロスオーバー周
波数（700Hz）
まで極めて均一な周波数特性を実現。
さ
らに、音像の細部の描写性を格段に高め、
かつてないほ
ど鮮明かつリアルに再現することで、精度が高く立体感
に溢れた音場再現を可能にしています。
■ 低域ユニットには、JBLの伝統ある2216系ユニットの
特徴を受け継ぎながら最新技術を随所に採用した15イ
ンチ
（380mm）径ウーファー2216Ndを搭載。2枚の超強
力ネオジム・
リングマグネットを組み合わせたNDD（ネオジ
樹脂製リング状
ダイアフラム＋ボイスコイル

ム・ディファレンシャル・
ドライブ）磁気回路、
ピュアパルプ・
カーブドコーンなどを組 み 合わ せることにより、大 型
380mm径ウーファーならではの圧倒的なエネルギー感、
エッジの効いた明瞭かつハイスピードな音質、重低域再
生を獲得しています。

モデル名
型式

4367WX
380mm径2ウェイフロア型

インピーダンス
6Ω
許容入力
300W
（RMS）
出力音圧レベル
（2.83V/1m） 94dB
周波数特性
クロスオーバー周波数
寸法
（幅×高さ×奥行）
ネオジムマグネット

重量

30Hz～40kHz
（-6dB）
700Hz
560×941×425mm
（足含む/スパイク含まず）
61.2kg
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ハイセンシティビティスピーカー

ハイセンシティビティスピーカー

最新鋭の大口径380mmウーファー、
ドライバー＆ホーンを搭載し、
新体験のエモーショナルサウンドを獲得。

JBL伝統のドライバー＆ホーン、
ダブルウーファーを搭載。
最新の音響テクノロジーとコンポーネントを投入し、

先進のテクノロジーと伝統ある音創りの技が融合した、
高品位フロア型スピーカー。

S4700

￥550,000（税込￥594,000）/1本
JANコード 4968929006090

先進の音響テクノロジー、熟成のコンポーネント、音創
りの匠の技が融合。新体験のエモーショナルサウンドを
存分に堪能できる380mmフロア型システム。
■ 低域ユニットには、
アコーディオン・プリーツ・クロスエッジ
を採用した2216系ユニットの特徴を受け継ぎながら、様々
な最新技術を盛り込み開発された15インチ
（380mm）
径の
ネオジムウーファー2216Ndを搭載。3インチ
（75mm）
径エッ
ジワイズ巻アルミ合金ボイスコイルが、2枚の超強力ネオジ
ム・
リングマグネットによって作りだされる2つの磁気ギャップ
の中でリニアなピストンモーションを果たす、
JBL独自のNDD
（ネオジム・ディファレンシャル・
ドライブ）磁気回路を採用。
ピュアパルプ・カーブドコーン、大型ダンパーとの組み合わ
せにより、大型380mm径ウーファーならではの圧倒的なエ
ネルギー感、低重心のドッシリとした安定感と共に、
目の覚
めるような低域のキレとスピード感を両立させています。
ボイ
スコイル素材にはプロ用ユニットにも用いられている特殊ア
ルミ合金を採用。
ボイスコイルとユニット入力端子を結ぶ引
き出し線には、
磁気回路の中央部を貫通するシリコン樹脂
製サポート内を通すことで、
大振幅時にも引き出し線がコー
ン紙やダンパー部に接触しないCWMS（Center Wire
Management System）
リード構造を採用。
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リアリティ溢れるハイクオリティサウンドを追求。
トールボーイスタイルの高感度フロア型スピーカー。

S4700 BG 限 定 生 産

￥690,000（税込￥745,200）/1本

■中高域ユニットには、伝統の2インチ
（50mm）径LE175
系コンプレッションドライバーの最新バージョン175Nd-3を
搭載。
ダイアモンド・エッジ採用ピュアチタン・ダイアフラム、
強力ネオジム・
リングマグネット磁気回路、大容量バックキャ
ビティとの組み合わせにより、
ボーカルレンジにおいて鮮明
なリアリティと色彩感、
自然な質感を備えた高品位な音質
を再現します。
■超高域ユニットに、JBL最小サイズの超精密3/4インチ
（19mm）径コンプレッションドライバー138Ndを搭載。エッ
ジ一体型ピュアチタン・ダイアフラム、強力なネオジム・
リング
マグネットを備え、透明度の高い音質と十分なサウンドパ
ワーを獲得しています。
■ 中高域および超高域ドライバーのためのホーンには
SonoGlass TM 製の専用設計HF／UHFコンビネーション
ホーンを採用。
ネットワークには大型空芯コイルや高品位
フィルムキャパシターなど厳選された高音質パーツを採用
し、低域用回路と中高域回路を分離し独立配置。
■ S4700は風格あるウォールナット・セミグロス仕上げ、
S4700BGは丹念に塗り重ねられた気品あるブラック・グロ
ス仕上げ。大型380mm径ウーファー搭載モデルながらキャ
ビネットの奥行きを抑えることで設置性を高めています。

JANコード 4968929009282

S3900

￥390,000（税込￥421,200）/1本
JANコード 4968929006229

新開発技術、高信頼コンポーネントを投入し、
リアル
サウンドを再現。250mm 径ダブルウーファー、
トール
ボーイスタイルの新世代3 ウェイ・フロア型システム。

モデル名

型式
インピーダンス

許容入力
出力音圧レベル
（2.83V/1m）
周波数特性

クロスオーバー周波数
寸法
（幅×高さ×奥行き）
重量

S4700/S4700BG

380mm径 3ウェイフロア型
6Ω
300W
（RMS）
94dB
38Hz〜40kHz（-6dB）
800Hz、
12kHz
500×1,068×371mm
（スパイク含まず）
54.5kg

■低域ユニットには、新開発の10インチ
（250mm）径ウー
ファー100FE-12を2基搭載。
ウーファーの音色、音響特
性を決定付けるコーン紙には、
ナチュラル・パルプをベー
スにグラスファイバーと特殊強化繊維を混入することで
強度を高めたファイバー・コンポジット・パルプコーンを採
用。
さらに、
アラミ
ド繊維Conex製プログレッシブダンパー、
軽量で耐久性にも優れたSBRフォームラバー製ハーフ
ロールエッジを採用することにより、
リニアリティを高め、正
確なピストンモーションを実現。小信号時から大入力時ま
で音楽信号に忠実に反応しながら、高調波歪を低減し
たクリアな音質を獲得しています。磁気回路には、大型
フェライトマグネットを用いたJBL独自のニューSFG磁気
回路、
コッパーコーティング・アルミリボン・ボイスコイル線を
用いたエッジワイズ巻きボイスコイルを採用。連続ハイパ
ワー再生も可能な高い耐入力特性、低域の豊かな量感
とキレのあるスピード感を獲得しています。
■中高域ユニットには、2インチ
（50mm）径LE175系コン
プレッションドライバーの最新バージョン175Nd-3を搭載。

S3900BG 限 定 生 産

￥490,000（税込￥529,200）/1本

ピュアチタン・ダイアフラムの表面にアクアプラス・ダンピン
グを施すことで、歪を極限まで低減し、透明度が高く伸
びやかな高域特性を獲得。
さらには、強力なネオジム・
リン
グマグネット磁気回路、大容量バックキャビティを組み合
わせることにより、高解像度で反応の良いミッドレンジ再
生を実現。鮮明なリアリティと色彩感、
自然な質感を備え
た高品位な中高域を再現します。
■ 超高域ユニットには、JBL最小サイズの超精密3/4イ
ンチ
（19mm）径コンプレッションドライバーの最新モデル
139Ndを搭載。エッジ一体型ピュアチタン・ダイアフラム、
強力なネオジム・
リングマグネットを使用し、
アルミニウム線
と銅線の両方の特性を併せ持つコッパーコーティング・ア
ルミリボン・ボイスコイル線を用いることで、透明度の高い
音質と十分なサウンドパワーを獲得しています。
■ SonoGlass TM 製の専用設計HF／UHFコンビネー
ションホーンを搭載。S3900はウォールナット
・セミグロス仕
上げ、S3900BGはブラック・グロス仕上げ。横幅を抑えた
トールボーイ型デザインと、
スタンドを必要としないフロアス
タンディング設計により、場所を選ばずスムーズに設置す
ることが可能です。

JANコード 4968929009299

モデル名
型式
インピーダンス

許容入力
出力音圧レベル
（2.83V/1m）
周波数特性

クロスオーバー周波数
寸法
（幅×高さ×奥行き）
重量

S3900/S3900BG
250mm径 3ウェイフロア型
6Ω
250W
（RMS）
92dB
33Hz〜40kHz（-6dB）
850Hz、
12kHz
370×1,007×368mm
（スパイ
  
ク含まず）
39.0kg
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スタジオモニターシリーズ
長年にわたってプロフェショナルの現場で高い信頼を獲得。
音楽の核心をありのままに再現するスタジオモニター。

4312MII（BK）ブラックアッシュ調仕上げ
￥82,000（税込￥88,560）/ペア
JANコード 4968929003990

4312MII（WX）ウォールナット仕上げ

4306

4429

4319

4312E

￥300,000（税込￥324,000）/1本

￥83,000（税込￥89,640）/1本

￥94,000（税込￥101,520）/1本

新設計3ウェイ・コンポーネントを搭載。最新モニターシ
リーズの技術を導入し、サイズを超えるワイドレンジ再
生を実現した大人気コンパクトモニター。

新開発ドライバーと高剛性モールデッドホーンが明瞭
で溌剌としたサウンドを再現。
コンパクトモニターの新
時代を拓くハイグレードな2ウェイシステム。

上位モデル譲りの最新鋭コンポーネントを搭載。高い
音響性能と手頃なサイズで、聴きたい音楽・聴きたい
場所にベストマッチする3ウェイ・スタジオモニター。

様々な改良を施した最新コンポーネントを投入し、鮮
度の高い生き生きとしたサウンドを獲得。
ロングセラー・
コントロールモニター“4310 シリーズ”の最新モデル。

伝統ある300mm径3ウェイユニット構成をインラインに配
置。最新設計のコンポーネントとマテリアルを採用した、
コントロールモニターシリーズのフラッグシップモデル。

300mm 径ウーファーとドライバー& ホーンに、最小サイ
ズの超高域ドライバーをプラス。高い音響性能と使い
やすさを両立した3 ウェイ・ミドルサイズ・モニター。

■ 低域ユニットには133mm径ピュアパルプ・ホワイ
トコー
ン・ウーファーを搭載。強力な磁気回路、最適に設計さ
れた駆動部により、躍動感溢れた力強い低域を再生。
■ 中域ユニットには50mm径ピュアパルプ・スコーカ―
を搭載し、十分な量感とスケール感を備えた良質な音
質を獲得。高域ユニットには19mm径テンパード・ピュア
チタン・
ドームツイーターを搭載し、超高域までスムーズに
伸びる透明度の高い高域再生を実現。
■ 伝統の4310シリーズ・モニタースピーカーと同じユニッ
トの集中配置、
ミラーイメージ・レイアウトを採用。
ウォール
ナット天然木突き板仕上げタイプ（WX）
とブラックアッ
シュ調仕上げタイプ
（BK）
の2モデルをラインナップ。

■ 低域ユニットには、
ピュアパルプ・ホワイトコーン、強力
磁気回路、
アコーディオン・プリーツ・クロスエッジを採用
した200mm径ウーファーを搭載。歯切れの良さ、
スピー
ド感、
ボリューム感を持ち合わせた高品位な低域再生
を実現。
■ 中高域ユニットには25mm径アルミ
・マグネシウム合金
ドーム・ダイアフラム採用の新開発コンプレッションドライバー
を搭載。高剛性ハイデンシティ
・モールデッドホーンと組み
合わせ、
高解像でエネルギー感溢れる音質を獲得。
■ 力強さと精悍さを表現した上級モニター機譲りの
ニューデザイン。高剛性MDF製キャビネットには、伝統
のモニターブルーのバッフル、
ウォールナット天然木突
板仕上げを採用。

■ 低域ユニットには、
自然な響きの得られる無漂白・無
着色のホワイトコーンを用いた250mm径ピュアパルプ・
コーンウーファーを採用。耐久性の高いラバーエッジを
採用した過渡特性に優れた振動系と、低ひずみ磁気
回路を採用した駆動系とにより、
リズム感溢れる優れた
レスポンスを発揮します。
■ 中域ユニットには、125mm径ピュアパルプコーン・ス
コーカーを採用。
コーン紙表面に高分子ポリマーをコー
ティングし、歪みを低減。強力磁気回路を備え充実のミッ
ドレンジ再生を実現しています。高域ユニットには、独創
的なタンジェンシャル・
リブを持つリングダイアフラムとセン
ターコーンとをアウターホーンに組み込んだ38mm径タン
ジェンシャル・
リングツイーターを採用しています。
■ JBLスタジオモニターの証しであるモニター・ブルーの
フロントバッフル。全ユニットをバッフルの中心軸上に揃
えたインライン・レイアウトなど、最新モニターシリーズのメ
ソッドを継承したシステムデザインを採用。

■ 低域ユニットには、優れた応答性と低歪化を追求し
た300mm径ハイテク・ウーファーユニット“2213Nd”の最
新バージョン2213Nd-2を搭載。JBL独自のダンピング
材アクア・プラスをコーティングしたホワイ
トコーン、
ネオジム
マグネットによる独自の NDD TM（ネオジム・ディファレン
シャル・
ドライブ）方式磁気回路、高剛性エアロダイナミッ
クフレーム等の最新マテリアルと技術を投入し、歯切れ
良さと豊かなボリューム感を両立した高品位な低域再
生を実現しています。
■ 中域ユニットには、低歪化とフラットレスポンスを追求し
た新開発125mm径スコーカーを搭載。中域の明瞭度を
高めています。高域ユニットには、
アルミ
・マグネシウム合
金ダイアフラム採用の25mm径ドームツイーターを搭載。
■ウーファーをフルレンジ接続し、
中域および高域ユニッ
トを重ね合わせる4310シリーズ伝統のオーバーラップ型
ネットワーク。ユニットをバッフル中心部に集中配置する
伝統のレイアウト。

■ 低域ユニットには、JBLの誇るハイテク・ワイ
ドレンジユ
ニット2213Ndに更なる改良を施したウーファー専用バー
ジョン2213Nd-1を搭載。強力ネオジムマグネットによる独
自の NDDTM
（ネオジム・ディファレンシャル・
ドライブ）
方式磁
気回路、
アルミダイキャスト製の高剛性エアロダイナミックフ
レーム等を採用。
レスポンスの向上と低歪化を果たし、
高リ
ニアリティでクリアな低域再生を実現しています。
■ 中域ユニットには、新開発125mm径ハイテク・スコー
カーを搭載。
アルミ
・マグネシウム合金によるインバーテッド・
ドーム型ダイアフラムを採用し、
中域でのさらなる低歪化と
フラットレスポンスを実現しています。高域ユニットにも、同
じくアルミ
・マグネシウム合金ダイアフラムを採用した25mm
径ドームツイーターを装備。SonoGlassTM製ホーンと組み
合わせることで、
エネルギーバランスと指向性を最適化。
■キャビネットは高剛性MDF製。
ニュー・モニターブルー
のフロントバッフルと、
エンジニアリング・ウォールナット材を
背面にも用いた5面リアルウッド仕上げを採用。

■ 低域ユニッ
トには、
プロジェクトＫ2 S5800のために開発
されたウーファーをシングル仕様にアレンジした、
JBL最強の
12インチ
（300mm）
ウーファー1200FE-8を搭載。
ケブラーコ
ンポジッ
ト
・パルプコーン、
大口径フェライ
トマグネッ
ト等を採用
し、
低歪みで高リニアリティの低域再生を実現しています。
■中高域ユニットには、
伝統の2インチ
（50mm）
径LE175
系コンプレッションドライバーの最新モデル175Nd-3を搭
載。
ピュアチタン・ダイアフラムを採用。強化されたネオジム・
リングマグネット磁気回路を備え、音楽再生において最も
重要な帯域の再生能力を格段に進化させています。超
高域ユニットには、
ピュアチタン・ダイアフラムを採用した
JBL最小サイズの19mm径コンプレッションドライバー
138Ndを搭載。
中域以上での音質の統一とダイナミックレ
ンジの拡大、
エネルギー感の向上を果たしています。
■ 高剛性SonoGlassTM製のHF/UHFコンビネーション・
バイラジアルホーンを装備。広い開口面積を確保し、中
高域に余裕と厚みをもたらしています。

JANコード 4968929003983

JANコード 4968929006199

■壁／天井用
ユニバーサルブラケット
MTC-U1（BK/WH）
￥12,000（税込￥12,960）/1本

JANコード 4968929003693

■ユニバーサルブラケット用
延長シャフト
MTC-S4（BK/WH）
￥4,000（税込￥4,320）/1本

JANコード（BK）
4968929003327/
（WH）
4968929003334

モデル名
型式

￥58,000（税込￥62,640）/1本

単位：m m

JANコード 4968929005772

4312MII

133mm径
3ウェイブックシェルフ型

インピーダンス
6Ω
許容入力
75W
（Music）
出力音圧レベル
（2.83V/1m）90dB

JANコード 4968929006212

※適合スピーカー：4429/4319等、
30cm径ウーファークラスのブックシェ
ルフ型
●支柱に鋳鉄粉を充填した重量級スタン
ド。●高さ調整可能なスパイク足、スパ
イク受け用ステンレスプレートが付属。
組み立て工具付属。 ●ダークブルーの
ラフテクスチャー仕上げ。重量 26.0kg

￥190,000（税込￥205,200）/1本

JANコード（L）
4968929005840/
（R）
4968929005857

JS-360

ユニバーサルブラケットMTC-U1と併用
して、
ブラケット全長を75ｍｍ延長するス
チールシャフトです。取り付け面からの距
離が必要な場合に使用します。

単位：m m

￥110,000（税込￥118,800）/1本

■スチールスタンド

JANコード（BK）
4968929003389/
（WH）
4968929003396

※適合スピーカー：4312MII
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4307

￥94,000（税込￥101,520）/ペア

4306

200mm径
2ウェイブックシェルフ型

250mm径
3ウェイブックシェルフ型

300mm径
3ウェイブックシェルフ型

300mm径
3ウェイブックシェルフ型

4319

4429

6Ω
150W
（Music）
89dB

6Ω
150W
（Music）
91dB

6Ω
100W
（RMS）
93dB

6Ω
100W
（RMS）
92dB

6Ω
200W
（RMS）
91dB

45Hz〜45kHz
1.5ｋHz、
6.5ｋHz

40Ｈｚ〜40kHz
（-6dB）
2kHz、
5kHz

38Hz〜40kHz
（-6dB）
800Hz、
3.5kHz

38Hz〜45kHz
（-6dB）
800Hz、
7kHz

周波数特性
クロスオーバー周波数

55Hz〜50kHz
7kHz、
12kHz

50Hz～40kHz
3.2kHz

寸法
（幅×高さ×奥行き）

181×300×180mm

278×460×300mm

重量

4.0kg

12.0kg

4307

JANコード 4968929005659

328×545×300mm
（奥行きはグリル含む）
16.6kg

4312E

300mm径
3ウェイブックシェルフ型

362×597×298mm
362×597×290mm
400×635×335mm
グリル装着時奥行301mm グリル装着時奥行298mm
18.1kg

18.9kg

32.3kg

単位：m m
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ホームエンターテインメントスピーカー

ホームエンターテインメントスピーカー

バーチカル・ホーンアレンジによる
優れたリアリティ、鮮明な音像定位、広いサウンドステージ。

高感度ホーン・ツイーターによる明瞭なサウンド
本格派サウンドをとても身近にし、

目の覚めるような立体的音場空間を再現する、

さまざまリスニングスタイルを可能にする

高品位ホームエンターテインメントスピーカー。

新世代ホームエンターテインメントスピーカー。

スタジオ5シリーズ

スタジオ2シリーズ

STUDIO 5 Series

STUDIO 2 Series

STUDIO 270 BRN

STUDIO 280 BRN

¥52,000（税込¥56,160）/１本
JANコード 4968929008728

STUDIO 530 CH

STUDIO 580 CH

¥85,000（税込¥91,800）/ペア
JANコード 4968929006144

■ JBL独自のコンスタントダイレクティビティ
・バイラジアル
ホーンを縦長に搭載することにより、
広い音場空間と適切
なサービスエリア、明瞭な定位感を獲得。
リアリティ溢れる
3D音場空間を再現します。
■シリーズ全モデルの低域ユニットには、
パルプコーンを
ベースに、独自のコーティングを施すことで有害な分割振
動を抑えたPolyPlasTM
（ポリマーコーティング・ファイバーセル
ロース）
コーンを採用しています。低歪SFG磁気回路と組
み合わせることにより、
小音量時から大音量時まで、
歪感
のないクリアな音質を獲得しています。
■シリーズ全モデルの高域ユニッ
トには、
JBLプロ用システ
ムの為に開発された高解像度ネオジム・コンプレッションドラ
イバーを搭載。高分子系素材Teonex®をダイアフラムに用
い、
高い明瞭度と豊かなエネルギーと共に、
滑らかで自然
な音色を再現します。
■シリーズ全モデルにおいて、同一ダイアフラムのドライ
バー＆ホーン、
基本設計を共通化したウーファーを採用。全
機種のサウンドキャラクターを揃えることにより、
一体感のあ
る空間再現性を持った高品位マルチチャンネルシステム
の構築を可能にします。
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STUDIO 520C CH

¥115,000（税込¥124,200）/１本

¥49,000（税込¥52,920）/1本

JANコード 4968929006120

JANコード 4968929006151

STUDIO 530 CH

STUDIO 520C CH

133mm径ウーファーと大型ホーンを組み合わせた贅沢
仕様のブックシェルフ型システムです。PolyPlas TMコー
ンウーファーによるサイズを超えた躍動感溢れる低域、
JBL独自のバイラジアルホーンと高解像度ネオジム・コ
ンプレッションドライバーによる明瞭で透明感豊かな中
高域が特徴。
コンパクトなサイズのため場所を取らず、
自由なスタイルで楽しむことができます。

100mm径ウーファーを2本パラレルで搭載したセンタース
ピーカー。同一ダイアフラム採用のコンプレッションドライ
バーを用いたホーン＆ドライバー構成を採ることで、
シリー
ズ全機種との抜群のトーンマッチングを果たしています。

STUDIO 580 CH

165mm径ウーファーを2本パラレルで搭載したトール
ボーイ型システムです。強力なダブルウーファー方式に
よりエネルギー感、
スケール感ともに豊かな迫力ある低
域を獲得。
さらに、JBL独自のバイラジアルホーンと高
解像度ネオジム・コンプレッションドライバーが高密度か
つ高品位な中高域を再生します。大画面テレビやスク
リーンと組み合わせたホームシアターシステムのメインス
ピーカーとしても最適。バランスの取れたワイドレンジ再
生で、
ジャンルを問わず高いレベルでの音楽体験を楽
しむことができる実力モデルです。

STUDIO 5シリーズによる
5.1chサラウンドシステムに最適。
エネルギッシュな重低音再生により
豊かな臨場感を再現。
300mm径アクティブサブウーファー

SUB 560PCH

￥160,000（税込￥172,800）/１本
JANコード 4968929006182

STUDIO 220 BRN

¥38,000（税込¥41,040）/ペア
JANコード 4968929008698

¥80,000（税込¥86,400）/1 本

JANコード 4968929008735

STUDIO 230 BRN

¥52,000（税込¥56,160）/ペア
JANコード 4968929008711

■シリーズ全モデルの高域ユニットに25mm径CMMD
（セラミック・メタル・マトリックス・ダイアフラム）
ドーム・ツイー
ターを採用し、最新モニタースピーカーのために開発され
たHDI
（High Definition Imaging）
ホーン技術を用いた
Xウェーブガイ
ド・ホーンを装備。歪み感の少ない透明度の
高い音質による臨場感溢れるサウンド空間を再現します。
■フロアスタンディング型モデル
（STUDIO 290/280/
270）
には100mm径ポリプラス・ダイアフラム・
ミッドレンジを搭
載し、
ボーカル帯域のリアリティ、
透明感を高めています。
■ 全モデルの低域ユニットにはポリプラス
（PolyPlasTM）
コーン・ウーファーを搭載。十分な剛性と適度な内部損失
を備えることで、
高音質デジタル音源のパルシブな低域も
クリアに再生し、
量感豊かなサウンドステージを再現します。
■ 継ぎ目の無いラウンドエッジ構造のキャビネットには、高
級感がありエレガントな雰囲気のエスプレッソ・ブラウン木
目調仕上げを採用。
フロアスタンディング型モデルのキャビ
ネット底面にはラバーフットを装備
（スパイク型ピン付属）
。
■シリーズ全モデルの音色を統一することで空間再現
性に優れた高品位マルチチャンネルシステムを実現。

STUDIO 290 BRN

¥67,000（税込¥72,360）/１本

JAN コード 4968929008742

STUDIO 210 BRN

STUDIO 225C BRN

JANコード 4968929008681

JANコード 4968929008704

¥40,000（税込¥43,200）/ペア

¥33,000（税込¥35,640）/１本

STUDIO 270 BRN

STUDIO 220 BRN

165mm径PolyPlasTMウーファーを搭載した3ウェイ構成の
フロアスタンディング・システム。強力ウーファーと余裕ある
キャビネットサイズによるスピード感と量感豊かな低域、
ホー
ン・ツイーターの明瞭な中高域が、様々なソース再生で威
力を発揮。設置性の高さも魅力の実力モデルです。

100mm径PolyPlasTMウーファーを搭載したコンパクトな
2ウェイ
・ブックシェルフ型システム。量感豊かな低域と明
瞭な高域により聴きごたえ十分のサウンドを再現します。

STUDIO 280 BRN
165mm径PolyPlasTMウーファーを2本搭載した4ユニッ
ト
・3ウェイ構成のフロアスタンディング・システム。強力なダ
ブルウーファーによる躍動感のある低域と、
ホーン・ツイー
ターによる繊細かつ高品位な中高域が一体化。
ジャン
ルを問わず高レベルでの音楽体験を可能にします。
STUDIO 290 BRN
STUDIO 2シリーズのフラグシップ・モデル。2本の200mm
径PolyPlasTMウーファーを搭載した充実の4ユニット
・3ウェ
イ構成。大型フロアシステムならではの豊かな音場感と余
裕ある低域、
ホーン・ツイーターによる高密度な中高域を堪
能できる本格派フロアスタンディング・システムです。

STUDIO 230 BRN
・ブッ
165mm径PolyPlasTMウーファーを搭載した2ウェイ
クシェルフ型システム。躍動感豊かな低域を基調とした
充実したサウンド空間を楽しむことができます。
STUDIO 210 BRN
100mm径PolyPlas TMウーファーを搭載した薄型2ウェ
イ
・サラウンド用スピーカー。背面のフック受け金具により
壁面取付けが可能。
サラウンド用、
エフェクト用に最適。
STUDIO 225C BRN
・
100mm径PolyPlasTMウーファーを2本搭載した2ウェイ
センタースピーカー。
シリーズ全モデルとの抜群のトーン
マッチングによりセンター音源再生に威力を発揮。

モデル名

STUDIO 530 CH

STUDIO 580 CH

STUDIO 520C CH

モデル名

STUDIO 220 BRN

STUDIO 230 BRN

STUDIO 270 BRN

STUDIO 280 BRN

STUDIO 290 BRN

STUDIO 210 BRN

形式

133mm径
2ウェイブックシェルフ型

165mm径×2
2ウェイフロア型

100mm径×2
2ウェイセンタースピーカー

形式

100mm径
2ウェイブックシェルフ型

165mm径
2ウェイブックシェルフ型

165mm径
3ウェイフロア型

165mm径×2
3ウェイフロア型

200mm径×2
3ウェイフロア型

100mm径
100mm径×2
2ウェイサラウンドスピーカー 2ウェイセンタースピーカー

インピーダンス

インピーダンス

クロスオーバー周波数
寸法
（幅×高さ×奥行き）

6Ω

6Ω

6Ω

許容入力
出力音圧レベル
（2.83V/1m）
周波数特性

125W
86dB
40Ｈｚ～40kHz

200W
90dB
30Ｈｚ～40kHz

150W
88dB
48Ｈｚ～40kHz

1,500Ｈｚ
214×474×223mm

1,500Ｈｚ
313×1,075×348mm
（脚部含む）

1,500Ｈｚ
555×177×168mm

重量

7.7kg

22.2kg

7.5kg

STUDIO 225C BRN

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

周波数特性
（-6dB）
    
出力音圧レベル
（2.83V/1m）

52Hz～22kHz
86dB

42Hz～22kHz
88dB

35Hz～22kHz
88dB

30Hz～22kHz
89dB

28Hz～22kHz
91dB

52Hz～22kHz
86dB

50Hz～22kHz
88dB

2.4kHz
20W～150W
237×381×289mm

750Hz/3.4kHz
20W～200W
237×1,010×267mm

800Hz/3.6kHz
20W～200W
237×1,124×308mm

550Hz/3.8kHz
20W～225W
273×1,197×352mm

4.2kHz
20W～125W
256×260×170mm

1.4kHz/1.8kHz
20W～125W
535×165×213mm

重量   

3.7kg

7.9kg

16.1kg

20.5kg

25.0kg

3.7kg

7.9kg

クロスオーバー周波数
4.1kHz
推奨アンプ出力
（8Ω）
20W～125W
寸法
（幅×高さ×奥行、
グリル含む）
     168×260×203mm
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ホームエンターテインメントスピーカー

コンパクトスピーカー

明朗快活なJBLサウンドが、
音楽や映像の楽しさをフルに引き出す。
プロ直系の音質と手軽さを備えた
本物志向のホームエンターテインメントスピーカー。

プロ用モニター譲りの音響性能で
クラスを超えた高音質再生を実現。
本格派サウンドを気軽に
自由に楽しめるコンパクトスピーカー。

アリーナシリーズ
ARENA Series

ARENA 125C BK

￥24,000（税込￥25,920）／1本
JANコード 4968929014095

背面

ARENA 180 BK

JANコード 4968929014088

■シリーズ全モデルの高域ユニットにはクリアでしなやか
な音質が特長の25mm径ソフトドーム・ツイーターを採用。
さ
らに、JBLの最新モニタースピーカーのために開発された
HDI（ High Definition Imaging）技術を用いたXウェー
ブガイド・ホーンを装備することで、
ホーンシステムならでは
の高感度かつ緻密なディテール表現と広く一定した定指
向特性を獲得。
リスニングルームの広いエリアにおいて鮮
明なステレオイメージと自然な音響バランスのサウンドを楽
しむことができます。
■シリーズ全モデルの低域ユニットにはファイバー・コンポ
ジット
・パルプコーン・ウーファーを搭載。JBLならではのダイ
ナミックかつパワフルな低域再生により、立体感豊かなサ
ウンド空間を再現し、高音質デジタルソースの魅力も余さ
ず引き出します。
■様々な雰囲気の部屋に自然にマッチする、
シンプルで
スタイリッシュなデザインのキャビネット。音響性能にも優れ、
ユニットの性能を最大限に引き出します。
■シリーズ全モデルにおいて同一のHDIホーン・ツイーター

ARENA 120 BK
140mm径ファイバーコンポジット
・パルプコーン・ウーファーと
高感度HDIホーン・ツイーターを搭載した薄型でコンパクトな
2ウェイ
・システム。
サイズから想像できない程の充実した音
響性能を実現。背面にフック受け金具とスピーカーケーブル
ガイ
ドが装備されているため壁面への取付けも容易で、
マル
チチャンネルシステムのリア用スピーカーとしても最適です。
ARENA 180 BK
2本の178mm径ファイバーコンポジット
・パルプコーン・ウー
ファーと高感度HDIホーン・ツイーターを搭載したトールボー
イスタイルの本格派フロア型システム。
ダブルウーファー方
式による力強く躍動感のある低域と鮮明な中高域が相

オープン価格（ペア）

キャビネットカラー：ホワイト
オープン価格（ペア）

※オープン価格の商品は標準価格を定めていません。
JANコード 4968929008810

※オープン価格の商品は標準価格を定めていません。
JANコード 4968929008827

2本の140mm径ファイバーコンポジット
・パルプコーン・ウー
ファーと高感度HDIホーン・ツイーターを搭載した2ウェイ
・セ
ンタースピーカー。
シリーズ共通のホーン・ツイーターと同一ダ
イアフラムのウーファーを備えることで、
シリーズ全モデルと
の抜群のトーンマッチングを実現。マルチチャンネルシステ
ムのセンター音源再生に威力を発揮します。
SUB 100P BK
250mm径の大型ファイバーコンポジット
・パルプコーン・ウー
ファーと出力100Wのハイパワー・クラスDアンプを搭載した
アクティブサブウーファー。強力パワーアンプとデュアル・バ
スレフポートの組み合わせにより、重厚でレスポンスに優れ
た重低音を再生。
マルチチャンネルシステムにおいて豊か
な迫力とスケール感を付加します。

ARENA 120 BK

ARENA 125C BK

140mm径/2ウェイブックシェルフ型
8Ω

140mm径×2/2ウェイセンタースピーカー
8Ω

周波数特性
（-6dB）
出力音圧レベル
（2.83V/1m）
クロスオーバー周波数

39Hz～40kHz
88dB
2.1kHz

100Hz～40kHz
86dB
2.5kHz

90Hz～40kHz
89dB
2.5kHz

20W～100W
188×341×113mm

20W～150W
546×179×200mm

重量

15.2kg

3.5kg

7.0kg

推奨アンプ出力
（8Ω）
20W～225W
寸法
（幅×高さ×奥行、
グリル含む） 217×1,086×314mm

JANコード 4968929014118

ARENA 125C BK

178mm径×2/2ウェイフロア型
8Ω

形式
インピーダンス

CONTROL X BLK

まって、
クラスを超えた高品位で臨場感溢れるサウンド空
間を再現します。
キャビネット底面にラバーフットを装備（ス
パイク型ピン付属）

ARENA 180 BK

モデル
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JANコード 4968929014101

（SUB 100P BKは除く）
と基本設計が共通したファイ
バーコンポジット・パルプコーン・ウーファーを搭載していま
す。
これによりシリーズ全機種のトーンキャラクターを均一
化。マルチチャンネルシステムにおいて、
より自然でリアル
なサウンド空間を再現します。

SUB 100P BK

￥36,000（税込￥38,880）／1本

￥42,000（税込￥45,360）／1本

モデル

SUB 100P BK

形式

250mm径
アクティブサブウーファー

入力
内蔵アンプ
周波数特性

RCA
100WクラスDアンプ
41Hz～fc

クロスオーバー周波数
（fc）
50Hz～150Hz
（連続可変）
寸法
（幅×高さ×奥行、
グリル含む） 368×364×406mm
重量

10.9kg

CONTROL X WHT

キャビネットカラー：ブラック

音の良さと多目的対応の使いやすさで人気のコンパクト
スピーカー、CONTROL シリーズの最新モデル。JBL の
プロ用モニタースピーカーの技術を用いた最新ホーン・
ツイーターと大型ウーファーを搭載することより、サイズを
超えた高音質再生を実現しました。
■ JBLの最新モニタースピーカー向けに開発されたHDI
（High Definition Imaging）技術を用いたXウェーブガイ
ド・ホーンを装備し、明瞭かつシャープな音像表現性を獲
得。
さらに、優れた定指向特性が創り出す広いリスニング
エリアにおいて、
リアルかつ自然な音響バランスで音楽を
楽しむことができます。Xウェーブガイド・ホーンに組み合わ
せるツイーターには、
セラミック・メタル・マトリックス・ダイアフラ
ムの25mm径ドーム型ツイーターを搭載。
アルミニウム素材
の両表面にセラミック化アルミナ層を形成させた複合サンド
イッチ構造ダイアフラムを採用することで、入力信号に対す
る高い感度と歪み感や濁りの無い透明感あふれる音質
を獲得し、長時間のリスニングにおいても聴き疲れしない
高域再生を果たしています。
壁面取付け用ブラケット
（ブラック／ホワイト）
。
落下防止用ワイヤー付属

■コンパクトモデルとしてはワンランク上のサイズの大型
133mm径ウーファーを装備し、パワフルでボリューム感豊か
な低域再生を実現。振動板にはグラスファイバー強化ポリ
コーンを採用することにより、歯切れが良くスピード感のあ
る音質を獲得。
また、高域ユニットとの良好な音色のマッチ
ングを果たすことで、全帯域に渡るスムーズな再生を可能
にしています。
■シンプルかつスタイリッシュなキャビネットデザインを採用。

ホワイトとブラックの2種類のカラーバリエーションと併せ
様々なインテリアに自然に溶け込みます。
■ 堅牢な樹脂製キャビネットは縦・横どちら向きでもセッ
ティング可能。四面傾斜形状のため置くだけでスピーカー
が自然に上向きになりリスナーの方向へ音がスムーズに届
きます。
■ 壁面取付け用ブラケットを標準装備。
■ 防滴構造を採用。

235

ARENA 120 BK

￥24,000（税込￥25,920）／ペア

バナナプラグ対応
金メッキターミナルを装備

背 面

14 3

165

134
159

モデル名

CONTROL X

形式
インピーダンス

133mm径/2ウェイブックシェルフ型
8Ω

周波数特性
出力音圧レベル
（2.83V/1m）
クロスオーバー周波数

90Hz～20kHz
87dB
2.3kHz

推奨アンプ出力
（8Ω）
20W～100W
寸法
（幅×高さ×奥行、
グリル含む） 165×235×159mm
重量

2.6kg

付属品

壁面取付け用ブラケット

15

統一されたダイアフラム素材による、
ナチュラルで澄んだサウンド。
音楽との上質な時間をつくりだす、高品位スピーカーシステム。
REVELのPERFORMA 3シリーズは、暮らしの中に良い音を自然に溶け込ませ、
音楽をゆっくりと楽しみたい方のための高品位スピーカーです。
PERFORMA 3シリーズは全モデルの全ユニットにアルミニウム・ダイアフラムを採用することにより、
音色を整え、
ナチュラルなサウンドバランスを実現。
音楽との心地よく上質な時間を演出します。
部屋の広さや好みに合わせて選ぶことのできる、
ダブル・ウーファー搭載の
トールボーイ
・フロア型と、
コンパクトなブックシェルフ型の3モデルをラインナップ。
さらに、
センタースピーカーも用意し、
マルチチャンネルシステムへの発展にも対応しています。
◆
REVELは、1996年に誕生したアメリカン・ハイエンド・スピーカーの新進ブランドで、
Mark LevinsonやJBLなど世界屈指のオーディオブランドを擁する
米国ハーマンインターナショナル・グループの一員です。
JBLの全面的な技術力を得ながら、
REVELならではの独創的な音響思想に基づく斬新なスピーカーを設計。
さらに、
ハーマングループが有する最新鋭の設計製造技術やマテリアルを用いることで、
他に類を見ないハイクオリティなスピーカーシステムを生み出しています。

F208 WA

￥330,000（税込￥356,400）／1本

JANコード 4968929190461

JANコード4968929190454

HGウォールナット仕上げ
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F208 BK

￥330,000（税込￥356,400）／1本

ピアノブラック仕上げ

PERFORMA 3シリーズの最上位モデルです。2基
の200mm径ウーファー、130mm径ミッドレンジ、25mm
径ツイーターを搭載した4ユニット
・3ウェイ構成のフロ
ア型システム。200mm径ダブル・ウーファーによる充実
した低域をベースに、
スケール感豊かな聴き応えのあ

径ドーム型ツイーターを搭載。
アルミニウム振動板の
採用により伸びやかで透明度の高い高域を再生。
音のナチュラルな色彩としなやかさを引き出し、上質
で聴き心地の良い音楽再生を
可能にしています。
また、
ツイー

るサウンド空間を再現。音楽の美しさ、躍動感を満喫
できるシステムです。
■ 低域ユニットには200mm径ウーファーを搭載。軽
量・高剛性のアルミニウム振動板が持ち味を発揮し、
十分なボリューム感と歯切れの良さを兼ね備えたハイ
クオリティな低域を再生。立体感溢れる充実したサウ
ンドステージを創り出し、音楽のスケール感やライブ感
を存分に引き出します。

ターの音響特性を最適化する
ため、
ツイーター前面に独自設
計のウェーブガイドを装着。水
平および垂直方向の指向性を
コントロールすることにより、
ミッド
レンジユニットとの音のつながり
をスムーズなものにしています。
■ キャビネットは前面から背面

■ 中域ユニットには130mm径ミッドレンジを搭載。
ヴォー
カル帯域と言われる中域の再生能力を充実させること
で、
音像の明瞭なリアリティ、
シャープな定位感を実現し
ています。
また、
ヴォーカルの艶やかな表情や楽器の自
然な質感は、
この130mm径ミッドレンジの持ち味であ

に向かって絞り込んだカーブド・
デザインを採用。特殊プレス加
工成型によるキャビネットは十
分な剛性を持ち、平行面を最
小化することで内部定在波の

り、
F208の表現力をより豊かなものにしています。
■ 高域ユニットにはシリーズ全モデル共通の25mm

発生を防ぎ、再生音への影響
を排除しています。WAモデル

（HGウォールナット）のキャビネットにはウォールナット
天然木を使用。BKモデル（ピアノブラック）のキャビ
ネットにはオートモーティブ・フィニッシュ・クオリティの高
品位ハイグロス仕上げを施しています。
■ バイワイヤ接続に対
応。ツイーターのレベル
微 調 整スイッチとウー
ファーのダンピング調整
スイッチを装備。音の好
みや部 屋の音 響 特 性
に応じた再生音の調整
が可能です。
モデル

F208

形式

200mm径×2/3ウェイフロア型

インピーダンス

8Ω

出力音圧レベル
（2.83V/1m）

88.5dB

周波数特性（-6dB）

25Hz～40kHz

クロスオーバー周波数

270Hz/2.2kHz

推奨アンプ出力（8Ω）

50W～350W

寸法（幅×高さ×奥行）

300×1,182×375mm

重量

36.3kg
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F206 WA

F206 BK

F206 WH

￥230,000（税込￥248,400）／1本

￥230,000（税込￥248,400）／1本

￥230,000（税込￥248,400）／1本

JANコード 4968929190430

JANコード 4968929190423

JANコード 4968929190447

HGウォールナット仕上げ

ピアノブラック仕上げ

M105

C205

￥99,000（税込￥106,920）／1本

ピアノホワイト仕上げ

￥132,000（税込￥142,560）／1本

WA（HGウォールナット仕上げ）JANコード4968929190508
BK（ピアノブラック仕上げ）JANコード4968929190492
WH（ピアノホワイト仕上げ）JANコード4968929190515

WA（HGウォールナット仕上げ）JANコード4968929190409
BK（ピアノブラック仕上げ）JANコード4968929190393
WH（ピアノホワイト仕上げ）JANコード4968929190416

BK（ブラック）JANコード4968929190478
WH（ホワイト）JANコード4968929190485

BK（ブラック）JANコード4968929190379
WH（ホワイト）JANコード4968929190386

M105専用スタンド M STAND
￥66,000（税込￥71,280）／ペア
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2基の165mm径ウーファー、130mm径ミッドレンジ、
25mm径ツイーターを搭載した4ユニット
・3ウェイ構成
のフロア型システム。
スマートなトールボーイスタイルで、
ウエルバランスな音響性能とセッティングの容易さを
両立しています。聴き心地の良いナチュラルなサウン
ドで、お好みの音楽をリラックスして楽しむことができ

■ 高域ユニットにはシリーズ全モデル共通の25mm
径ドーム型ツイーターを搭載。
アルミニウム振動板の
採用により伸びやかで透明度の高い高域を再生。
音のナチュラルな色彩としなやかさを引き出し、上質
で聴き心地の良い音楽再生を可能にしています。
ま
た、
ツィーターの音響特性を最適化するため、
ツィー

るシステムです。
■ 低域ユニットには165mm径ウーファーを搭載。軽
量・高剛性のアルミニウム振動板が持ち味を発揮し、
十分なボリューム感と歯切れの良さを兼ね備えたハイ
クオリティな低域を再生。立体感溢れる充実したサウ
ンドステージを創り出し、音楽のスケール感やライブ感
を存分に引き出します。

ター前面に独自設計のウェーブガイ
ドを装着。水平お
よび垂直方向の指向性をコントロールすることによ
り、
ミッドレンジユニットとの音のつながりをスムーズな
ものにしています。
■ キャビネットは前面から背面に向かって絞り込んだ
カーブド・デザインを採用。特殊プレス加工成型による
キャビネットは十分な剛性を持ち、平行面を最小化す

■ 中域ユニットには130mm径ミッドレンジを搭載。
ヴォーカル帯域と言われる中域の再生能力を充実さ
せることで、音像の明瞭なリアリティ、
シャープな定位
感を実現しています。
また、
ヴォーカルの艶やかな表
情や楽器の自然な質感は、
この130mm径ミッドレンジ
の持ち味であり、F206の表現力をより豊かなものに
しています。

ることで内部定在波の発生を防ぎ、再生音への影
響を排除しています。WAモデル
（HGウォールナット）
のキャビネットにはウォールナット天然木を使用。BK
モデル
（ピアノブラック）
とWHモデル
（ピアノホワイト）
のキャビネットにはオートモーティブ・フィニッシュ・クオリ
ティの高品位ハイグロス仕上げを施しています。

M105

165mm径ウーファー 130mm径ミッドレンジ

25mm径ツイーター

モデル

F206

形式

165mm径×2/3ウェイフロア型

インピーダンス

8Ω

出力音圧レベル
（2.83V/1m）

88dB

周波数特性
（-6dB）

34Hz〜40kHz

クロスオーバー周波数

275Hz/2.15kHz

推奨アンプ出力
（8Ω）

50W～200W

寸法
（幅×高さ×奥行）

249×1,051×347mm

重量

26.4kg

130mm径ウーファーと25mm径ツイーターを搭載した2
ウェイ構成のコンパクトなブックシェルフ型システム。
フ
リーセッティングで使用できる高品位コンパクトスピー
カーとして、上質な音楽空間を構築することができま
す。専用スタンドと組み合わせることで高い音場再生
能力が発揮され、
ピュアオーディオからマルチチャンネ
ル再生まで幅広く使いこなすことができます。
■ 低域ユニットには130mm径ウーファーを搭載。軽量・
高剛性のアルミニウム振動板の採用により、十分なボ
リューム感と歯切れの良さを兼ね備えたハイクオリティな
低域を再生。立体感溢れるサウンドステージを再現し、
音楽のスケール感やライブ感を存分に引き出します。
■ 高域ユニットにはシリーズ全モデル共通の25mm
径ドーム型ツイーターを搭載。
アルミニウム振動板の
採用により伸びやかで透明度の高い高域を再生。
音のナチュラルな色彩としなやかさを引き出し、上質
で聴き心地の良い音楽再生します。
■ WAモデル
（HGウォールナット）
のキャビネットには
ウォールナット天然木を使用。BKモデル
（ピアノブラッ

C205専用スタンド C STAND
￥40,000（税込￥43,200）／1本

ク）
とWHモデル
（ピアノホワイ
ト）
のキャビネットにはオー
トモーティブ・フィニッシュ・クオリティの高品位ハイグロ
ス仕上げを実施。
C205

2基の130mm径ウーファーと25mm径ツイーターを搭載
した3ユニット
・2ウェイ構成のセンタースピーカーです。
統一された振動板素材を用いたPERFORMA 3
シリーズ全モデルとのトーンマッチングにより、
マルチ
チャンネル再生において高純度なサウンド空間を再
現。
また、
コンパクトなサイズながら130mm径ダブル・
ウーファー搭載しているため、映画やライブ映像での
ボーカルレンジを迫力十分に楽しむことができます。

■ 低域ユニットには130mm径ウーファー、高域ユニッ
トにはシリーズ全モデル共通の25mm径ドーム型ツ
イーターを搭載。
PERFORMA3シリーズ共通特長
■ 全モデルに、
バスレフポートに挿入することで低
域レスポンスのコントロールが可能なポートプラグを
付属。設置場所への高い適応性を発揮します。
■ スピーカー本体の高さおよび仰角の調整が可
能で、鋭利なスパイク形状と先丸形状が選べる2
ウェイタイプのスパイクフットとロックナット付属。
■ダボやピンが露出しないマグネット
・キャッチ方式
のグリルを採用。

モデル

M105

モデル

C205

形式

130mm径/2ウェイブックシェルフ型

形式

130mm径×2/2ウェイセンタースピーカー

インピーダンス

8Ω

インピーダンス

8Ω

出力音圧レベル
（2.83V/1m）86dB

出力音圧レベル
（2.83V/1m） 89dB

周波数特性
（-6dB）

54Hz〜40kHz

周波数特性
（-6dB）

60Hz〜40kHz

クロスオーバー周波数

2.3kHz

クロスオーバー周波数

1.7kHz

推奨アンプ出力
（8Ω）

50W～120W

推奨アンプ出力
（8Ω）

50W～120W

寸法
（幅×高さ×奥行）

200×356×248mm

寸法
（幅×高さ×奥行）

533X201X292mm

重量

7.2kg

重量

11.9kg
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センタースピーカー/サブウーファー
ホームシアターやマルチチャンネル再生のためのセンタースピーカー。
迫力ある重低音で臨場感をアップする高音質サブウーファー。

■ センタースピーカー

■ サブウーファー

LS Center（E）
￥170,000（税込￥183,600）/１本

ES150PCH

SUB 100P BK

￥70,000（税込￥75,600）/1本

￥36,000（税込￥38,880）/1本

レスポンスに優れた250mm径PolyPlas TMコーン・ウー
ファーと出力300Wの高効率スイッチングアンプを搭載
したアクティブサブウーファー。エネルギッシュでスピード
感あふれる重低音を再生し、大型スクリーンに負けな
い迫力と広がりのあるサウンド空間を実現します。

250mm径の大型ファイバーコンポジット
・パルプコーン・
ウーファーと出力100Wのハイパワー・クラスDアンプを
搭載したアクティブサブウーファー。重厚でレスポンスに
優れた重低音を再生し、マルチチャンネルシステムに
おいて豊かな迫力とスケール感を付加します。

エボニー仕上げ JANコード 4968929003891

JANコード 4968929004560

2基の165mm径ウーファー、50mm径コンプレッションドラ
イバー、19mm径リングツイーター搭載した3ウェイ
・センタ
ースピーカー。2基のウーファーの間にコンプレッションド
ライバーを配置することにより全帯域のオーディオ情報
をホーン中央部に集約し、正確な音像定位とリアルな
臨場感を獲得しています。
●型式：165mm径×2、3ウェイ
・センタースピーカー●インピーダンス： 6
Ω●周波数特性：50Hz～40kHz●許容入力：150W●出力音圧レ
ベル
（2.83V/1m）
：88dB●クロスオーバー周波数： 2.5kHz、9kHz
●寸法（幅×高さ×奥行き）
：672×217×235mm●重量：14.4kg

●形式：250mm径アクティブサブウーファー●入力：RCA●内蔵アン
プ：300Wクラス・スイッチングアンプ●周波数特性：27Hz～fc●クロ
スオーバー周波数(fc)：50Hz～150Hz（ 連続可変）●寸法（幅×高
さ×奥行、
グリル含む）
：337×475×387mm●重量：17.7kg

JANコード 4968929014118

●形式：250mm径アクティブサブウーファー●入力：RCA●内蔵アン
プ：100WクラスDアンプ●周波数特性：41Hz～fc●クロスオーバー
周波数(fc)：50Hz～150Hz（連続可変）●寸法（幅×高さ×奥行、
グ
リル含む）
：368×364×406mm●重量：10.9kg

スピーカーケーブル
■JBLモニターサウンドケーブル
JSC1500 ￥1,800（税込￥1,944）/1m

■JBLモニターサウンドケーブル
JSC550 ￥900（税込￥972）/1m

■JBLモニターサウンドケーブル
JSC450 ￥600（税込￥648）/1m

3種類の太さの高純度OFCケーブルを独立構造で内蔵。
広帯域で安定したエネルギー伝送を可能にするハイグレードケーブル。

高解像度で鮮明なサウンド再生を可能にする高純度OFC芯線を採用。
スタンダードな2芯ケーブルでホームシアターにも最適。

高域／低域の信号伝送用に2種類の太さの高純度OFC芯線を採用。
ワイドレンジ＆ストレート伝送を可能にする、
クラスを超えた高音質ケーブル。

JANコード 4968929005536

バイワイヤマーク
低域用と中高域用とに二組のスピーカーケーブルを用
いることで、帯域相互の干渉を防ぎ音のにごりや歪
を防止できるバイワイヤー接続に対応しています。

JANコード 4968929005529

JANコード 4968929005697

●無垢天然木、
または天然木突き板仕上げのモデルは、商品ごとに木目や色調が異なりますので、あらかじめご承知おき願います。●スピーカーシステムは耐久消費財
です。
コーン紙の激しい動きを抑えるウーファーのエッジ部には多くのストレスがかかるため、
その実用対応年数には限りがあります。
また、温度、湿度、紫外線などの影響で
寿命を縮める恐れがありますので、照明器具の強い光や直射日光を避け、
またエアコンの吹き出し口やストーブなどの近くを避けて設置してください。●仕様および外観
は、改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承ください。●本カタログに記載の税込価格は2016年2月現在のものです。

■お買い上げは技術信用ある当店で

ハーマンインターナショナル 株 式 会 社
〒110-0006 東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター8F

ht tp://harman-japan.co.jp/

■ 商品及び修理に関するお問い合わせ
0570-550-465（ナビダイヤル）
またはホームページをご利用ください。
■ HARMAN Owners' Club（ハーマンオーナーズクラブ）
ハーマンインターナショナル取り扱い製品ご愛用者様のための会員プログラムです。
会員様に向けたさまざまな特典やサービスをお届けします。

https://www.harman-ownersclub.jp/

2016年2月現在

