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ホームオーディオ用からプロフェッショナル向けまで、
70年以上に渡り数多くの名機、傑作モデルを開発。
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。

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に着手。
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でした。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
創立から70年を超える今日まで脈 と々受け継がれてい
ます。初期には、“究極のスピーカー”と称された「ハー
ツフィールド（Hartsfield）」（1954年）や現代美術の
作品のような独創的な造形の「パラゴン（Paragon）」

（1957年）が登場。近年においては、ホームオーディオ
用スピーカーの頂点を目指した「EVERESTシリーズ」
や「Project K2シリーズ」が登場。これら最高峰モデル
を生み出したJBLの先進的なスピーカー設計技術は、
「S4700」を筆頭とする他のホームオーディオ用スピー
カーにも数多く採用されています。
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おり、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。

「美しい家庭用スピーカーを作る」という
創設者の想いを継承する
JBLホームオーディオ用スピーカー。

JBLを象徴するスピーカーとして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。
JBL初のスタジオモニター「4320」（1971年）は画
期的な音響性能が評価され、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し、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。

その後、JBLスタジオモニターは3ウェイや4ウェイなど
のマルチウェイ形式へと発展。空前の大ヒットモデル
となった「4343」（1976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ました。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スタジオモニターは、その最大の魅
力である力強く濃密なライブサウンドを磨き上げるた
め、プロ用スピーカー独自の先進技術を積極的に採
用。次世代フラッグシップ・モニター「4367WX」にお
いても最新のプロフェショナル技術が投入され、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。

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。
1946年に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る
唯一無二の音の魅力を備えた
JBLスタジオモニター・シリーズ。

 JBLスピーカー
■ リファレンススピーカー
JBLの誇る最新鋭のコンポーネンツと卓越した音響技術を融合するこ
とにより、圧倒的な音のリアリティを獲得し、これまでにない音楽感動を
実現。JBLサウンドの頂点を極めたリファレンススピーカーです。
Project EVEREST DD67000…………………………P04〜P05
Project K2 S9900………………………………………………P06

■ ハイセンシティビティスピーカー
ホーン＆ドライバーを始めとするJBL独自の音響設計技術と最新のコ
ンポーネンツを採用したフロア型システム。鮮明でエネルギッシュな音質
を特徴とし、さらに音の緻密さや質感も魅力の高品位スピーカーです。
S4700、S3900………………………………………………P07

■ スタジオモニター
レコーディングスタジオ用スピーカーとして開発され、音楽制作の現場だ
けでなく多くの音楽ファンからも愛されているJBLの人気シリーズ。大
型フロアタイプからコンパクトタイプまで幅広いモデルが揃っています。
4367WX………………………………………………………P08
4429、4319、4312SE………………………………………P09

■ コンパクトモニター
4307、4306、4312MII………………………………………P10

■ ホームエンターテインメントスピーカー
音楽再生だけでなくマルチチャンネル再生のホームシアターにも対応し、
部屋の大きさや楽しみ方に合った最適なシステムを組むことが可能。鮮明
な音質により音楽や映像の感動や迫力を存分に楽しむことができます。
スタジオ5シリーズ……………………………………………P11
スタジオ2シリーズ……………………………………………P12

■ コンパクトスピーカー
プロ用モニタースピーカーの音響技術を投入し、サイズを超えた本格的
な高音質再生を実現したコンパクトスピーカー。小型オーディオシステム
や音楽制作のモニタリングなど幅広い使い方が可能です。
CONTROL X……………………………………………………P13

■ 天井 ・ 壁埋め込み型スピーカー
ショップやカフェなどの店舗や各種施設、またホームシアターのスピー
カーとしても活躍する埋め込み型タイプ。店舗や部屋のインテリアと一
体化し、JBLらしい明瞭快活なサウンドで空間を満たします。
スタジオ2 アーキテクチュアルシリーズ……………………P14

■ サブウーファー、スピーカースタンド、
　 アクセサリー
映画やライブ映像の迫力、スケール感を格段にアップする重低音再生
用サブウーファーを用意。30cm径ウーファー搭載スピーカー向け重量級
スタンド、壁・天井用取付けブラケット（4312MⅡ用）、高音質スピーカー
ケーブルを揃えています。
サブウーファー、スピーカースタンド、
壁・天井取付け用ブラケット、スピーカーケーブル………P15



JBLの誇る最新鋭のコンポーネンツと音響技術、最高の
マテリアルを投入。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
低域ユニットには、15インチ（380mm）径ウーファー
1501AL-2を2基搭載。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
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。
1インチ超高域コンプレッションドライバー：045Be-1
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。
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。
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
構造キャビネットを採用。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
徹底的に排除しています。2基の大口径ウーファーは総
板厚45mmの高剛性ハイブリッド・バッフルによって強固
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することで、バッフル面のダンピ
ングと表面伝送波の拡散を図り、高解像度を誇る新型
ウーファーの能力を最大限に引き出しています。
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SonoGlassTMを採用しています。

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JBLスピーカーの主峰。

モデル	 DD67000
型式	 背面バスレフ、フロア型
構成	 380mm径ウーファー×2＋
	 100mm径コンプレッションドライバー＋
	 25mm径コンプレッションドライバー、
	 3ウェイ
クロスオーバー周波数	 150Hz（LF1/LPFのみ）、
	 850Hz、20kHz（UHF/HPFのみ）
出力音圧レベル（2.83V/1m）	96dB
公称インピーダンス	 8Ω
再生周波数特性（-6dB）	 29Hz〜60kHz
許容入力(RMS)	 500W
寸法（幅×高さ×奥行き）	 965×1,109（足含む、スパイク含まず）	
	 ×469mm
重量	 142	kg	（グリル装着時）
付属品	 スパイク×4、スパイク受け×4、
	 ジャンパー×2、グリル、取扱説明書

■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

Project EVEREST DD67000
標準価格￥3,000,000（税込￥3,240,000）/1本
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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。



大型100mm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5DG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15インチ（380mm）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 DD67000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 DD67000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 DD67000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 DD67000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
された外観を実現しています。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、ハイグレード・サ
テンフィニッシュによるローズウッド木目を採用。格調高い
仕上げとなっています。

Project K2 S9900
標準価格￥1,850,000（税込￥1,998,000）/1本

JANコード	4968929005642

リファレンススピーカー
最先端のマテリアル、
Project EVEREST譲りの音響技術を投入。
圧倒的なリアリティ、広大なサウンドステージを獲得。
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。

モデル K2	S9900
型式 背面バスレフ、フロア型
構成 380mm径ウーファー＋

100mm径コンプレッションドライバー＋
25mm径コンプレッションドライバー、
3ウェイ

クロスオーバー周波数 900Hz、15kHz（HPFのみ）
出力音圧レベル（2.83V/1m）93dB
公称インピーダンス 8Ω
再生周波数特性（-6dB） 33Hz〜50kHz
許容入力（RMS） 400W
寸法（幅×高さ×奥行き） 560×1,217（足含む、スパイク含まず）

×350mm
重量 81.6kg（グリル装着時）
付属品 スパイク×4、スパイク受け×4、

ジャンパー×2、グリル、取扱説明書
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S3900
標準価格￥330,000（税込￥356,400）/1本

JANコード	4968929006229

S4700

先進の音響テクノロジー、熟成のコンポーネンツ、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15インチ（380mm）径のネオジムウー
ファー2216Ndを搭載。JBL独自のNDD（ネオジム・ディファレ
ンシャル・ドライブ）磁気回路とピュアパルプ・カーブドコーンを
組み合わせることで、大型380mm径ウーファーならではの圧
倒的なエネルギー感と音のスピード感を両立させています。
■中高域ユニットには2インチ（50mm）径コンプレッションドラ
イバーの最新バージョン175Nd-3を搭載し、ボーカルレンジ
における鮮明なリアリティ、自然な質感を獲得しています。
■超高域ユニットに超精密3/4インチ（19mm）径コンプ
レッションドライバー138Ndを搭載。十分なサウンドパワー
による透明度の高い高音質再生を実現しています。
■中高域および超高域ドライバーにはSonoGlassTM製
の専用設計HF/UHFコンビネーションホーンを搭載。
キャビネットは風格あるウォールナット・セミグロス仕上げ。

S3900

新開発技術、高信頼コンポーネンツを投入し、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。
■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。ファイバー・コンポジット・パ
ルプコーン、大型フェライトマグネットを用いたJBL独自の
ニューSFG磁気回路などの採用により、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。高解像度
で反応の良いミッドレンジ再生を実現しています。
■超高域ユニットには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採用し、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。
■SonoGlassTM製の専用設計HF/UHFコンビネーション
ホーンを搭載。キャビネットはウォールナット・セミグロス仕上げ。

ドライバー＆ホーンを始め最新コンポーネンツを搭載。
JBLらしい鮮明でエネルギッシュな音を核に、
リアリティ溢れるハイクオリティサウンドを追求した、
高品位フロア型スピーカー。

ハイセンシティビティスピーカー

7

S4700
標準価格￥480,000（税込￥518,400）/1本

JANコード	4968929006090

モデル S3900
型式 背面バスレフ、フロア型
構成 250mm径ウーファー×2＋

50mm径コンプレッションドライバー＋
19mm径コンプレッションドライバー、
3ウェイ

クロスオーバー周波数 850Hz、12kHz
出力音圧レベル（2.83V/1m）92dB
公称インピーダンス 6Ω
再生周波数特性（-6dB） 33Hz〜40kHz
許容入力（RMS） 250W
寸法（幅×高さ×奥行き） 370×1,007（スパイク含まず）×368mm
重量 39.0kg
付属品 スパイク×4、スパイク受け×4、

ジャンパー×2、グリル、取扱説明書

モデル S4700
型式 背面バスレフ、フロア型
構成 380mm径ウーファー＋

50mm径コンプレッションドライバー＋
19mm径コンプレッションドライバー、
3ウェイ

クロスオーバー周波数 800Hz、12kHz
出力音圧レベル（2.83V/1m）94dB
公称インピーダンス 6Ω
再生周波数特性（-6dB） 38Hz〜40kHz	
許容入力（RMS） 300W
寸法（幅×高さ×奥行き） 500×1,068（スパイク含まず）×371mm
重量 54.5kg
付属品 スパイク×4、スパイク受け×4、

ジャンパー×2、グリル、取扱説明書

S4700搭載コンポーネンツ S3900搭載コンポーネンツ
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スタジオモニター
伝統の設計思想を継承しながら、最新の音響技術を投入。
長年にわたって再生能力を磨き続け、
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。

最先端のD2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。
■デュアルダイアフラム・デュアルボイルコイル方式のD2
コンプレッションドライバーを搭載しています。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。コンプレッ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コンプレッションドライバーの性能を最大限に引き
出すため、4367WXにおいてはホーンも一新。プロ用モ

ニタースピーカーのために開発されたJBL独自のHDI
（High Definition Imaging）技術を採用した最新の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。

4367WX
標準価格￥720,000（税込￥777,600）/1本

JANコード	4968929014385

モデル 4367WX
型式 正面バスレフ、フロア型
構成 380mm径ウーファー＋76mm径

コンプレッションドライバー、2ウェイ
クロスオーバー周波数 700Hz
出力音圧レベル（2.83V/1m） 94dB
公称インピーダンス 6Ω
再生周波数特性（-6dB） 30Hz〜40kHz	
許容入力（RMS） 300W
寸法（幅×高さ×奥行き） 560×941（足含む/スパイク含まず）

×425mm
重量 61.2kg
付属品 スパイク×4、スパイク受け×4、

ジャンパー×2、グリル、取扱説明書

 樹脂製リング状
ダイアフラム＋ボイスコイル

 マグネシウム製フェーズプラグ

 ネオジムマグネット ネオジムマグネット
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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、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最高の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。

4429
標準価格￥260,000（税込￥280,800）/1本

JANコード	4968929005659

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ツとマテリアルを採用し
た3ウェイ・ミドルサイズ・モニター。
■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・ミッドレンジ
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。エンジニアリング・ウォー
ルナット材による5面リアルウッド仕上げ。

4319 
標準価格￥165,000（税込￥178,200）/1本

JANコード	4968929005772

熟成された基本技術と最新ユニットを融合し、モニタース
ピーカーの真の性能を追求。超ロングセラーの銘機4312
シリーズのJBL創立70周年記念スペシャルエディション。
■低域ユニットには、上位モデルの4429に採用している
JBL史上最高の12インチ（300mm）径ウーファーを4312
シリーズ伝統のホワイトコーン仕様とした専用バージョン
1200FE-8Wを搭載。ケブラーコンポジット・パルプコーン
によるストレートコーンを、大口径フェライト・マグネットを備え
たニューSFG磁気回路により強力にドライブすることで、
大口径ウーファーならではの低域の力強いエネルギー感
と解像度の高さを両立しています。
■中域ユニットには5インチ（125mm）径ミッドレンジを搭載。
楽器の音色や声の質感の描写力に優れ、鮮明でナチュラ
ルな中域再生を可能にしています。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
ターを搭載し、超高域までスムーズに伸び、高い透明感も備
えた高品位な高域再生を実現しています。
■伝統であったウーファーのフルレンジ接続を止め、ウー
ファーにローパスフィルターを追加した新設計3ウェイ・ネット
ワーク回路を採用し、モニタースピーカー本来の高純度で
粒立ちの良い音質を獲得しています。

モデル 4429 4319 4312SE
型式 正面バスレフ、ブックシェルフ型 正面バスレフ、ブックシェルフ型 正面バスレフ、ブックシェルフ型
構成 300mm径ウーファー＋

50mm径コンプレッションドライバー＋
19mm径コンプレッションドライバー、
3ウェイ

300mm径ウーファー＋
125mm径ミッドレンジ＋
25mm径ツイーター、
3ウェイ

300mm径ウーファー＋
125mm径ミッドレンジ＋
25mm径ツイーター、
3ウェイ

クロスオーバー周波数 800Hz、7kHz 800Hz、3.5kHz 640Hz、5kHz
出力音圧レベル（2.83V/1m）91dB 92dB 90dB
公称インピーダンス 6Ω 6Ω 6Ω
再生周波数特性（-6dB） 38Hz〜45kHz 38Hz〜40kHz 44Hz〜40kHz
許容入力（RMS） 200W 100W 100W
寸法（幅×高さ×奥行き） 400×635×335mm 362×597×290mm

グリル装着時奥行298mm
362×597×298mm
グリル装着時奥行301mm

重量 32.3kg 18.7kg（グリル含む） 25.2kg（グリル含む）
付属品 ジャンパー×2、グリル、取扱説明書 ジャンパー×2、グリル、取扱説明書 グリル、取扱説明書

■スチールスタンド
JS-360 
標準価格￥58,000
（税込￥62,640）/1本
JANコード	4968929006212
※適合スピーカー：4429/4319等、
300mm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
※詳細は15ページ参照 単位：mm

4312SE
標準価格￥260,000（税込￥280,800）/ペア

JANコード	4968929019960
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上位モデル譲りの最新鋭コンポーネンツを搭載。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・コンパクトモニター。
■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・ミッド
レンジを採用。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。
■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。

4307
標準価格￥78,000（税込￥84,240）/1本

JANコード	4968929003693

4306
標準価格￥75,000（税込￥81,000）/1本

JANコード	4968929006199

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。
■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。

4312MII（BK）ブラックアッシュ調仕上げ
標準価格￥68,000（税込￥73,440）/ペア

JANコード	4968929003990

4312MII（WX）ウォールナット仕上げ
標準価格￥78,000（税込￥84,240）/ペア

JANコード	4968929003983

新設計3ウェイ・コンポーネンツを搭載。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。
■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・ミッドレンジを
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。

モデル 4307 4306 4312MII
型式 正面バスレフ、ブックシェルフ型 正面バスレフ、ブックシェルフ型 正面バスレフ、ブックシェルフ型
構成 250mm径ウーファー＋

125mm径ミッドレンジ＋
38mm径ツイーター、3ウェイ

200mm径ウーファー＋
25mm径コンプレッションドライバー、
2ウェイ

133mm径ウーファー＋
50mm径ミッドレンジ＋
19mm径ツイーター、3ウェイ

クロスオーバー周波数 1.5ｋHz、6.5ｋHz 3.2kHz 7kHz、12kHz
出力音圧レベル（2.83V/1m）91dB 89dB 90dB
公称インピーダンス 6Ω 6Ω 6Ω
再生周波数特性 45Hz〜45kHz 50Hz〜40kHz 55Hz〜50kHz
許容入力（Music） 150W 150W 75W
寸法（幅×高さ×奥行き） 328×545×300mm

（奥行きはグリル含む）
278×460×300mm 181×300×180mm

重量 16.7kg（グリル含む） 12.0kg 4.0kg
付属品 グリル、取扱説明書 グリル、取扱説明書 グリル、取扱説明書

上位モデル譲りの音響性能による鮮明なサウンドクオリティ。
スタジオモニターの音の魅力を気軽に楽しめるコンパクトモデル。

コンパクトモニター

■壁／天井用
ユニバーサルブラケット
MTC-U1（BK/WH）	
標準価格￥12,000
（税込￥12,960）/1本
JANコード	（BK）4968929003327/
（WH）4968929003334	
※適合スピーカー：4312MII
※詳細は
15ページ参照

■ユニバーサルブラケット用
延長シャフト
MTC-S4（BK/WH）
標準価格￥4,000
（税込￥4,320）/1本
JANコード	（BK）4968929003389/
（WH）4968929003396	
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。
※詳細は15ページ参照

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。
目の覚めるような立体的音場空間を再現する、
高品位ホームエンターテインメントスピーカー。

STUDIO 580 CH ★
標準価格¥100,000（税込¥108,000）/１本

JANコード	4968929006120

■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。
全機種の音色を揃えることにより空間再現性に優れた
高品位マルチチャンネル再生を実現。

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による豊か
な音楽空間を得ることができます。
STUDIO 530 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。PolyPlasTM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。

STUDIO 520C CH

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 530 CH ★
標準価格¥75,000（税込¥81,000）/ペア

JANコード	4968929006144

STUDIO 520C CH ★
標準価格¥42,000（税込¥45,360）/1本

JANコード	4968929006151

モデル STUDIO	580	CH STUDIO	530	CH STUDIO	520C	CH
型式 背面バスレフ、フロア型 背面バスレフ、ブックシェルフ型 背面バスレフ、センタースピーカー
構成 165mm径ウーファー×2＋

25mm径コンプレッションドライバー、2ウェイ
133mm径ウーファー＋
25mm径コンプレッションドライバー、2ウェイ

100mm径ウーファー×2＋
25mm径コンプレッションドライバー、2ウェイ

クロスオーバー周波数 1.5kHz 1.5kHz 1.5kHz
出力音圧レベル（2.83V/1m）	 90dB 86dB 88dB
公称インピーダンス 6Ω 6Ω 6Ω
再生周波数特性（-6dB） 30Ｈｚ〜40kHz 40Ｈｚ〜40kHz 48Ｈｚ〜40kHz
許容入力（RMS） 200W 125W 150W
寸法（幅×高さ×奥行き） 313×1,075（脚部含む）×348mm 214×474×223mm 555×177×168mm
重量 22.2kg 7.7kg 7.5kg
付属品 スパイク×4、ホーンカバー、グリル、ジャンパー×2、

ポートチューブインサート、ゴム足×4、取扱説明書
粘着性ゴム足×8、ホーンカバー×2、グリル×2、
ジャンパー×2、ポートチューブインサート×2、取扱説明書

粘着性ゴム足×4、ホーンカバー×2、グリル×2、
ジャンパー×2、グリル取り外し用ツール、取扱説明書

スタジオ5シリーズ
STUDIO 5 Series

★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。
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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。

コンパクトスピーカー

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、CMMD（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。

■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。

CONTROL X WHT
キャビネットカラー：ホワイト
オープン価格（ペア）
JANコード	4968929008827

CONTROL X BLK
キャビネットカラー：ブラック
オープン価格（ペア）
JANコード	4968929008810

23
5

165

143

134
159

バナナプラグ対応
金メッキターミナルを装備 背	面

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

モデル CONTROL X
型式 背面バスレフ、ブックシェルフ型
構成 133mm径ウーファー＋25mm径ツイーター、2ウェイ
クロスオーバー周波数 2.3kHz
出力音圧レベル（2.83V/1m） 87dB
公称インピーダンス 8Ω
再生周波数特性（-6dB） 90Hz〜20kHz
推奨アンプ出力（8Ω） 20W〜100W
寸法（幅×高さ×奥行き、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×2、バーレンチ、落下防止

用ステンレスワイヤー×2、グリル×2、取扱説明書

スタジオ2シリーズ
STUDIO 2 Series

ホームエンターテインメントスピーカー
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、さまざまリスニングスタイルを可能にする
新世代ホームエンターテインメントスピーカー。

STUDIO 290 BRN ★ 
標準価格¥72,000（税込¥77,760）/1本

JANコード	4968929008742

STUDIO 270 BRN ★ 
標準価格¥47,000（税込¥50,760）/１本

JANコード	4968929008728

■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/
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。
■キャビネットは継ぎ目の無いラウンドエッジ構造でエスプ
レッソ・ブラウン木目調仕上げ。フロア型モデルのキャビ
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

STUDIO2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、100mm径ポリプラス・ダイアフラ
ム・ミッドレンジ、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濃密で
広 と々した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することができる本格派フロア
スタンディング・システムです。
STUDIO 270 BRN

3ウェイ構成の高品位フロアスタンディング・システム。強力な
165mm径PolyPlasTMウーファーと余裕あるキャビネットサイ
ズの組み合わせにより、歯切れが良く豊かな量感の低
域再生を実現。Xウェーブガイド・ホーンを装備した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
ムツイーターが明瞭な中高域を再生します。設置性の高さ
も魅力の実力モデルです。

STUDIO 230 BRN

165mm径PolyPlasTMウーファーを搭載した2ウェイ・ブック
シェルフ型システム。ブックシェルフ型ならではの躍動感
溢れる低域をベースに、高性能ホーンツイーターとの組み
合わせで高密度なサウンドを再現。充実したサウンド空間
を楽しむことができます。
STUDIO 220 BRN

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。歯切れが良く量感豊か
な低域と、ホーンツイーターの明瞭な高域がひとつになっ
た、聴きごたえ十分のサウンドを再現します。
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。シリーズ共通のホーンツィーター、同一ダイアフ
ラム採用のウーファーにより、シリーズ全モデルとの抜群のトー
ンマッチングを果たしセンター音源再生に威力を発揮します。

STUDIO 230 BRN ★ 
標準価格¥47,000
（税込¥50,760）/ペア
JANコード	4968929008711

STUDIO 225C BRN ★ 
標準価格¥30,000
（税込¥32,400）/１本
JANコード	4968929008704

STUDIO 220 BRN ★ 
標準価格¥34,000
（税込¥36,720）/ペア
JANコード	4968929008698

モデル STUDIO	290	BRN STUDIO	270	BRN STUDIO	230	BRN STUDIO	220	BRN STUDIO	225C	BRN
型式　　　　 背面バスレフ、フロア型 背面バスレフ、フロア型 背面バスレフ、ブックシェルフ型 背面バスレフ、ブックシェルフ型 背面バスレフ、センタースピーカー
構成 200mm径ウーファー×2＋

100mm径ミッドレンジ＋
25mm径ツイーター、3ウェイ

165mm径ウーファー＋
100mm径ミッドレンジ＋
25mm径ツイーター、3ウェイ

165mm径ウーファー＋
25mm径ツイーター、2ウェイ

100mm径ウーファー＋
25mm径ツイーター、2ウェイ

100mm径ウーファー×2＋
25mm径ツイーター、2ウェイ

クロスオーバー周波数 550Hz、3.8kHz 750Hz、3.4kHz 2.4kHz 4.1kHz 1.4kHz/1.8kHz
出力音圧レベル（2.83V/1m） 91dB 88dB 88dB 86dB 88dB
公称インピーダンス 8Ω 8Ω 8Ω 8Ω 8Ω
再生周波数特性（-6dB）				 28Hz〜22kHz	 35Hz〜22kHz 42Hz〜22kHz 52Hz〜22kHz 50Hz〜22kHz
推奨アンプ出力（8Ω） 20W〜225W 20W〜200W 20W〜150W 20W〜125W 20W〜125W
寸法（幅×高さ×奥行き、グリル含む）				273×1,197×352mm 237×1,010×267mm 237×381×289mm 168×260×203mm 535×165×213mm
重量			　　　 25.0kg 16.1kg 7.9kg 3.7kg 7.9kg
付属品 スパイク×4、グリル、

ジャンパー×2、取扱説明書
スパイク×4、グリル、
ジャンパー×2、取扱説明書

粘着性ゴム足×8、グリル、
取扱説明書

粘着性ゴム足×8、グリル、
取扱説明書

粘着性ゴム足×4、グリル、
取扱説明書

単位：mm

★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。
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165mm径/2ウェイ・	壁埋め込み型システム

STUDIO 2 6IW
標準価格￥30,000（税込￥32,400）/1本

JANコード	4968929014491

165mm径/2ウェイ・天井埋め込み型システム

STUDIO 2 6IC
標準価格￥30,000（税込￥32,400）/1本

JANコード	4968929014460

203mm径/2ウェイ・	壁埋め込み型システム

STUDIO 2 8IW
標準価格￥42,000（税込￥45,360）/1本

JANコード	4968929014507

203mm径/2ウェイ・天井埋め込み型システム

STUDIO 2 8IC
標準価格￥42,000（税込￥45,360）/1本

JANコード	4968929014477

埋め込み型スピーカー
プロ用スピーカーの先進技術による本物の音響性能。
心地良く明瞭なサウンドで空間を豊かに演出する、
高品位な天井・壁埋め込み型スピーカー

モデル　　 STUDIO	2	8IC STUDIO	2	6IC STUDIO	2	8IW STUDIO	2	6IW
型式　　　　　　　　 天井埋め込み型 天井埋め込み型 壁埋め込み型 壁埋め込み型

構成 203mm径ウーファー＋
25mmツイーター、2ウェイ

165mm径ウーファー＋
25mmツイーター、2ウェイ

203mm径ウーファー＋
25mmツイーター、2ウェイ

165mm径ウーファー＋
25mmツイーター、2ウェイ

出力音圧レベル（2.83V/1m） 88dB 86dB 88dB 86dB
公称インピーダンス 8Ω 8Ω 8Ω 8Ω
再生周波数特性（-6dB） 30Hz〜20kHz	 38Hz〜20kHz 30Hz〜20kHz 38Hz〜20kHz
推奨アンプ出力（8Ω）　　 100W 80W 100W 80W
取り付け開口寸法 φ244mm φ203mm 303（H）×227（W）mm 249（H）×185（W）mm
グリル仕上げ外寸 φ272mm φ231mm 330（H）×254（W）mm 276（H）×212（W）mm
埋込深さ 132mm 119mm 97mm 91mm
取り付け可能壁厚 約12〜50mm 約12〜50mm 約12〜50mm 約12〜50mm
重量 1.9kg 1.5kg 2.1kg 1.6kg
付属品 グリル、不織布、取り付け用型板、取扱説明書

■プロ用リファレンスモニター向けの最新技術により開
発されたHDI（High Definition Imaging）ウェーブガイ
ドを採用し、高音質CMMD®ドーム・ツイーターと組み合
わせることによりワイドで均一な指向特性を確保し、広い
リスニングエリアでの明瞭なステレオイメージ再生を実
現。さらに、ツイーターに角度調整機構を装備することに
より、スピーカーレイアウトの自由度を高めています。
■低域ユニットには、JBLのオーディオ用スピーカーに
幅広く採用され高い評価を得ているPolyPlas®コーン・
ウーファーを搭載。
■スリムなデザインで塗装も可能なベゼルレスグリルを
採用。グリルはマグネット固定式で容易に脱着可能。
■最大50mm厚までの壁に取り付け可能。堅牢なブラ
ケットと特別設計メカニカルグリップを採用しガタツキを
抑えた確実な固定を実現。

天井埋め込み型 ： STUDIO 2 8IC

203mm径ウーファーと25mm径ツイーターを搭載した
2ウェイ・天井埋め込み型システム。ワンサイズ上のウー
ファーの採用により低域の力強さと量感がさらに向上。
広い空間での使用やホームシアターでの迫力あるサラ
ウンド再生に最適です。
天井埋め込み型 ： STUDIO 2 6IC

165mm径ウーファーと25mm径ツイーターを搭載した
2ウェイ・天井埋め込み型システム。コンパクトなサイズな
がら充実した2ウェイ構成により音楽再生に適した高
音質と広がりのある音場感を実現しています。
壁埋め込み型 ： STUDIO 2 8IW

203mm径ウーファーと25mm径ツイーターを搭載した
2ウェイ・壁埋め込み型システム。余裕ある低域再生能

力により豊かな臨場感を実現しています。壁埋め込み
タイプのためスピーカーの存在を意識させることなく高
品位なサウンド空間を再現することが可能。大画面テ
レビと組み合わせたホームシアタースピーカーとしても
活躍できるハイグレードモデルです。
壁埋め込み型 ： STUDIO 2 6IW

165mm径ウーファーと25mm径ツイーターを搭載した
2ウェイ・壁埋め込み型システム。使いやすいサイズと
音楽再生用としても満足できる優れた音質を両立して
います。高感度なレストランやショップなどスピーカーを
見せたくない飲食・商業施設に最適。また、リビング
ルームなどにおいても充実したサウンドを楽しむことがで
きます。

JBLモニターサウンドケーブル
JSC1500  標準価格￥1,800（税込￥1,944）/1m
JANコード	4968929005536	

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。

JBLモニターサウンドケーブル
JSC550  標準価格￥900（税込￥972）/1m
JANコード	4968929005529	

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。

JBLモニターサウンドケーブル
JSC450  標準価格￥600（税込￥648）/1m
JANコード	4968929005697	

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。

壁／天井用
ユニバーサルブラケット
MTC-U1（BK/WH）	
標準価格￥12,000
（税込￥12,960）/1本
JANコード	（BK）4968929003327/
（WH）4968929003334	

※適合スピーカー：4312MII
同梱品：ブラケット本体、六角レンチ、
4312MⅡ取り付け用ネジ×2、
落下防止用ステンレスワイヤー、取扱
説明書

単位：mm

ユニバーサルブラケット用
延長シャフト
MTC-S4（BK/WH）
標準価格￥4,000
（税込￥4,320）/1本
JANコード	（BK）4968929003389/
（WH）4968929003396	

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。
同梱品：シャフト本体、落下防止用ス
テンレスワイヤー、取扱説明書 単位：mm

スチールスタンド
JS-360 
標準価格￥58,000
（税込￥62,640）/1本
JANコード	4968929006212

※適合スピーカー：4429/4319等、
300mm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
天板寸法（幅×奥行き）：360×293mm
底板寸法（幅×奥行き）：440×370mm
高さ：400mm
重量：26.0kg
同梱品：天板、底板、支柱×3、天板用皿
ネジ×3、底板用皿ネジ×6、スパイク×4、ス
パイク用ナット×4、六角レンチ（細）、六角レ
ンチ（太）、スパナ、フェルトパット×4、スパイ
ク受け×4、JBLロゴパッチ、取扱説明書

単位：mm

サブウーファー

スピーカースタンド

ユニバーサルブラケット

スピーカーケーブル

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。

モデル SUB	100P	BK
型式 背面バスレフ、

アクティブサブウーファー
構成 250mm径ウーファー
入力 RCA
内蔵アンプ 100WクラスDアンプ
再生周波数特性 41Hz〜fc
クロスオーバー周波数（fc） 50Hz〜150Hz（連続可変）
寸法（幅×高さ×奥行き、グリル含む）368×364×406mm
重量 10.9kg
付属品 スパイク×4、グリル、取扱説明書SUB 100P BK

標準価格￥35,000（税込￥37,800）/1本
JANコード	4968929014118

ホームシアター、マルチチャンネル再生で威力を発揮。
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。



2018年7月現在■お買い上げは技術信用ある当店で

〒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
http://jbl.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/

ハーマンインターナショナル株式会社

●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価格は2018年7月現在のものです。

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
きるバイワイヤー接続に対応しています。

5年保証マーク
「5 年保証」のマークが付いている製品
の保証期間は 5 年となります。マーク
の付いていない製品の保証期間は2 年
または 1 年となります。


