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■お買い上げは技術と信用のある当店で。

GRIP 200 / GRIP 100
アクションスポーツイヤホン グリップ200 / グリップ100

ブルー/オレンジ

カラーは、GRIP 200、GRIP100共通

チャコールグレー オリーブグリーン ミントグリーン
1ボタンリモコン
（GRIP200のみ）

イヤホン背面に溝をもうけ、
コードを装着可能。
片耳でのリスニングに便利。

スケートボード、スノーボードに

グリップ 200　ブルー /オレンジ：JBLGRIP200BLUE 4968929015214 / チャコールグレー：JBLGRIP200CHAR 4968929015238 /
　　　　　　　 オリーブグリーン： JBLGRIP200OLIV 4968929015245  / ミントグリーン：JBLGRIP200MINT 4968929015221
グリップ 100　ブルー／オレンジ：JBLGRIP100BLUE 4968929015177 / チャコールグレー：JBLGRIP100CHAR 4968929015191 / 
　　　　　　　 オリーブグリーン： JBLGRIP100OLIV 4968929015207 / ミントグリーン：JBLGRIP100MINT 4968929015184

■  片耳使いも思いのまま。コードホルダー付きイヤホン採用
■ アグレッシブな動きでも外れにくい独自イヤチップ “ツイストロック”採用
■ 騒がしいスペースでもしっかり聴こえるクリアな JBLサウンド
■ ダイナミックなライディングでも安心の高耐久性
■ 周囲の音が聞こえやすいイヤチップデザイン

ユニークなコードデザイン採用。
スケーターとボーダーのために専用開発されたスポーツイヤホン。

コードの分岐が長くデザインされ、背面のコードホルダーにイヤチップが留めやすい構造。



レッド ブルー ティールグリーン ブラック

REFLECT AWARE
Lightningコネクタ直結ノイズキャンセリングイヤホン　リフレクト アウェア

対応製品　ライトニングコネクタを備えた iPhone、iPad、iPod製品　※ iPod nano第7世代はiOSでないため非対応
iPod、iPhone、iPad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。

〈 仕様 〉
●タイプ：ダイナミック型（カナルイヤホン）ノイズキャンセリング　●周波数特性：10Hz-22kHz　●感度：97dB/mW
●インピーダンス：16Ω　●入力プラグ：ライトニングコネクタ　●ケーブル：約 1.2m　●重量：約30g（本体のみ）
●対応ビット数：サンプリングレート 最大16bit/48kHz　●付属品：キャリングケース、スタビライザー（S/M/L）、
イヤチップ（S/M/L）※いずれもMサイズ装着済み

リフレクトアウェア
ブラック：JBLAWAREBLKI 4968929014125 / レッド：JBLAWAREREDI 4968929014132
ブルー：JBLAWAREBLUI 4968929014149 / ティールグリーン： JBLAWARETELI 4968929014156

防汗仕様でスポーツ時も安心

Lightningコネクタ直結

   Lightningケーブル    使いやすい 4ボタンリモコン

■ 外部騒音を低減し、クリアな高音質が楽しめる
　  ハイブリッド式ノイズキャンセリング機能搭載
■ 周囲の環境音の聞こえやすさ（アンビエントアウェア）を調整可能
■ JBLならではの高品位サウンド
■ 防汗仕様でスポーツでの使用にも対応
■ 長時間の装着でも疲れにくい仕様のイヤチップ

Lightningコネクタ接続のノイズキャンセリングイヤホン

REFLECT AWARE

   ハイブリッド式ノイズキャンセリング

騒音集音用のマイクを2カ所に配置するハイブ

リッド式を採用。高性能なノイズキャンセリング

性能を実現しました。

入力はLightningコネクタからデジタル入力。

音声信号のみならず電源供給も受けられる

ため充電不要。ノイズキャンセリングイヤホンに

つきものの煩わしい電池BOXもありません。

4ボタンリモコン搭載。音量調節、曲、通話の

操作のほか、ノイズキャンセリングのON/OFF、

周囲の環境音の聞こえやすさを調整可能。

   キャリングケース付属

周囲の音の聞こえやすさやイコライザーの調整

が可能。自分好みの音質に設定できます。

「Made for iPod」、「Made for iPhone」、および「Made for iPad」

のロゴは、 それぞれのアクセサリが iPod、iPhone、または

iPadへの接続専用に設計され、アップル社のパフォーマンス

規格に適合していると証明されていることを意味します。アッ

プル社ではこの装置の操作、または装置の安全性と規制、

基準への準拠について責任を負いません。iPod、iPhone、

または iPadでこのアクセサリを使用すると、無線通信の性能

に影響する場合があります。

   My JBL Headphones アプリ

Apple製品専用

Apple製品専用



EVEREST ELITE 100

E10

■ 新開発の高性能ダイナミックドライバーの採用によりハイスピードで鮮明、さらにワイ
ドレンジな音楽再生を実現　■ 外部騒音を低減し、クリアな高音質が楽しめるノイズキャン
セリング機能搭載　■ 最大約6時間※のワイヤレス再生が可能　■ 快適な装着感のスタ
ビライザー採用　■ 専用アプリ（無料）で音質調整などの詳細設定可能　■ タッチノイズ
が気になりにくいネックバンド式　■ ネックバンドの先端にリモコン搭載

新開発ダイナミックドライバーに、ノイズキャンセリング機能を
搭載したワイヤレスカナルイヤホン。

Bluetoothワイヤレスカナルイヤホン  エベレストエリート100

カナルイヤホンE10

ホワイト

EVEREST 100
世界最小クラスの高性能5.8mm径ダイナミックドライバーを
搭載したワイヤレスカナルイヤホン。

Bluetoothワイヤレスカナルイヤホン  エベレスト100

■ 世界最小クラスの新開発 5.8mm径ドラ
イバー採用により中高音域の高い解像度と
タイトで力強い低音を実現  ■ 最大約8時
間※のワイヤレス再生が可能  ■ 人間工学に
基づいて設計された着脱可能なスタビライ
ザー採用  ■ エコーキャンセリング技術搭載
で高品質なハンズフリー通話対応  ■  通話
や音量調整が可能なマイク付き3ボタンリモ
コン搭載 ブラック ホワイト

ブラック

エベレストエリート100
ブラック：V100NXTBLKGP 4968929015580 / ホワイト：V100NXTWHTGP 4968929015597

リフレクト ミニ BT
ブラック：JBLREFMINIBTBLK 4968929014217 / レッド：JBLREFMINIBTRED 4968929014224 / 
ティールグリーン：JBLREFMINIBTTEL 4968929014248 / ブルー：JBLREFMINIBTBLU 4968929014231 

エベレスト100
ホワイト：V100BTWHTGP  4968929015559 / ブラック：V100BTBLKGP  4968929015542

E10
ブラック：E10BLKNP 4968929015412 / ホワイト：E10WHTNP 4968929015429 / ブルー：E10BLUNP 4968929015436 / 
レッド：E10REDNP 4968929015443 / パープル：E10PURNP 4968929015450

■ 楽曲再生のバランスに優れた8mm径ドライバー採用  ■ 耳の奥まで装着できるアン

グルド・イヤチップ構造採用  ■ ハンズフリー通話対応マイク付き1ボタンリモコン搭載

スタイリッシュなデザイン、スマートホンで使いやすい
1ボタンリモコン搭載のJBLエントリーモデルカナルイヤホン。

ホワイトブラックパープル 1ボタンリモコンレッド ブルー

REFLECT MINI BT

■ 約14gの軽量コンパクトデザイン　■ 5.8mm径ドライバー採用　■ 最大約8時間※

のワイヤレス再生が可能　■ 人間工学に基づいたスタビライザー採用でスポーツ中も
快適な装着感　 ■ 防汗仕様（イヤホン部はIPX4対応）　■ リフレクター（反射材）ケー

ブル採用　■ 音量調整、曲、通話の操作が可能な３ボタンリモコン装備

軽量＆コンパクトなデザイン、最大約８時間のワイヤレス音楽再生が可能。
防汗仕様（IPX4対応）でスポーツにも対応。

Bluetoothワイヤレスインイヤーイヤホン　リフレクト ミニBT

ブルー

ブラック

レッド

ティールグリーン

付属の日常イヤチップ（S、Mサイズ）に

付け替えることで、通勤や通学など

幅広く活用可能日常イヤチップ

スタビライザーは取り外して使用可能



■ 汗を気にせずスポーツ中のリスニングに適した防汗
仕様　■ 音楽再生中でも周囲の音が聞こえやすい独自
のイヤチップ構造　■ 小振りな耳にも対応する2サイズ

■ 汗を気にせず使える防汗仕様　■ 最大約6時間※のワイヤレス再生が可能　■ 3ボ
タンリモコンで音量調節、通話、曲の操作が可能タンリモコンで音量調節、通話、曲の操作が可能

ランニングなど長時間の使用でも快適にフィット。
運動中でも耳から落ちにくい “ツイストロック”搭載。

ワイヤレスでもっと自由にさらにアクティブに。
運動中でも耳から落ちにくい “ツイストロック”搭載。

〈小振りな耳に対応〉

〈小振りな耳に対応〉

アクア/ホワイト

アクア/ホワイト

ピンク/ホワイトブラック

ブラック

レッド/ブラック

Bluetoothスポーツイヤホン  ヤーバッズリープ

〈小振りな耳に対応〉

アクア/ホワイト

スポーツイヤホン  ヤーバッズインスパイア200 

リープ
ブラック：YBIMLEAP01BLK 4968929011278  /  アクア/ホワイト：YBWNLEAP01ANW 4968929011292 

インスパイア200
レッド /ブラック：YBIMINSP02RNB 4968929010875  /  ブラック：YBIMINSP02BLK 4968929010868 
アクア /ホワイト：YBWNINSP02ANW 4968929011032  /  ピンク/ホワイト：YBWNINSP02KNW 4968929011049 

※ Class2（通信距離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。

イヤホン背面にマグネットを装着

ランニングに

ブルー

レッド

UA Headphones Wireless I Engineered by JBL

エクササイズ、ワークアウトに

キャリングケース付属

UA Headphones Wireless
（UAワイヤレスイヤホン by JBL）
■ 運動中も耳から外れにくいイヤチップ構造 “ツイストロック”
■ 防汗仕様（イヤホン部は IPX5対応）  ■ 高い耐久性 
■ 最大約8時間※のワイヤレス音楽再生  ■ JBLの上質なサウンド
■ 音量調整、曲、通話の操作が可能な３ボタンリモコン装備
本製品のイヤチップは男性サイズのみとなります。（レギュラー /ラージサイズとも）

リフレクト レスポンス
ブラック :  JBLRESPONSEBLK 4968929013845 / レッド : JBLRESPONSERED 4968929013852 / ブルー : JBLRESPONSEBLU 4968929013876

UAワイヤレスイヤホン by JBL　UAJBLWIRELESSB 4968929015979 

REFLECT RESPONSE
ワイヤレスタッチコントロールスポーツイヤホン  リフレクト レスポンス

ブラック

■ 音楽再生、通話などの操作に対応したタッチコントロール機能搭載
■ 約2.5時間の充電で、最大約10時間※のワイヤレス再生が可能
■ 快適にフィットするよう設計されたネックバンド＆イヤチップ採用
■ 激しい運動でも汗を気にせずスポーツやトレーニングに集中できる防汗仕様
■ リフレクター（反射材）ケーブル採用

エクササイズやワークアウトに最適。ジャストフィットのネックバンド式を
採用し激しく動いても安定した装着感を実現。

JBL スポーツイヤホン


