ヘッドホン＆ イヤホンカタログ

JBL HEADPHONES
& EARPHONES

それぞれのライフスタイル、
それぞれの音楽に応えるJ B Lのヘッドホン &イヤホンラインアップ

先進のテクノロジーで更なる高音質を楽しみたいあなたへ

EVEREST ELITE 700
▶P6

EVEREST ELITE 300
▶P6

EVEREST ELITE 100
▶P9

いつでもどこでも、自由にアクティブに音楽を楽しみたいあなたへ

EVEREST 700
▶P7

EVEREST 300
▶P7

E50BT
▶P8

E40BT
▶P8

EVEREST 100
▶P10

手軽に、
ファッショナブルに音楽を楽しみたいあなたへ

E30
▶P8

E10
▶P10

REFLECT
MINI BT
▶P13

音 楽とともにスポーツライフを楽しみたいあなたへ

yurbuds
yurbuds
INSPIRE 200 LEAP
▶P11
▶P12

REFLECT
RESPONSE
▶P13

REFLECT
MINI BT
▶P13

GRIP 200/
GRIP 100
▶P14

UA Headphones
Wireless
▶P14

2

様々なヘッドホンのスタイル、機能から
JBL HEADPHONES LINEUP
スタイル

耳を包み込む
オーバーイヤーヘッドホン

機能

コンパクトな
オンイヤーヘッドホン

外部の騒音を抑えて
クリアなサウンドが楽しめる
ノイズキャンセリング機能

NC

▶ P.6

EVEREST ELITE 700

ケーブルが邪魔にならない
Bluetooth ワイヤレス機能

ワイヤード
使用可

ワイヤード
使用可

EVEREST ELITE 700
▶ P.6

▶ P.6

EVEREST ELITE 300

ワイヤード
使用可

ワイヤード
使用可

EVEREST ELITE 300
▶ P.6

EVEREST 700
▶ P.7

EVEREST 300
▶ P.7

ワイヤード
使用可

ワイヤード
使用可

E50BT ▶ P.8

１つの音楽や動画の音源を
２人でシェアして楽しめる
シェアミー機能

E40BT ▶ P.8

2.0

EVEREST 700

2.0

▶ P.7

▶ P.7

EVEREST 300

〈ShareMe 2.0〉
〈ShareMe 〉
2.0

E40BT ▶ P.8

E50BT ▶ P.8

ー

シンプルなワイヤードタイプ

E30 ▶ P.8

JBL HEADPHONES &
EARPHONES
FUNCTION

Over
Ear
On
Ear

※各製品ページに該当するアイコンが記載されています。

耳を覆うタイプ。遮音性が高く、大口径の
ドライバーを搭載したヘッドホンです。

インイヤーイヤホン
In Ear

オンイヤーヘッドホン

イヤチップが耳栓型のイヤホンです。
遮音性に優れ音漏れしにくい設計です。

耳穴にのせるように装着するタイプです。
装着感が軽く開放感があります。

ネックバンドイヤホン

耳の上にのせるタイプ。軽量・コンパクト
で携帯性の高いヘッドホンです。

カナルイヤホン
Canal

3

オーバーイヤーヘッドホン

首元でホールドし安定した装着感がえら
れるネックバンド方式イヤホンです。

50
mm

ドライバー径

JBLヘッドホンのドライバーは全て独自
開発。数字はドライバー直径を表します。

NC
AC

ノイズキャンセリング

外部騒音を低減し、
クリアな高音質が楽
しめます。

オートキャリブレーション

耳の形状をスキャニングし最適な音を自
動でセットアップする先進技術です。

Bluetooth ※

近距離の無線通信規格で、
ワイヤレスで
1対1の通信（ペアリング）
が基本です。

お好みに合わせて選べます。
JBL EARPHONES LINEUP
スタイル
機能

耳栓型の
カナルイヤホン

耳穴にのせる
インイヤーイヤホン

外部の騒音を抑えて
クリアなサウンドが楽しめる
ノイズキャンセリング機能

ネックバンド式イヤホン

ー

NC

EVEREST ELITE 100

▶ P.9

EVEREST ELITE 100

▶ P.9

Sport

ケーブルが邪魔にならない
Bluetooth ワイヤレス機能

EVEREST 100

REFLECT MINI BT ▶ P.13

▶ P.10

Sport

Sport

UA Headphones Wireless

yurbuds
LEAP

シンプルなワイヤードタイプ

10

Bluetooth 連続再生時間※

数字は満充電後の最大再生時間を表し
ます。

シェアミー 2.0

2.0

Sport

▶ P.13

yurbuds
INSPIRE 200

▶ P.14

▶ P.11

ハンズフリー通話

リフレクトコード

ヘッドホン本体にマイクを内蔵。
携帯電話を持たずに通話ができます。

夜間時に被視認性を確保するためリフレ
クター（反射材）を施したケーブルです。

マイク付きリモコン

ツイストロック

ケーブルのリモコン部にマイクを内蔵。
携帯電話を持たずに通話ができます。

シェアミー

タッチセンサー

センサー搭載で耳元をタッチするだけで
音楽再生、通話などが操作できます。

ー

Sport

GRIP 200 /
GRIP 100

Bluetooth 搭載のどのモデルとも、同じ
音源をワイヤレスでシェアできる機能です。

シェア機能を搭載したモデルと同じ音源
を、ワイヤレスでシェアできる機能です。

REFLECT RESPONSE

▶ P.14

▶ P.12

E10 ▶ P.10

Sport

イヤチップを回転させながら装着する、
外れにくい独自形状のイヤチップです。

防汗イヤチップ

スポーツ時も汗が気にならない防汗素材
のイヤチップを採用しています。

スタビライザー

耳にフィットし快適な装着感を得るために
人間工学に基づいて設計されています。

Case

ケース・ポーチ付属

持ち運び用の専用ケースやポーチが付属
しています。

for スポーツ

スポーツシーンで快適に音楽を楽しめる
ように設計されたモデルです。

※ Bluetooth：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。
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JBL HEADPHONES
EVEREST ELITE 700
EVEREST ELITE 300
EVEREST 700
EVEREST 300
E50BT
E40BT
E30

JBL ハイエンドスピーカーの最高峰 Project EVEREST に 由 来するシリーズ名を冠した「 EVEREST シリーズ 」をはじめ、
Bluetooth ワイヤレスモデル など、高音質な JBLサウンドを堪 能できる充 実 のヘッドホンラインアップです。

JBL TECHNOLOGY
自動的に最適な音をセットアップ
オートキャリブレーション

機能

AC

NC

ハイブリッド式
ノイズキャンセリング機能

リスナーの耳の形状をスキャニングし、一人ひとりに最適な音を

騒音集音用マイクを２ヵ所に配置するハイブリッド式を採用し、

自動調整。よりリアルなサウンドステージが広がります。

高性能なノイズキャンセリング性能を実現。

対応モデル：EVEREST ELITE 700 / EVEREST ELITE 300

対応モデル：EVEREST ELITE 700 / EVEREST ELITE 300

【オートキャリブレーションの操作】
ヘッドホンを着用しトーン音が鳴るまで、S ボタンを押し続ける。
トーン音が再度鳴ったらオートキャリブレーションが完了。

外の音を聞こえやすくコントロールできる
アンビエント・アウェア機能
周囲の音を聞こえやすく調整すること
が可能です。
駅のホームで案内放送を聞きたい時
などに便利な機能です。

対応モデル：EVEREST ELITE 700 / EVEREST ELITE 300
5

※写真はイメージです

【My JBL Headphones アプリ】
オリジナルアプリ
（無料 / 英語版）で、詳細設定
が可能。
ノイズキャンセリングのオン / オフやアンビ
エント・アウェア機能の詳細設定がアプリから
行えます。
また、イコライザーの調整ができるので、楽曲や
自分の好みに応じて細やかな設定が可能です。

JBL HEADPHONES

EVEREST ELITE 700
Bluetooth ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン エベレストエリート700

ヘッドバンドからハウジングまで、シームレスな一体感を演出したオリジナリティ豊かなニューデザイン。
新開発ダイナミックドライバーをはじめ、数々の音響技術を搭載したノイズキャンセリング機能付きオーバーイヤーヘッドホン。
Over
Ear

40
mm

NC AC

15

Case

■ 余裕のワイドレンジ再生を可能にした新開発の 40mm 径ドライバーを搭載。
■ リスナーの耳の形状をスキャニングし、一人ひとりに最適な音に自動調整するオートキャリブレーション機能搭載。
音の頭内定位が明確になり、よりリアルなサウンドステージが広がります。
■ 騒音集音用マイクをハウジング本体外側に配置するフィードフォワード方式と、鼓膜に近いドライバーユニット側に
配置するフィードバック式の両方式を採用した「ハイブリッド方式ノイズキャンセリング」により、
高性能な消音パフォーマンスを実現しました。さらにノイズキャンセリングのオン / オフや
周囲の環境音を聞こえ易くする“アンビエント・アウェア”機能などの操作ができる
「NXTGen Active Noise Cancelling Technology」機能搭載。
■最大約 15 時間※のワイヤレス再生が可能。付属のケーブルを接続すれば、ワイヤードヘッドホンとしても使えます。
■高性能エコーキャンセリング技術により、クリアな音声通話を実現。高品質なハンズフリー通話が可能。
■専用アプリ（無料）を使用し、好みに合わせた音質調整や詳細設定が可能。

ブラック

ホワイト

ブラック / ブルー

EVEREST ELITE 300

Bluetooth ワイヤレスオンイヤーヘッドホン エベレストエリート300

新世代ワイヤレスヘッドホンに相応しい斬新なフォルム。
ノイズキャンセリング機能とオートキャリブレーション機能を搭載したワイヤレスオンイヤーヘッドホン。
On
Ear

40
mm

NC AC

10

Case

■新開発 40mm 径ドライバー搭載 ■ノイズキャンセリング機能搭載 ■オートキャリブレーション機能搭載
■最大約10 時間 ※のワイヤレス再生が可能 。付属のケーブルを接続すれば、
ワイヤードヘッドホンとしても使えます。
■エコーキャンセリング技術搭載でクリアな音声通話を実現。高品質なハンズフリー通話が可能
■専用アプリ
（無料）
を使用し、好みに合わせた音質調整や詳細設定が可能。

ホワイト

ブラック

ブラック / レッド
※充電・再生時間は使用環境によって異なります。
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JBL HEADPHONES

EVEREST 700

Bluetooth ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン エベレスト700

オリジナリティ豊かなニューデザイン、新開発ダイナミックドライバーによる高音質なJBLサウンド。
Bluetooth 4.1に対応し連続約25時間ものワイヤレス再生を可能にした、新世代オーバーイヤーヘッドホン。
Over
Ear

40

25

mm

2.0

■ 新開発の40mm 径ドライバーを搭載により余裕のワイドレンジ再生を実現し、
パワフルで躍動感あふれる JBLサウンドをお楽しみいただけます。
■ 最大約25時間※のワイヤレス再生が可能。付属のケーブルを接続すれば、
ワイヤードヘッドホンとしても使えます。
■ 高性能エコーキャンセリング技術により、高品質なハンズフリー通話を実現。
スマートホンとの相性も抜群です。
■ ShareMe2.0 機能搭載により、
他のBluetooth搭載機器とリンクし、2台同時にワイヤレス再生することができます。

グレー

ブラック

【ShareMe2.0（シェア・ミー 2.0 ）機能】
2.0

EVEREST 700やEVEREST 300と、
その他のBluetooth搭載機器をリン
クし、2 台 同時にワイヤレス再生することができる独自の機 能。友達や
家族と音楽や動画の音声を手軽にシェアでき楽しみ方が広がります。

ブルー

ShareMe 2.0
ボタン

EVEREST 300

Bluetooth ワイヤレスオンイヤーヘッドホン エベレスト300

新世代ワイヤレスヘッドホンに相応しい斬新なフォルム。
連続 20 時間のワイヤレス再生が可能なオンイヤーヘッドホン。
On
Ear

40
mm

20
2.0

■ 新開発 40mm 径ドライバー搭載 ■ 最大約20時間※のワイヤレス再生が可能 。付属のケーブルを接続すれば
ワイヤードヘッドホンとしても使えます。■ 高性能エコーキャンセリング技術により、クリアな音声通話を実現。
高品質なハンズフリー通話が可能。■ ShareMe2.0 機能搭載

ブラック

7

ピンク

クリアブルー

ホワイト

2 台目のヘッドホン

世界的なデザインアワードを受賞したスタイリッシュなフォルム。
豊富なカラーバリエーションがカジュアルな印象を演出しつつも、
質感の高い製品の仕上がり感、そして躍動感がありクリアで
ワイドレンジな高音質サウンドが魅力のEシリーズヘッドホン。
【ShareMe（シェア・ミー）機能】

2 台のヘッドホンで音楽を
ワイヤレス共有可能。
（組み合わせ可能なヘッホン
は、E40BT もしくは E50BT
のみ）

E50BT

Bluetooth ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン E50BT

Over
Ear

50

世界的なデザインアワードを受賞したスタイリッシュなフォルム。
本格的なサウンドをケーブルを気にせず、
ゆったりと楽しめます。

18

mm

■ パワフルで豊かな楽曲表現を実現した高性能 50mm 径ドライバー搭載 ■ 3時間※の充電で連続約18時間※の
ワイヤレス再生が可能 ■ ハンズフリー通話対応。エコーキャンセリング機能でクリアな通話音質を実現

ブラック

E40BT

ホワイト

レッド

ブルー

パープル

Bluetooth ワイヤレスオンイヤーヘッドホン E40BT

On
Ear

40

JBLのハイクオリティサウンドはそのままに、Bluetoothワイヤレスで
楽しめるポータブル性を高めたスタイリッシュなヘッドホンです。

16

mm

■ 高性能 40mm 径ドライバーがクリアで迫力あるワイドレンジ再生を実現 ■ 3時間※の充電で連続約16時間※の
ワイヤレス再生が可能 ■ハンズフリー通話対応。エコーキャンセリング機能でクリアな通話音質を実現

パープル

E30

ホワイト

レッド

ブルー

ブラック

オンイヤーヘッドホン E30

On
Ear

スタイリッシュなフォルム、
優れた携帯性、
高音質、
ハイコストパフォーマンスを実現。
スマートホンでの使いやすさを追求したオンイヤーヘッドホンです。

40
mm

■ 高性能 40mm 径ドライバーがクリアで迫力あるワイドレンジ再生を実現
■ 4 極プラグ対応スマートホン用マイク付1ボタンリモコン搭載ケーブルを装備（着脱式）

ブラック

パープル

レッド

ブルー

ホワイト
※充電・再生時間は使用環境によって異なります。

8

JBL EARPHONES
EVEREST ELITE 100
EVEREST 100
E10
REFLECT MINI BT

JBL ハイエンドスピーカーの最高峰 Project EVEREST に由来するシリーズ名を冠した「EVEREST シリーズ」をはじめ、
Bluetoothワイヤレスモデルやスポーツイヤホンモデルなど、高音質なJBLサウンドを堪能できる充実のイヤホンラインアップです。

EVEREST ELITE 100
Bluetooth ワイヤレスカナルイヤホン エベレストエリート100

タッチノイズが気になりにくいネックバンド式採用。
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。
Canal

13.5
mm

NC

6

Case

■ 新開発の高性能 13.5mm 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ハイブリッド式ノイズキャンセリング機能搭載
周囲の音の聞こえやすさ（アンビエント・アウェア）を調整可能
■ 最大約6時間※のワイヤレス再生が可能
■ 高性能エコーキャンセリング技術により、高品質なハンズフリー通話を実現。
スマートホンとの相性も抜群
■ 人間工学に基づいて設計したスタビライザーを採用し、しっかりとフィットする快適な装着感
スタビライザーは取り外し可能なため通常のイヤチップのみでも使用可能

My JBL Headphones アプリ（無料 / 英語版）
経由で、アンビエント・アウェア機能の設定や
イコライザー設定などが可能。

■タッチノイズが気になりにくいネックバンド式を採用

ネックバンド部にリモコン搭載。曲の操作、通話、
音量調整、アンビエント・アウェアの操作可能。

スタビライザーを取り外して使えます。
ブラック

L

ホワイト

キャリングケース付属

L

/

/

M

M

/

/

S

S

/ XS

※いずれも M サイズ装着済み
9

JBL EARPHONES

EVEREST 100

Bluetooth ワイヤレスカナルイヤホン エベレスト100

人間工学に基づき、快適な装着感を実現した斬新なデザイン。
世界最小クラスの高性能5.8 mm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。
Canal

5.8

8

mm

■ 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の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

スタビライザーを取り外して使えます。

E10

/

M

/

S

L

/

M

/

S

※いずれも M サイズ装着済み

ホワイト

ブラック

L

カナルイヤホン E10

Canal

8

mm

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。
Case

■ 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

パープル

ブラック

ホワイト

レッド

ブルー

1 ボタンリモコン

REFLECT MINI BT
Bluetooth ワイヤレスインイヤースポーツイヤホン リフレクト ミニ BT

軽量＆コンパクトなワイヤレスインイヤーイヤホン。スポーツにも適した防汗仕様（IPX4 対応）
です。
■ 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

■音量調整、曲、通話の操作が可能な３ボタンリモコン装備

※詳しくは 13 ページをご覧ください。

日常イヤチップ

付属の日常イヤチップ
（S、M サイズ）を付け替えることで、
通勤や通学など幅広く活用可能
ブラック

ティールグリーン

レッド

ブルー

3 ボタンリモコン
※充電・再生時間は使用環境によって異なります。
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SPORT EARPHONES
INSPIRE 200
LEAP
REFLECT MINI BT
REFLECT RESPONSE
GRIP 200 / GRIP 100
UA Headphones Wireless
I Engineered by JBL

スポーツ中の多様なリスニングシーンにおいても JBLの高音質サウンドをお届けするため、多くのラインアップを取り揃えています。

スポーツイヤホン ヤーバッズ インスパイア 200

Case
In Ear

ランニングに最適。イヤフックなしでもしっかりフィットし、外れにくい。
■ 長時間のランニング中でも外れにくい独自のイヤチップ構造「ツイストロック」ランナーの悩みである走行中のイヤホンの
外れやすさを根本から解決。独自形状のイヤチップを回転させながら装着することで、イヤフックなしでも耳から外れにくく安定して使用可能。

■ 長時間の装着でも痛くなりにくい「フレックスソフト」 長時間のランニングでも耳が痛くなりにくい構造と素材を採用。
■ イヤホン背面にマグネットを装備「クイッククリック」イヤホンの背面にマグネットを装備することにより、休憩中などイヤホンを
外した時にネックレスのように首からかけられます。

■ 防汗仕様「スウェットプルーフ」 汗を気にせず音楽を楽しむことができるよう防汗仕様を採用。
■ 周囲の音が聞こえやすい「アローズアンビエントサウンド」 音楽再生中も周囲の音が聞こえやすい構造を採用。
■ ２パターンのサイズ展開

レギュラーサイズ２色（レッド / ブラック・ブラック）、小振りサイズ２色（アクア / ホワイト・ピンク /

ホワイト）をラインアップ。

■ キャリングポーチ付属 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属

レッド / ブラック

ブラック

背面マグネット採用

〈 小振りな耳に対応 〉

レッド / ブラック、ブラック
共通キャリングポーチ付属

ピンク / ホワイト

アクア / ホワイト

アクア / ホワイト、ピンク / ホワイト
キャリングポーチ付属

スポーツ中に激しく動いても、耳から抜け落ちない独自形状のイヤチップを採用。
イヤチップを回転させながら装着することでロックが働き、安定した装着感を実現しました。

1

STEP.

STEP.

2

STEP.

3

LR

運動中も耳から外れない独自機構「ツイストロック」
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L
4 時の角度

R
8 時の角度

そのまま下向きの
角度で突起部を入れる

イヤホンを
アゴの方へ回転させロック

引っ張っても動いても
外れません

対応モデル：INSPIRE200、LEAP、GRIP 200、GRIP100

ランニング用スポーツイヤホン
Bluetooth スポーツイヤホン ヤーバッズリープ

6

Case

In Ear

ランニング中もしっかりフィットし外れにくい。 Bluetooth 搭載ワイヤレスモデル。
■ もっと自由にアクティブに。Bluetooth 搭載ワイヤレスモデル

最大約６時間※の音楽再生が可能。
スマートホン使用時に

便利なハンズフリー通話対応マイクを搭載したワイヤレスモデル。３ボタンリモコンで音量調整、通話、曲の一時停止・再生が可能。

■ 長時間のランニング中でも外れにくい独自のイヤチップ構造「ツイストロック」ランナーの悩みである走行中のイヤホンの
外れやすさを根本から解決。独自形状のイヤチップを回転させながら装着することで、イヤフックなしでも耳から外れにくく安定してご
使用いただけます。

■ 長時間の装着でも痛くなりにくい「フレックスソフト」 長時間のランニングでも耳が痛くなりにくい構造と素材を採用。
■ ２パターンのサイズ展開 レギュラーサイズ（ブラック）、小振りサイズ（アクア / ホワイト）の２種類をラインアップ。
■ JBL プロデュースによる上質なサウンド
■ キャリングポーチ＆充電ケーブル付属 持ち運びに便利なキャリングポーチとマイクロ USB 充電ケーブルが付属しています。

〈 小振りな耳に対応 〉

３ボタンリモコン

ブラック

（標準 / スモール）

（ラージ / 標準）
2 サイズイヤチップ付属

アクア / ホワイト

キャリングポーチ付属

マイクロ USB ケーブル付属

2 サイズイヤチップ付属

キャリングポーチ付属

マイクロ USB ケーブル付属
※充電・再生時間は使用環境によって異なります。

防汗仕様や、マイクロバン抗菌加工などトレーニングに適した仕様です。
カバーの上からも操作可能なアームバンドです。
■ 抗菌コーティング
抗菌コーティングが施されているので、過度な汚れ以外
洗濯の必要はありません。
■ 鍵 & カードポケット
カード、小物を入れられ、ランニングの際に便利です。
■ スウェットプルーフ（防汗仕様）
動きながらの使用を考慮し、防汗仕様の設計を採用、激しい運動時にも
汗を気にせず使えます。※水中でのご利用には適していません。
■ 反射素材使用
六角形の反射素材を一面に配置。車のライトなどに反射し、
自分の位置を知らせます。
■ サイズ調節可能
サイズを自由に調節できるので、腕にぴったりフィットします。
■ カバーの上から操作可能
デバイスを取り出さずにカバーの上からも操作可能です。

※ iPhone 6s には対応していますが、
iPhone 6s Plus には 対応していません。
アームバンド

ブラック / レッド :YBIMUARM01BNR 4968929011568
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SPORT EARPHONES

REFLECT MINI BT
Bluetooth ワイヤレスインイヤースポーツイヤホン リフレクト ミニ BT

軽量＆コンパクトなデザイン、Bluetooth対応でJ B Lの高音質が楽しめるスポーツイヤホン。
最大約８時間 ※のワイヤレス音楽再生が可能で、スポーツに適した防汗仕様（IPX4 対応）
です。
In Ear

5.8

Sport

8

mm

■ 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

レッド

ブルー

ブラック

ティールグリーン

3 ボタンリモコン

日常イヤチップ

付属の日常イヤチップ（S、M サイズ）を付け替えることで、
通勤や通学など幅広く活用可能

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

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です。
イヤホン部にタッチセンサーを搭載し、
スポーツ中も耳元をタッチするだけでスムーズな操作が可能。
In Ear

タッチセンサー搭載。煩わしいボタン操作は不要。

8.6

10

mm

Case

Sport

■ ハウジング部分にタッチすることで音楽再生、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
■ 運 動 中の激しい動きでも快適にフィットするよう人間工学に基づいて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

激しく動いてもコードのタッチノイズが気に
なりにくいネックバンド。

レッド

ブルー

スタビライザー
S/M/L 3サイズ

イヤチップ
S/M/L 3サイズ

※いずれも M サイズ装着済み
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ブラック

SPORT EARPHONES

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

In Ear

Sport

14.2
mm

In Ear

Sport

14.2
mm

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
■ 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

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。

イヤホン背面がコードホルダーになっており、
片耳使用の時はコードの部分に
留めておくことができます。
ブルー / オレンジ

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）

ウェアに合わせて選べる 4 カラー （GRIP 200、GRIP100 共通）

UA Headphones Wireless I Engineered by JBL
UA Headphones Wireless I Engineered by JBL
（UA ワイヤレスイヤホン by JBL）
In Ear

5.8

Sport

8

mm

■ 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）

キャリングケース付属

3 ボタンリモコン

※充電・再生時間は使用環境によって異なります。
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エベレストシリーズ ヘッドホン

※転送速度：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。

モデル

エベレストエリート700

エベレストエリート300

エベレスト700

エベレスト300

タイプ

密閉ダイナミック型（オーバーイヤー）ノイズキャンセリング

密閉ダイナミック型（オンイヤー）ノイズキャンセリング

密閉ダイナミック型（オーバーイヤー）

密閉ダイナミック型（オンイヤー）

Bluetooth ※
対応プロファイル

バージョン：Bluetooth 4.0

バージョン：Bluetooth 4.1

A2DP V1.2、AVRCP V1.4、HFP V1.6

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

周波数特性
感度

10Hz 〜 22kHz
99dB/mW（有線接続時）

102dB/mW（有線接続時）

インピーダンス
電池

16 Ω（有線接続時のみ）
※
音楽再生：最大約 15 時間（充電時間約 3 時間）

※
音楽再生：最大約 10 時間（充電時間約 2 時間）

※
音楽再生：最大約 25 時間（充電時間約 3 時間）

※
音楽再生：最大約 20 時間（充電時間約 2 時間）

305g

255g

274g

245g

重量（本体のみ）
付属品

充電ケーブル（マイクロ USB）、ヘッドホンケーブル、専用キャリングケース

エベレストエリート 700
エベレストエリート 300
エベレスト 700
エベレスト 300

ブラック / ブルー：V700NXTBLUGP 4968929015849 / ホワイト：V700NXTWHTGP 4968929015832 / ブラック：V700NXTBLKGP 4968929015825
ブラック / レッド：V300NXTREDGP 4968929015726 / ホワイト：V300NXTWHTGP 4968929015719 / ブラック：V300NXTBLKGP 4968929015702
ブルー：V700BTBLUGP 4968929015771 / ブラック：V700BTBLKGP 4968929015764 / グレー：V700BTGRYGP 4968929015788
ピンク：V300BTPINGP 4968929015641 / ホワイト：V300BTWHTGP 4968929015634 / ブラック：V300BTBLKGP 4968929015627 / クリアブルー：V300BTCBUGP 4968929015658

E シリーズ ヘッドホン

※転送速度：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。

モデル

E50BT

タイプ

密閉ダイナミック型（オーバーイヤー）

E40BT

Bluetooth ※
対応プロファイル
周波数特性
感度

バージョン：Bluetooth 3.0

−
−

reddot design award

20Hz 〜 20kHz

20Hz 〜 22kHz

10Hz 〜 22kHz

117dB/30mW（有線接続時）

115dB/30mW（有線接続時）

114dB/30mW

32 Ω（有線接続時のみ）
※
音楽再生：最大約 18 時間（充電時間約 3 時間）

入力プラグ

−
Φ 3.5mm4 極ステレオミニ（L 型）

着脱式 1.2m

重量（本体のみ）

1.2m（4 極プラグ対応スマートホン用マイク付リモコン搭載）

300g

205g

付属品

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。
2014 年度、E50BT、E40BT、E30、E10 が受賞しました。

32 Ω

※
音楽再生：最大約 16 時間（充電時間約 3 時間）

Φ 3.5mm ステレオミニ（L 型）

ケーブル

E50BT
E40BT
E30

E30
密閉ダイナミック型（オンイヤー）

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

インピーダンス
電池

充電ケーブル（マイクロ USB）、ヘッドホンケーブル

150g

ヘッドホンケーブル、充電用ケーブル

iF design award
iF 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。
2014 年度、E50BT、E30、E10 が受賞しました。

4 極プラグ対応スマートホン用マイク付リモコン搭載ケーブル

ブラック：E50BTBLK 4968929037155 / ホワイト：E50BTWHT 4968929037162 / ブルー：E50BTBLU 4968929037179 / レッド：E50BTRED 4968929037186 / パープル：E50BTPUR 4968929037193
ブラック：E40BTBLK 4968929037100 / ホワイト：E40BTWHT 4968929037117 / ブルー：E40BTBLU 4968929037124 / レッド：E40BTRED 4968929037131 / パープル：E40BTPUR 4968929037148
ブラック：E30BLK 4968929037056 / ホワイト：E30WHT 4968929037063 / ブルー：E30BLU 4968929037070 / レッド：E30RED 4968929037087 / パープル：E30PUR 4968929037094

エベレストシリーズ / E シリーズ / リフレクトシリーズ イヤホン

※転送速度：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。

モデル

エベレストエリート100

タイプ

密閉ダイナミック型（カナルイヤホン）ノイズキャンセリング

Bluetooth ※

エベレスト100

E10

リフレクト レスポンス

密閉ダイナミック型（カナルイヤホン）

リフレクト ミニ BT

密閉ダイナミック型（インイヤーイヤホン）

バージョン：Bluetooth 4.0

バージョン：Bluetooth 4.1

−

A2DP V1.2、AVRCP V1.4、HFP V1.6

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

−

感度

−

−

105dB/5mW

インピーダンス

−

−

32 Ω

−

−

※
音楽再生：最大約 6 時間（充電時間約 2.5 時間）

※
音楽再生：最大約 8 時間（充電時間約 3 時間）

−

音楽再生：最大約10時間（充電時間約2.5 時間）※

音楽再生：最大約8 時間（充電時間約2時間）※

対応プロファイル
周波数特性

電池
入力プラグ

−

−

Φ 3.5mm4 極ステレオミニ（L 型）

イヤホン左右本体間：約60cm

1.2m（4 極プラグ対応
スマートホン用マイク付リモコン搭載）

−
イヤホン左右本体間：約50cm
スマートホン用マイク付リモコン搭載ケーブル

左右：各約15cm

40g

16g

10g

約 44g（ネックバンド含む）

約 14g

充電用 USB ケーブル、スタビライザー（S/M/L）
、
イヤチップ 4 サイズ（ XS/S/M/L）
、
＊いずれも Mサイズ装着済み、
キャリングケース、固定アーム

充電用 USB ケーブル、
スタビライザー（S/M/L）
、
イヤチップ 3 サイズ（ S/M/L）
＊いずれも M サイズ装着済み

イヤチップ 3 サイズ（S/M/L）
＊ M サイズ装着済み
キャリングポーチ

スポーツ用スタビライザー
（S/M/L ）
、
イヤチップ（S/M/L ）
＊いずれも M サイズ装着済み
マイクロ USB 充電用ケーブル、
キャリングケース

スポーツ用スタビライザー付
イヤチップ（S/M）
＊ M サイズ装着済み
シリコンイヤチップ（S/M）
、
充電用ケーブル

ブラック：V100NXTBLKGP 4968929015580 / ホワイト：V100NXTWHTGP 4968929015597
ホワイト：V100BTWHTGP 4968929015559 / ブラック：V100BTBLKGP 4968929015542
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
ブラック : JBLRESPONSEBLK 4968929013845 / レッド :JBLRESPONSERED 4968929013852 / ブルー :JBLRESPONSEBLU 4968929013876
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

スポーツイヤホン
モデル

96dB/mW

左右：各約20cm

重量（本体のみ）

エベレストエリート 100
エベレスト 100
E10
リフレクト レスポンス
リフレクト ミニ BT

バージョン：Bluetooth 4.0

A2DP、AVRCP、HFP、HSP

10Hz 〜 22kHz

ケーブル

付属品

バージョン：Bluetooth 4.1

※転送速度：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。

インスパイア 200

インスパイア 200（小振りサイズ）

タイプ

リープ

リープ（小振りサイズ）

密閉ダイナミック型（インイヤーイヤホン）

グリップ 200

グリップ 100

ダイナミック型（インイヤーイヤホン）

UA ワイヤレスイヤホン by JBL
密閉ダイナミック型（インイヤーイヤホン）

Bluetooth ※

−

バージョン：Bluetooth 4.0

−

バージョン：Bluetooth 4.0

対応プロファイル

−

A2DP V1.2、HFP V1.6、HSP V1.2

−

A2DP、AVRCP、HFP、HSP

周波数特性
感度

20Hz 〜 20kHz
105dB/mW

インピーダンス
電池
入力プラグ

付属品

10Hz 〜 22kHz

−

110dB/mW

32 Ω

−

32 Ω

−

−

※
音楽再生：最大約6時間（充電時間約2時間）

−

音楽再生：最大約8時間（充電時間約2時間）※

Φ 3.5mm4 極ステレオミニ（ストレート型）

−

Φ 3.5mm3 極ステレオミニ（L 型）

−

約 1.2m

イヤホン左右本体間：約38cm
マイク付 3 ボタンリモコン

ケーブル
重量

106dB/mW

19g

15g

キャリングポーチ

19g（ケーブル含む）

17g（ケーブル含む）

98dB

約 1.2m
マイク付１ボタンリモコン

約 1.2m

約 20g

約 17g

約 15g

−

イヤチップ（レギュラーサイズ、
ラージサイズ ）
※レギュラーサイズ装着済
マイクロ USB 充電用ケーブル、
キャリングケース

イヤチップ
イヤチップ（標準 / ラージ） イヤチップ（標準 /スモール）
※標準サイズ装着済
（レギュラーサイズ、
※標準サイズ装着済
ラージサイズ）
マイクロ USB 充電用ケーブル、 マイクロ USB充電用ケーブル、
※レギュラーサイズ装着済
キャリングポーチ
キャリングポーチ

イヤホン左右本体間：約46cm
マイク付 3 ボタンリモコン

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
リープ
ブラック：YBIMLEAP01BLK 4968929011278 / アクア／ホワイト：YBWNLEAP01ANW 4968929011292
グリップ 200
ブルー / オレンジ：JBLGRIP200BLUE 4968929015214 / ミントグリーン：JBLGRIP200MINT 4968929015221 / チャコールグレー：JBLGRIP200CHAR 4968929015238 / オリーブグリーン：JBLGRIP200OLIV 4968929015245
グリップ 100
オリーブグリーン：JBLGRIP100OLIV 4968929015207 / ブルー／オレンジ：JBLGRIP100BLUE 4968929015177 / ミントグリーン：JBLGRIP100MINT 4968929015184 / チャコールグレー：JBLGRIP100CHAR 4968929015191
UA ワイヤレスイヤホン by JBL
UAJBLWIRELESSB 4968929015979
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