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それぞれのライフスタイル、それぞれの音楽に応えるJBL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クリアな高音質を楽しみたいあなたへ

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

手軽に、ファッショナブルに音楽を楽しみたいあなたへ

音楽とともにスポーツライフを楽しみたいあなたへ
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 JBL HEADPHONES LINEUP

耳を包み込む
オーバーイヤーヘッドホン

コンパクトな
オンイヤーヘッドホン

reddot design award
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。

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。

EISA award
EISA アワードは、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
れた製品の中から、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。

ー

ー
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Over
Ear

オーバーイヤーヘッドホン
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。

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。

On
Ear

オンイヤーヘッドホン
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。

NC
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。

NC

カナルイヤホン
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。

In Ear

インイヤーイヤホン
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。

2.0

AC
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。

EVEREST ELITE 700 ▶ P.6

 E45BT
▶ P.8

E35  ▶ P.9

 T450BT
▶ P.8

T450  ▶ P.9

 E55BT
▶ P.7

E55BT
QUINCY EDITION

   ▶ P.7

スタイル

機能

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

ケーブルが邪魔にならない
Bluetooth ワイヤレス機能

シンプルなワイヤードタイプ

様々なヘッドホン・イヤホンのスタイル、　機能からお好みに合わせて選べます。

JBL HEADPHONES & 
EARPHONES
FUNCTION
※各製品ページに該当するアイコンが記載されています。

ネックバンドイヤホン
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。

Canal

EVEREST ELITE 700
▶ P.6

EVEREST ELITE 700

ワイヤード
使用可

 EVEREST 700
▶ P.6

ワイヤード
使用可

ワイヤード
使用可

ワイヤード
使用可

ワイヤード
使用可

ワイヤード
使用可
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 DUET BT
 ▶ P.8



 JBL EARPHONES LINEUP

※ 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。

E25BT
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  ▶ P.13
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NC

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。

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。

ツイストロック
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。2.0

シェアミー 2.0
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。

マルチポイント機能
最大 2 台のデバイスに Bluetooth 接続
し音楽再生中でも、もう1台の着信に応答
できます。※2台同時に音楽を聴くことはできません。

リフレクトコード
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。

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。
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スタイル

機能

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

ケーブルが邪魔にならない
Bluetooth ワイヤレス機能

様々なヘッドホン・イヤホンのスタイル、　機能からお好みに合わせて選べます。

シンプルなワイヤードタイプ

ネックバンド式イヤホン

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。

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。

ハンズフリー通話
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。

マイク付きリモコン
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。

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。
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JBL HEADPHONES
EVEREST ELITE 700

EVEREST 700

E55BT QUINCY EDITION  

E55BT  

DUET BT

E45BT

T450BT

E35 / T450

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
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

自動調整。よりリアルなサウンドステージが広がります。
対応モデル：EVEREST ELITE 700 

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”

【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。

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。

ハイブリッド式
ノイズキャンセリング機能
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、

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

AC

【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。

NC

対応モデル：EVEREST ELITE 700 

※写真はイメージです
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EVEREST ELITE 700     

■ 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

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。

■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

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

ブラック

ホワイト

ブラック / ブルー

※充電・再生時間は使用環境によって異なります。

JBL HEADPHONES

6
     

コンパクトに折りたたんで
収納可能

リモコン部

EVEREST 700    

■ 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
■ 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が可能

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。Bluetooth4.1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。

Bluetooth ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン  エベレスト700

Over
Ear 2.0mm

40 25

ブラック
※1（P18参照）

グレー ブルー
コンパクトに折りたたんで

収納可能

EVEREST 700 、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。

2 台目のヘッドホンShareMe 2.0
ボタン

2.0
【ShareMe 2.0（シェア・ミー2.0）機能】

6

Over
Ear NC ACmm

40 Case15



ホワイト

ブルー

E55BT QUINCY EDITION     

レッド

JBL HEADPHONES

■高級感あるPUレザーや適度な弾力のイヤパッドなど入念にセレクトされたマテリアルを採用
　シックなカラーリングとあわせ、プレミアムな演出にこだわりました
■充電約２時間で最大約20時間※の連続ワイヤレス再生が可能
■最大２台のデバイスに Bluetoothで接続し、電話着信時に切替えて使える「マルチポイント」機能搭載
■着脱式オーディオケーブルを使用して、ワイヤードヘッドホンとしても使用可能。ケーブルには1ボタンリモコンを装備
■右イヤカップに 3 ボタンリモコンを搭載。音量調整、曲の操作、通話の操作が可能（ワイヤレス使用時）

音楽プロデューサーのレジェンド、クインシー・ジョーンズが
“音” “デザイン” “マテリアル” にまでこだわったワイヤレスヘッドホン

Bluetooth ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン E55BT クインシーエディション

コンパクトに折りたたんで
収納可能

ワイヤレス使用時は
イヤカップ部のリモコンで操作可能

 

ブラック ピンク

 

ブラック ピンクピンク
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ブラック

E55BT   

■ 高性能50mm径ドライバーを搭載。パワフルで豊かな楽曲表現を実現
■ 充電約２時間で最大約20時間※のワイヤレス再生が可能
■ 長時間の使用でも快適にフィットするファブリック製ヘッドバンド採用
■ 最大2台のデバイスにBluetoothで接続し、電話着信時に切替えて使える「マルチポイント」機能搭載
■ 右イヤカップに3ボタンリモコンを搭載。音量調整、曲の操作、通話の操作が可能（ワイヤレス使用時）
■ 着脱式オーディオケーブルを使用して、ワイヤードヘッドホンとしても使用可能。ケーブルには 1 ボタンリモコンを装備
■ ヘッドバンド部は折りたたんでコンパクトに収納可能

最大約 20 時間のワイヤレス再生。
軽い着け心地のワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン。

Bluetooth ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン E55BT

Over
Ear mm

50 20

Over
Ear mm

50 20

クインシー・ジョーンズ

クインシーエディション専用
ロゴマーク入り
ソフトキャリングケース付属。

マイケル・ジャクソンを始め多くのアーティストのプロ
デュースを手掛けたミュージックシーンのレジェンド、
クインシー・ジョーンズ

Case



ホワイト

DUET BT    

■ 充電約２時間で最大約16 時間※の連続ワイヤレス再生が可能
■ 長時間の使用も快適、ヘッドバンドとイヤパッドにソフトなレザータッチ素材を使用
■ 高級感あるメタリックカラーをあしらったプレミアムデザインのイヤカップを採用
■ 最大2台のデバイスにBluetoothで接続し、電話着信時に
    切替えて使える 「マルチポイント」機能を搭載
■ 右イヤカップのサイドに搭載したリモコンで音量調整、
    曲の操作が可能（ワイヤレス使用時）
■ 着脱式オーディオケーブルを使用して、ワイヤードヘッドホンとしても
    使用可能ケーブルには 1 ボタンリモコンを装備

レザータッチ素材を採用したプレミアムデザイン。
快適な装着感にこだわったワイヤレスオンイヤーヘッドホン。

Bluetooth ワイヤレスオンイヤーヘッドホン  デュエット BT

※充電・再生時間は使用環境によって異なります。

mm
40 16

ホワイトグレーブラック 専用キャリングケース付属

JBL HEADPHONES

On
Ear

コンパクトに折りたたんで
収納可能

E45BT   

■ 高性能 40mm径ドライバー搭載。クリアな音質のワイヤレスヘッドホン
■ 充電約２時間で最大約16時間※のワイヤレス再生が可能。充電切れが気になりません
■ 長時間の使用でも快適にフィットするファブリック製ヘッドバンド採用
■ 最大 2 台のデバイスにBluetoothで接続し、電話着信時に切替えて
     使える「マルチポイント」機能を搭載
■ 右イヤカップに3 ボタンリモコンを搭載。音量調整、曲の操作、
     通話の操作が可能（ワイヤレス使用時）
■ 着脱式オーディオケーブルを使用しワイヤードヘッドホンとしても使用可能。
　 ケーブルには1ボタンリモコンを装備

コンパクトなワイヤレスオンイヤーヘッドホン。
ファブリック素材のヘッドバンドを採用した軽快なデザイン。

Bluetooth ワイヤレスオンイヤーヘッドホン E45BT

ブラック

ブラック

ホワイト レッド

T450BT   

■ 充電約3時間で最大約11時間※のワイヤレス再生が可能
■ 右イヤカップに3ボタンリモコンを搭載。音量調整、曲の操作、
     通話の操作が可能（ワイヤレス使用時）
■ コンパクトなボディながら、厚みのある迫力のJBLサウンド
■ イヤカップ部は折りたたみ可能で、持ち運びに便利

ワイヤレス再生約11時間※。JBLの高音質を手軽に楽しめる
ワイヤレスオンイヤーヘッドホンのエントリーモデル。

Bluetooth ワイヤレスオンイヤーヘッドホン T450BT

mm
32 11On

Ear
コンパクトに折りたためます

mm
40 16On

Ear

ブルー
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E35   

T450  

■ 高性能 40mm径ドライバーを搭載。クリアな音質のワイヤードヘッドホン
■ 長時間の使用でも快適にフィットする、ソフトなファブリック製ヘッドバンド採用
■ イヤカップ部を折りたたんで、コンパクトに収納でき持ち運びに便利
■ 通話・曲の一時停止が可能な 1ボタンリモコン装備、絡みづらいファブリック素材の
　　着脱式オーディオケーブル付属

■コンパクトなボディながら、厚みのあるJBLサウンド
■着信時の通話切り替えや曲の操作が可能な通話マイク付1ボタンリモコン搭載
■イヤカップ部は折りたたみ可能でコンパクトに収納できるため持ち運びに便利
■絡みにくいフラットケーブルを採用

着脱式ケーブルを採用したワイヤードオンイヤーヘッドホン。
ファブリック素材のヘッドバンドを採用し、軽快な装着感。

軽量＆コンパクト。JBLの高音質が楽しめる
ワイヤードオンイヤーヘッドホンのエントリーモデル。

オンイヤーヘッドホン E35

オンイヤーヘッドホン T450

JBL HEADPHONES

mm
32

ブラックホワイト

レッド

ホワイト ブルー ブラック

1 ボタンリモコン

コンパクトに折りたたんで
収納可能

9

mm
40

On
Ear

On
Ear



L 　　　　/ 　　　　M
1 ボタンリモコン

左右が独立した完全なワイヤレスイヤホン“JBL FREE”登場。さらに“EVERESTシリーズ”以下充実のBluetoothワイヤレスモデルが
揃いました。スポーツイヤホンモデルも加え、高音質 JBL サウンドを堪能できる充実のイヤホンラインアップがスタンバイです。

JBL EARPHONES
JBL FREE

EVEREST ELITE 100

EVEREST 100

REFLECT MINI BT

DUET MINI BT

E25 BT / T110 BT

REFLECT AWARE

E15 / T290 / T210

JBL FREE    
Bluetooth ワイヤレスカナルイヤホン　JBL フリー

■ スマートホンはもちろん、左右のイヤホン間にケーブルが無い完全ワイヤレスイヤホン
■ 音に厚みがあり芯が強く、パワフルなサウンドに定評があるJBLサウンドを実現
■　イヤホンは1回の充電で約4時間、充電ケース使用で最大約24時間の音楽再生が可能※

■ ハンズフリー通話は右イヤピースのロゴマーク部を1プッシュで簡単に通話可能
■ スプラッシュプルーフ（IPX5）対応 。アウトドアでも天候を気にせず使えます

ケーブルは一切無し、左右のイヤホンそしてスマートホンやタブレット、
その他デバイスともすべてBluetoothワイヤレスで繋がる100%フリーなイヤホン。

ブラック

ケースを充電しながらイヤホンの充電も可能

充電機能付きイヤホンケース

ホワイト

ソフトカバー（安定性、装着感向上）

※ M サイズ装着済み

イヤチップ

L 　 　/ 　 　M　 　/ 　　 S

mm
8.6 4

Canal
Case

10

Bluetooth 接続時にブルー LED 点灯

右イヤピース：
音楽再生 / 一時停止：1回押し
Google Now / Siri 起動：2 回押し
着信時応答 / 終話：1回押し

左イヤピース：
曲スキップ：1回押し

曲戻し：2回押し

※ 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。水中での使用には適しません。※充電・再生時間は使用環境によって異なります。



EVEREST ELITE 100        

■ 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
■ タッチノイズが気になりにくいネックバンド式を採用

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。

Bluetooth ワイヤレスカナルイヤホン  エベレストエリート100

EVEREST 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5.8mm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 

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。

スタビライザーを取り外して使えます。

※いずれも M サイズ装着済み

※いずれも M サイズ装着済み

L      /      M    　/    　S   　 /  　X S

L 　 　/ 　 　M　 　/ 　　 S

L 　 　/ 　 　M　 　/ 　　 S

L 　 　/ 　 　M　 　/ 　　 S

ブラック

ホワイト

ホワイト

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。

My JBL Headphones アプリ（無料 / 英語版）My JBL Headphones アプリ（無料 / 英語版）My JBL Headphones アプリ（無料 / 英語版）

L 　 　/ 　 　M　 　/ 　　 S

6  

JBL EARPHONES

ブラック
※1（P18参照）
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Canal
Case

mm
13.5 NC 6

Canal mm
5.8 8

キャリングケース付属



JBL EARPHONES

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※のワイヤレス音楽再生が可能  　
■音量調整、曲、通話の操作が可能な３ボタンリモコン装備

軽量＆コンパクトなワイヤレスイヤホン。
スポーツにも対応した防汗仕様（IPX4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

付属の日常用イヤチップとスポーツ用イヤ
チップを付け替えることで通勤・通学からス
ポーツまで幅広く活用可能

日常用イヤチップ
スポーツ用イヤチップ

6  

ネイビー / イエロー

　NBAのMVPプレイヤー、ステフィン・カリーと
　コラボしたモデル

※充電・再生時間は使用環境によって異なります。

ケースに内蔵の
マイクロ USB（B）プラグを

Bluetooth イヤホンに装着。

イヤホンをケースの中に
格納してシリコン製の蓋を閉じ、

電源ボタンをON。

カバンやバッグに入れて外出。
15分で1時間分の充電が

完了です。

1. つなぐ 2. しまう 3. 持ち出す

※イヤホン本体は別売です

フル充電で最大約16 時間分のイヤホンへの
充電が可能です※。

15分間の充電で、最大1時間分のイヤホンへ
の充電が可能です※。

ケースを充電中にイヤホンを繋げば、
イヤホンとケースを同時に充電します。

シリコン素材を採用したケースは、
外部の衝撃からイヤホンを保護します。

12

ネイビー / イエロー

In Ear mm
5.8 8

レッドティールグリーンブラック ブルー 3ボタンリモコン

JBL HEADPHONES CHARGING CASE 
Bluetooth イヤホン 用 チャージングケース　JBL ヘッドホンチャージングケース

Bluetoothイヤホン用のシリコンケースにモバイルバッテリーを内蔵。
15分で1時間、フル充電なら最大16時間までのイヤホンの充電に対応。※

3. 持ち出す

■ケースへの充電は付属のUSBケーブル
を使いPCなどから簡単に行なえます。

■見やすい 4 個の LED を装備、ケースの 
充電状態をすぐに確認できます。

■バッテリー持続時間：最大約16時間  ■ 重量：80ｇ ■ サイズ：W80mm×D90mm×H40mm（イヤホン収納部：W75mm×D55mm×H40mm） ■ 付属品：充電用ケーブル（USB A ⇆ マイクロ USB）



シルバー ブラックブルー

JBL EARPHONES

3ボタンリモコン

マグネット内臓
ハウジング

耳から外した際に
左右のイヤホンが付くので

ネックレスのように
首から下げられます

■ パワフルな JBLサウンドはそのままに、ポップでカラフルなデザインを採用
■ 約2時間の充電で約 6時間※のワイヤレス音楽再生に対応
■ ハウジングにマグネットを内蔵、耳から外した際に左右のイヤホンを首の前で
　 留められるので、移動時など落下防止になり安心です
■ 通話や音量調整、曲の操作が可能なマイク付き3ボタンリモコン搭載

T110BT   Bluetooth ワイヤレスカナルイヤホン T110BT

ポップなカラバリは全6色、パワフルなJBLサウンドはそのままに、
コストパフォーマンスに優れたカジュアルなワイヤレスイヤホン。

■ 超コンパクト設計だから装着時も耳元で目立たないデザイン
■ 最大約 8 時間※のワイヤレス音楽再生で長時間のリスニングにも対応
■ 最大2台のデバイスにBluetoothで接続し、
　 電話着信時に切替えて使える「マルチポイント」機能を搭載
■ 通話、音量調整、曲の操作が可能な 3 ボタンリモコン搭載
■ 付属のネッククリップで襟元にコードを固定可能

E25BT  Bluetooth ワイヤレスカナルイヤホン E25BT

ホワイト ブルー

軽量なバッテリーボックスは付属のネック
クリップで襟などに固定して使用できます。

（ 取り外し可能 ）

イヤホンは超コンパクト設計で
軽いつけ心地です。

ブラックレッド

超コンパクトで通勤・通学に最適！ 2台同時に待受
「マルチポイント」対応 Bluetooth ワイヤレスイヤホン。

Canal

Canal

Canal

mm
8.0

mm
8.6

mm
8.6

8

6

8

Case

Case

ホワイト

グレー

ピンク
〈2017年11月発売予定〉

グリーン
〈2017年11月発売予定〉ブルー ブラック

■ アルミ素材を採用し、クールで高級感のある落ち着いたデザインを実現
■ 最大約 8 時間※のワイヤレス音楽再生で、長時間のリスニングにも対応
■ 最大 2 台の電話待受に対応、確実な着信の為のマルチポイント機能搭載
■ 軽量なバッテリーボックスは付属のネッククリップで襟元に固定可能

DUET MINI BT   Bluetooth ワイヤレスカナルイヤホン　デュエットミニ BT

高級感のあるアルミ素材を採用、クールな3カラーをラインアップ
軽量＆コンパクトなデザインのBluetoothワイヤレスイヤホン。

■ マルチポイント機能
最大2台のスマートホンとBluetooth接続可
能。一方のスマートホンで音楽再生中でも、も
う一方の電話の着信を受けることができます。

キャリングポーチ付属

ネッククリップ付属

3ボタンリモコン

13



※充電・再生時間は使用環境によって異なります。

E15

■ からみづらいファブリック素材のケーブルを採用
■ 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
■ 軽量＆コンパクト、クリアな JBLの高品位サウンド

カナルイヤホン E15　　　

T290

■ 新設計 8.7mm 径ダイナミックドライバー搭載。深みのある低音再生を実現
■ ハウジングにはプレミアム感あふれるアルミニウム材を使用
■ からみにくいフラットケーブルを採用
■ 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

プレミアム感あふれるアルミニウムハウジング採用。
コンパクトながら迫力の低音再生を実現したJBL 新世代のエントリーモデル。

カナルイヤホン T290

T210

■ 新設計 8.7mm 径ダイナミックドライバー搭載
　コンパクトながら迫力の JBL サウンドを実現
■ 耐久性に優れたポリカーボネート製のハウジングを採用
■ からみにくいフラットケーブルを採用
■ 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

軽量＆快適な装着感。コンパクトながらパワフルなサウンドが
魅力の JBL 新世代のカジュアルモデル。

カナルイヤホン T210

■ 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
■ 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

ローズゴールド ローズゴールドブラック シルバー ブラック

Canal mm
8.7  Case

入力はLightningコネクタからデジタル入力。Apple製品専用に開発されたノイズキャンセリングイヤホン。

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

■ 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
　 My JBL Headphones アプリ（無料 / 英語版）※11ページ参照　
■ 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
■ 通話・音量調節・曲の操作・ノイズキャンセリングの切替が可能な4ボタンリモコン Lightningコネクタ直結

騒音集音用のマイクを2カ所に配置し、
高性能なノイズキャンセリング性能を実現。

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。
「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。

キャリングケース付属

REFLECT AWARE          
 Apple 製品専用  

  

iPhone 8にも対応

Case
mm

14.6 NC
In Ear

ブルー

からみづらいファブリックケーブルを採用。シンプル＆コンパクトなデザインのカナルイヤホン。

JBL EARPHONES

ホワイト ブラック レッドレッド

Φ 3.5mm ステレオ
ミニプラグ

（カーブドプラグ）

通話、曲の操作が可能な
1ボタンリモコン

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

レッド ブルー ティールグリーン ブラック

14

Canal mm
8.6 Case

Canal mm
8.7  Case
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In Ear mm
5.8 5 Case

■ 心拍センサーを左ハウジングに搭載、スポーツ中の心拍数の測定が可能
     さらに右ハウジングにタッチすることで心拍数を音声で読み上げ、
     トレーニング中でも簡単に心拍数の確認が可能
■ 汗に強い防汗仕様（イヤホン部は IPX5 対応）※を採用、高い耐久性を実現
■ スポーツ中も耳から外れにくい独自のイヤチップ構造“ツイストロックテクノロジー”採用
■ 約2時間の充電で、最大約 5時間※のワイヤレス音楽再生が可能です ※心拍機能起動時

■ サウンドに厚みがあり、力強い楽曲再生で定評があるJBLの上質なサウンドを実現
■ 音量調整、曲の操作、そして通話に対応したマイク付き3ボタンリモコン搭載

UA スポーツワイヤレス ハートレート

UA Sport Wireless HEART RATE  
心拍計測機能が付いたアンダーアーマーコラボレーションスポーツイヤホン。

MAKE EVERY
BEAT COUNT
Heart rate monitoring, wireless in-ear headphones 
for athletes

●心拍センサーは左ハウジング部に搭載。
　イヤホンを装着するだけで測定が可能。
●右ハウジング部のUAロゴ部分をタッチ
　することで心拍数を音声で確認できます。

●独自のイヤチップ構造
　“ツイストロックテクノロジー”
イヤチップをひねりながら装着することで
ロックが働き、耳から外れにくくなり、安定
した装着感を実現。

●音量調整、曲の操作（曲戻し、曲送り等）、
　通話に対応したマイク付3ボタンリモコン
　をケーブルに搭載。

ランニングアプリ“mapmyrun”のプレミ
アム機能を最大1年間無料体験可能な優待
コードを同梱。 専用キャリングケース付属

心拍センサー



タッチセンサー搭載。煩わしいボタン操作は不要。

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。

耳のサイズにぴったり合った、
イヤチップをお選びいただけます。
※イヤチップ M、エンハンサーSize7 装着済

REFLECT RESPONSE    

■ 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

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。

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

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 サイズ装着済みブルー

レッド

ブラック

mm
8.6 10 Case

6

In Ear

ブラック

キャリングケース付属
（ ブラック・ホワイト・レッド 共通 ）

キャリングケース付属
（ブルー）

UA スポーツワイヤレス

UA Sport Wireless-Engineered by JBL    
コンパクトに進化したアンダーアーマーコラボレーションスポーツイヤホン。

■ コンパクトで快適な装着感
■ スポーツの時も安心して使える防汗仕様  （イヤホン部は防水規格 IPX5 対応）※

■ 激しく動いても外れにくいイヤチップ構造“ツイストロック”
■ 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
■ 通話や音量調整、曲の操作が可能なマイク付き
     3ボタンリモコン搭載
■ 耳のサイズに合わせて多彩なイヤチップを付属
　（組み合わせは15 通り）

レッド ブルーホワイト

SPORT EARPHONES

充電用マイクロ USB ケーブル、スポーツクリップ付属

Size 4   /   Size 5   /   Size 6   /   Size 7   /   Size 8 

S       /       M       /        L

ツイストロック
耳にイヤチップの先端を挿し込みねじることで
ぴったりとフィット。激しく動いても外れません。

エンハンサー（土台部分）

イヤチップ

16

In Ear mm
5.8 8 Case

※ 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。水中での使用には適しません。※充電・再生時間は使用環境によって異なります。



GRIP 200 / GRIP 100  
/

■ 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

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

ウェアに合わせて選べる 4 カラー（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 ハンズフリー通話対応
マイク付き

1 ボタンリモコン
（GRIP200 のみ）イヤホン背面がコードホルダーになっており、

片耳使用の時などにコードを
留めておくことができます。

6

■ 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。

スポーツイヤホン  ヤーバッズ  インスパイア 200

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、外れにくいスポーツイヤホン。

〈小振りな耳に対応〉

アクア / ホワイトレッド / ブラック、ブラック
共通キャリングポーチ付属

アクア / ホワイト、ピンク / ホワイト
キャリングポーチ付属

ピンク / ホワイトブラックレッド / ブラック

背面マグネット採用

SPORT EARPHONES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します。

 
In Ear

Case

■ 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。
■カード、小物を入れられ、ランニングの際に便利な鍵 & カードポケット
■ 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。

■ 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。
■ サイズを自由に調節できるので、腕にぴったりフィットします。■ 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。

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。

ブ ラ ッ ク :JBLT110BTBLKJN 4968929027705 / ホ ワ イ ト :JBLT110BTWHTJN 4968929027712 / ブ
ルー :JBLT110BTBLUJN 4968929027729 / グレー :JBLT110BTGRYJN 4968929027736 / ピンク :JBLT110BTPIKJN 
4968929027743 / グリーン :JBLT110BTGRNJN 4968929027750  
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mmIn Ear
14.2

mmIn Ear
14.2



（

※充電・再生時間は使用環境によって異なります。

モデル JBL フリー エベレストエリート100 エベレスト100

掲載ページ P.10 P.11 P.11

タイプ 密閉ダイナミック型（カナルイヤホン）Bluetooth ワイヤレス 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 密閉ダイナミック型（カナルイヤホン）

Bluetooth バージョン：Bluetooth 4.2 ＊ バージョン：Bluetooth 4.0 ＊ バージョン：Bluetooth 4.1 ＊

対応プロファイル A2DP V1.3、AVRCP V1.6、HFP V1.6、HSP V1.2 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 10Hz 〜 22kHz

電池 イヤホン：音楽再生最大約 4 時間（充電約 2 時間）※

充電ケース：イヤホン充電可能時間最大約 20 時間※ 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）※

ケーブル − 左右：各約20cm イヤホン左右本体間： 約60cm、マイク付3ボタンリモコン搭載ケーブル

重量（本体のみ） イヤホン：約15ｇ、充電ケース：約 84g 40g 16g

付属品 イヤチップ（S/M/L）＊ M サイズ装着済、
ソフトカバー（M/L）、充電ケース、充電用ケーブル

スタビライザー（S/M/L）、イヤチップ（ XS/S/M/L）
＊いずれも M サイズ装着済み、

充電用 USB ケーブル、キャリングケース、固定アーム

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、

充電用 USB ケーブル

＊伝送範囲：Class2（通信距離 10m、障害物がない場合）　JBL フリー / エベレストシリーズ   イヤホン

フリー   ブラック：JBLFREEBLKBT 4968929026159 / ホワイト：JBLFREEWHTBT 4968929026166
エベレストエリート 100 ブラック：V100NXTBLKGP 4968929015580 / ホワイト：V100NXTWHTGP 4968929015597  
エベレスト 100  ホワイト：V100BTWHTGP  4968929015559 / ブラック：V100BTBLKGP  4968929015542

モデル リフレクト レスポンス リフレクト ミニ BT デュエット ミニ BT E25BT T110 BT

掲載ページ P.16 P.12 P.13

タイプ 密閉ダイナミック型（インイヤーイヤホン） 密閉ダイナミック型（カナルイヤホン）

Bluetooth バージョン：Bluetooth 4.1 ＊ バージョン：Bluetooth 4.0 ＊ バージョン：Bluetooth 4.1 ＊ バージョン：Bluetooth 4.0 ＊

対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、 HSP A2DP V1.2、AVRCP V1.5、HFP V1.6、HSP V1.1 A2DP V1.2、AVRCP V1.5、HFP V1.5 、HSP V1.2

電池 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）※ 音楽再生：最大約 6 時間（充電時間約 2 時間）※

ケーブル 左右：各約15cm イヤホン左右本体間：約50cm、
マイク付3ボタンリモコン搭載ケーブル イヤホン左右本体間：約 55cm、マイク付き 3 ボタンリモコン搭載ケーブル 約80cm、

マイク付3ボタンリモコン搭載ケーブル

重量（本体のみ） 約 44g（ネックバンド含む） 約 14g 約 17g 約 16.5g

付属品

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）、

シリコンイヤチップ（S/M）、
＊ M サイズ装着済み、

充電用ケーブル

イヤチップ（S/M/L）
＊ M サイズ装着済み 、

ネッククリップ、充電用ケーブル、
キャリングポーチ

イヤチップ（S/M/L）
＊ M サイズ装着済み、

ネッククリップ、充電用ケーブル、
キャリングポーチ

イヤチップ（S/M/L）
＊ M サイズ装着済み、

充電用ケーブル

＊伝送範囲：Class2（通信距離 10m、障害物がない場合）Bluetooth　イヤホン

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 
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 
   ネイビー／イエロー：JBLREFMINIBTSCBLGL 4968929018314 
デュエットミニ BT ブラック :  JBLDUETMINIBTBLK 4968929025718 / ブルー：JBLDUETMINIBTBLU 4968929025701 / シルバー：JBLDUETMINIBTSIL 4968929025725 
E25BT   ブラック：JBLE25BTBLK 4968929019021 / ブルー：JBLE25BTBLU 4968929019038 / レッド：JBLE25BTRED 4968929019045 / ホワイト：JBLE25BTWHT 4968929019069 
T110BT   ブラック：JBLT110BTBLKJN 4968929027705 / ホワイト：JBLT110BTWHTJN 4968929027712 / ブルー：JBLT110BTBLUJN 4968929027729 / グレー：JBLT110BTGRYJN 4968929027736
   ピンク：JBLT110BTPIKJN 4968929027743 / グリーン：JBLT110BTGRNJN 4968929027750  

モデル UA スポーツワイヤレス ハートレート UA スポーツワイヤレス インスパイア 200 インスパイア 200（小振りサイズ） グリップ 200 グリップ 100

掲載ページ P.15 P.16 P.17 P.17

タイプ 密閉ダイナミック型（インイヤーイヤホン） 密閉ダイナミック型（インイヤーイヤホン） ダイナミック型（インイヤーイヤホン）

Bluetooth バージョン：Bluetooth 4.2 ＊ バージョン：Bluetooth 4.0 ＊ − −

対応プロファイル A2DP V1.3、AVRCP V1.6、HFP V1.6、 HSP V1.2 A2DP V1.2、AVRCP V1.4、HFP V1.6、 HSP V1.2 − −

周波数特性 10Hz 〜 22kHz 20Hz 〜 20kHz

感度 ー ー 105dB/mW 106dB/mW 110dB/mW

インピーダンス ー 32 Ω

電池 音楽再生：最大約5 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）※ − −

入力プラグ − Φ 3.5mm3 極ステレオミニ（L 型） Φ 3.5mm4 極ステレオミニ（ストレート型）

ケーブル イヤホン左右本体間：約42cm
マイク付 3 ボタンリモコン搭載ケーブル

イヤホン左右本体間：約47cm
マイク付 3 ボタンリモコン搭載ケーブル 約 120cm 約 120cm

マイク付１ボタンリモコン 約 120cm

重量 約 22g 約 18g 19g 15g 約 20g 約 17g

付属品

イヤチップ（サイズ 5/6/7/8 ） 
※サイズ 7 装着済み、

マイクロ USB 充電用ケーブル、
スポーツクリップ、キャリングケース

イヤチップ（S/M/L ） 、エンハンサー（5 サイズ）
※イヤチップ M、エンハンサーサイズ 7 装着済み、

マイクロ USB 充電用ケーブル、
スポーツクリップ、キャリングケース

キャリングポーチ

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み

−

＊伝送範囲：Class2（通信距離 10m、障害物がない場合）スポーツ　イヤホン

UA スポーツワイヤレスハートレート ブラック：UAJBLHRMB 4968929017201 
UA スポーツワイヤレスイヤホン ブラック：UAJBLIEBTBLK 4968929019335 / ホワイト：UAJBLIEBTWHT 4968929019502 / レッド：UAJBLIEBTRED 4968929019342 / ブルー：UAJBLIEBTBLU 4968929019359
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
アームバンド  ブラック／レッド : YBIMUARM01BNR 4968929011568
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  

モデル リフレクト アウェア E15 T290 T210

掲載ページ P.13 P.14 P.14

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 密閉ダイナミック型（カナルイヤホン）

周波数特性 10Hz 〜 22kHz 20Hz 〜 20kHz

感度 ー 100dB/mW 103dB/mW 102dB/mW

インピーダンス ー 16 Ω

入力プラグ ライトニングコネクタ Φ3.5mm4 極ステレオミニ（カーブドプラグ）

ケーブル 約 120cm 約 120cm
（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）

約 110cm
（4 極プラグ対応スマートホン用マイク付きリモコン搭載ケーブル）

重量 30g 約 14g 約 17g（ケーブル含む）

付属品 イヤチップ（S/M/L）、スタビライザー（S/M/L）
＊いずれも M サイズ装着済み、キャリングケース

イヤチップ（S/M/L）＊ M サイズ装着済み、
キャリングポーチ

イヤチップ（S/M/L）＊ M サイズ装着済み、
キャリングポーチ

ワイヤード　イヤホン

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
E15   ブラック：JBLE15BLK 4968929018505 / ブルー：JBLE15BLU 4968929018512 / レッド：JBLE15RED 4968929018529 / ホワイト：JBLE15WHT 4968929018543
T290   ブラック：JBLT290BLK 4968929018758 / ローズゴールド：JBLT290RGD 4968929024254 / シルバー：JBLT290SIL 4968929018765 
T210   ブラック：JBLT210BLK 4968929018925 / ローズゴールド：JBLT210RGD 4968929024360

※１：生産終了品につき流通在庫のみになります。品切れの場合がありますので予めご了承ください。

ブ ラ ッ ク :JBLT110BTBLKJN 4968929027705 / ホ ワ イ ト :JBLT110BTWHTJN 4968929027712 / ブ
ルー :JBLT110BTBLUJN 4968929027729 / グレー :JBLT110BTGRYJN 4968929027736 / ピンク :JBLT110BTPIKJN 
4968929027743 / グリーン :JBLT110BTGRNJN 4968929027750  
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◎ ©2017 HARMAN International Industries, Incorporated. 無断複写及び転載を禁じます。JBL、yurbuds 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。◎ iPhone 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。◎ TM/©Under Armour Inc, 他のメー
カーロゴは、各所有者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9 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 9 月現在

モデル エベレストエリート700 エベレスト700

掲載ページ P.6     P.6     

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（オーバーイヤー）

Bluetooth バージョン：Bluetooth 4.0 ＊ バージョン：Bluetooth 4.1 ＊

対応プロファイル 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 10Hz 〜 22kHz

感度 99dB/mW（有線接続時） 102dB/mW（有線接続時）

インピーダンス 16 Ω（有線接続時）

電池 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 25 時間（充電時間約 3 時間）※

重量（本体のみ） 305g 274g

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 充電ケーブル（マイクロ USB）、ヘッドホンケーブル

モデル E55BT QUINCY EDITION E55BT  E45BT E35

掲載ページ P.7 P.7 P.8 P.9

タイプ 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 バージョン：Bluetooth 4.0 ＊伝送範囲：Class2（通信距離10m、障害物がない場合）　 −

対応プロファイル A2DP V1.2、AVRCP V1.4、HFP V1.6、 HSP V1.2 −

周波数特性 20Hz 〜 20kHz

感度 96dB/mW（有線接続時） 96dB/mW

インピーダンス 32 Ω（有線接続時） 32 Ω

電池 音楽再生：最大約 20 時間（充電時間約 2 時間）※ 音楽再生：最大約 16 時間（充電時間約 2 時間）※ −

入力プラグ Φ3.5mm ステレオミニ　※ワイヤードで使用時 Φ3.5mm ステレオミニ

ケーブル スマートホン用マイク付 1 ボタンリモコン搭載着脱式オーディオケーブル（約130cm） スマートホン用マイク付 1 ボタンリモコン搭載　
着脱式オーディオケーブル（約130cm）

重量（本体のみ） 約 235g 約 230g 約 185 g 約 168 g

付属品
スマートホン用マイク付き 1 ボタンリモコン搭載

オーディオケーブル（約 130cm）、
充電ケーブル（マイクロ USB）、キャリングケース

スマートホン用マイク付 1 ボタンリモコン搭載
オーディオケーブル（約 130cm）、

充電ケーブル（マイクロ USB）

スマートホン用マイク付 1 ボタンリモコン搭載
オーディオケーブル（約 130cm）、

充電ケーブル（マイクロ USB）

スマートホン用マイク付 1 ボタンリモコン搭載
オーディオケーブル（約 130cm）

モデル DUET BT

掲載ページ P.8

タイプ 密閉ダイナミック型（オンイヤー）

Bluetooth バージョン：Bluetooth 4.0 ＊伝送範囲：Class2（通信距離10m、障害物がない場合

対応プロファイル A2DP V1.2、AVRCP V1.4、HFP V1.6、 HSP V1.2

周波数特性 20Hz 〜 20kHz

感度 96dB/mW（有線接続時）

インピーダンス 32 Ω（有線接続時）

電池 音楽再生：最大約 16 時間（充電時間約 2 時間）※

入力プラグ Φ 3.5mm ステレオミニ ※ワイヤードで使用時

ケーブル スマートホン用マイク付1ボタンリモコン搭載着脱式オーディオケーブル（約130cm）

重量（本体のみ） 約 183g

付属品 スマートホン用マイク付 1 ボタンリモコン搭載オーディオケーブル（約130cm）、
充電ケーブル（マイクロ USB）、キャリングケース

モデル T450BT T450

掲載ページ P.8 P.9

タイプ 密閉ダイナミック型（オンイヤー）

Bluetooth バージョン：Bluetooth 4.0 ＊伝送範囲：Class2（通信距離10m、障害物がない場合 −

対応プロファイル A2DP V1.2、AVRCP V1.4、HFP V1.5、 HSP V1.2 −

周波数特性 20Hz 〜 20kHz

感度 − 101dB/mW

インピーダンス − 32 Ω

電池 音楽再生：最大約 11 時間（充電時間約 3 時間）※ −

入力プラグ − Φ 3.5mm ステレオミニ （カーブドプラグ）

ケーブル − 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）

重量（本体のみ） 約 155g 約 140g

付属品 充電ケーブル（マイクロ USB） −

エベレストシリーズ　ヘッドホン

　※充電・再生時間は使用環境によって異なります。

＊伝送範囲：Class2（通信距離10m、障害物がない場合）　

E シリーズ   ヘッドホン

デュエット BT   ヘッドホン

T シリーズ　ヘッドホン

E55BT QUINCY EDITION ブラック：JBLE55BTQEBLK 4968929024612 / ピンク：JBLE55BTQEPIK 4968929024629
E55BT   ブラック：JBLE55BTBLK 4968929018659 / ブルー：JBLE55BTBLU 4968929018666 / レッド：JBLE55BTRED 4968929018673 / ホワイト：JBLE55BTWHT 4968929018697
E45BT   ブラック：JBLE45BTBLK 4968929018604 / ブルー：JBLE45BTBLU 4968929018611 / レッド：JBLE45BTRED 4968929018628 / ホワイト：JBLE45BTWHT 4968929018642
E35   ブラック：JBLE35BLK 4968929018550 / ブルー：JBLE35BLU 4968929018567 / レッド：JBLE35RED 4968929018574 / ホワイト：JBLE35WHT 4968929018598

DUET BT   ブラック：JBLDUETBTBLK 4968929018956 / グレー：JBLDUETBTGRY 4968929018963 / ホワイト：JBLDUETBTSIL 4968929018970

T450BT   ブラック： JBLT450BTBLK 4968929018857 / ホワイト：JBLT450BTWHT 4968929018864
T450   ブラック：JBLT450BLK 4968929018826 / ホワイト：JBLT450WHT 4968929018833

エベレストエリート 700 ブラック／ブルー：V700NXTBLUGP 4968929015849  / ホワイト：V700NXTWHTGP 4968929015832 / ブラック：V700NXTBLKGP 4968929015825 
エベレスト 700  ブルー：V700BTBLUGP 4968929015771 / ブラック：V700BTBLKGP 4968929015764 / グレー：V700BTGRYGP 4968929015788  




