JBL & REVEL Loudspeaker Systems
J B L スピ ーカー
R E V E L スピ ーカー
2 016−2 017 セレクトカタロ グ

JBL

「美しい家庭用スピーカーを作る」
という

■ 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。
磨き上げられた音質により音楽の活き活きとした姿を引き出します。
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 ……………………………………………………P04
4429、4319、4312E ………………………………………P05

■ コンパクトモニター
4307、4306、4312MII ……………………………………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。JBLらしい鮮明でエネル
ギッシュな音質をベースに、音の緻密さや質感をブラッシュアップした
高品位スピーカーです。

CONTROL X ………………………………………………P11

■ 天井・壁埋め込み型スピーカー
ショップやカフェ等などの店舗や各種施設のスピーカー、
またホームシ
アター用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らしい活き活きとしたサウンドで空間を
満たします。

スタジオ2 アーキテクチャアルシリーズ ………………… P12

■ 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。300mm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 …… P13

REVEL
■ PERFORMA 3
（パフォーマ3）
シリーズ ……………………………P15～P17
REVELが誇る先進の音響技術の投入により、
ナチュラルで澄んだ
高品位な音質を獲得したスピーカーシステム。
ダブルウーファー搭載
のフロア型からコンパクトなブックシェルフ型、
センタースピーカーまで
揃っています。

■ CONCERTA 2
（コンチェルタ2）
シリーズ………………………… P18~P19
ハイエンドスピーカーの開発において培ってきた音響技術を採用し、
クラスを超える高い再生能力を実現。臨場感豊かなサウンドを身近
に楽しむことができるスピーカーです。
センタースピーカーも用意されて
いてホームシアターにも対応可能です。

JBLスタジオモニター・シリーズ。

元々、映画館用スピーカーユニットの設計製造を

JBLを象徴するスピーカーとして多くのファンに愛

手掛けていたランシングでしたが、JBLを創立し、

され続けてきているのがスタジオモニター・シリーズ

培ってきた技術を活かし一般家庭向けのスピー

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

70年に渡り数多くの名機、傑作モデルを開発。

の美しさの融合でした。
この「美しい家庭用スピー

し、現在に至るJBLスタジオモニター人気の火付

カーを作りたい」という創 設 者ランシングの想い

け役となりました。その後、JBLスタジオモニター

スピーカーの先駆者として、

は、J B Lのホームオーディオ用スピーカーに創 立

は3ウェイや4ウェイなどのマルチウェイ形式へと発

70周年を迎える今日まで脈々と受け継がれてい

展。空前の大ヒットモデルとなった「4343」
（1976

JBLはオーディオの歴史を築いてきた。

ます。初 期には、“ 究 極のスピーカー”と称された

年）
は、音楽の核心をリアルに再現する唯一無二

「ハーツフィールド
（Hartsfield）」
（1954年）や現

の魅力を備えたスピーカーとして世界中のオーディ

代美術の作品のような独創的な造形の「パラゴン

オファンに愛されました。およそ半世紀に近い歴史

（ Paragon ）」
（ 1957年 ）が登場。近年において

の中で数多くの名機、
ヒットモデルを輩出してきた

ホームオーディオ用からプロフェッショナル向けまで、

音楽専用システムにも、
マルチチャンネル再生のホームシアターシステ
ムにも対応し、部屋の大きさや楽しみ方に合わせベストなシステムを
組むことが可能。鮮明な音質により音楽や映像ソフトの臨場感や迫
力を存分に楽しむことができます。

プロ用モニタースピーカーの音響技術を取り入れることで、
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。場所を
取らない小型オーディオシステムとして、
また音楽制作のモニタリング
など幅広い使い方が可能です。

JBLホームオーディオ用スピーカー。

は音響装置としての優れた性能と造形物として

■ 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

唯一無二の音の魅力を備えた

カーづくりに着手。そこでランシングが目指したの

S4700、S3900 ……………………………………………P07

スタジオ5シリーズ …………………………………………P08
スタジオ2シリーズ …………………………………………P09
アリーナシリーズ ……………………………………………P10

独自の音質思想と設計技術による

創設者の想いを継承する

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。

は、
ホームオーディオ用スピーカーの頂点を目指し

JBLスタジオモニターは、
その最大の魅力である

た「EVERESTシリーズ」や「Project K2シリー

力強く濃密なライブサウンドを磨き上げるため、
プロ

ズ」が登場。最高峰モデルのEVERESTシリーズ

用スピーカー向けの先進技術を積極的に採用。

やProject K2シリーズを生み出したJBLの先進

次世代フラッグシップ・モニター「4367WX」におい

的なスピーカー設計技術は、
「S4700」
を筆頭とす

ても最新プロフェショナルモニターの技術が投入さ

る他のホームオーディオ用スピーカーにも数多く採

れ、JBLサウンドの新境地を切り拓いています。

用されています。

さらに、JBLスピーカーはレコーディングスタジオだけ

また、JBLの原点である映画館向けスピーカーも長

ではなくコンサート会場用のスピーカーの分野でも

年に渡って開発を続けていて、
その最高峰の音響

活躍。天井から吊るして設置される大型フライング

性能が評価され業界トップのシェアを獲得。世界

スピーカーやライブハウス向けスピーカーなど豊富な

各国の映画館に導入され、最新デジタルサウンド

ラインナップを誇り、世界中のライブシーンで愛用さ

の迫力ある臨場感を最大限に引き出しています。

れています。

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。

4429

標準価格￥720,000（税込￥777,600）/1本
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。
■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J B L 独自のH D I
（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・

樹脂製リング状
ダイアフラム＋ボイスコイル

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
型式
構成
クロスオーバー周波数

出力音圧レベル
（2.83V/1m）
公称インピーダンス
再生周波数特性
（-6dB）

ネオジムマグネット
マグネシウム製フェーズプラグ
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ネオジムマグネット

4367WX
正面バスレフ、
フロア型
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
700Hz
94dB
6Ω
30Hz〜40kHz

許容入力
（RMS）
寸法
（幅×高さ×奥行）

300W
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

4312E

標準価格￥90,000（税込￥97,200）/1本

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。

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。

様々な改良を施した最新コンポーネンツを投入し、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・
スタジオモニター“4310 シリーズ”。

■ 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SonoGlass TM 製のHF/UHFコンビネーショ
ン・バイラジアルホーンを装備。

■ 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 M D F 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。

■ 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径ミッドレンジを搭載。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。ユニットを集中配置する伝統のレイアウト。

JANコード 4968929005659

4367WX

4319

標準価格￥165,000（税込￥178,200）/1本

標準価格￥260,000（税込￥280,800）/1本

JANコード 4968929005772

■スチールスタンド

モデル

JS-360

型式
構成

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、
3 0 0 m m 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13ページ参照

4429

4319

4312E

正面バスレフ、
ブックシェルフ型
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

正面バスレフ、
ブックシェルフ型
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

正面バスレフ、
ブックシェルフ型
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

800Hz、
3.5kHz
92dB

2kHz、
5kHz
93dB

クロスオーバー周波数
800Hz、
7kHz
出力音圧レベル
（2.83V/1m）91dB

単位：m m

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

公称インピーダンス
再生周波数特性
（-6dB）
許容入力
（RMS）

6Ω
38Hz〜45kHz
200W

6Ω
38Hz〜40kHz
100W

6Ω
40Ｈｚ〜40kHz
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
付属品

32.3kg
ジャンパー×2、
グリル、
取扱説明書

18.7kg
（グリル含む）
18.1kg
（グリル含む）
ジャンパー×2、
グリル、
取扱説明書 グリル、
取扱説明書
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コンパクトモニター

ハイセンシティビティスピーカー

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。

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。

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

4307

4306

標準価格￥75,000（税込￥81,000）/1本

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。

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。

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、
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。

■ 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。

JANコード 4968929006199

JANコード 4968929003693

■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
13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13ページ参照

モデル
型式
構成

再生周波数特性
（-6dB）
許容入力
（Music）
寸法
（幅×高さ×奥行き）
重量

付属品
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4306
正面バスレフ、
ブックシェルフ型

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＋
133mm径ウーファー＋
25mm径コンプレッションドライバー、50mm径ミッドレンジ＋
2ウェイ
19mm径ツイーター、
3ウェイ

45Hz〜45kHz
150W

328×545×300mm
（奥行きはグリル含む）
16.7kg
（グリル含む）
グリル、
取扱説明書

4312MII
正面バスレフ、
ブックシェルフ型

3.2kHz
89dB
6Ω

7kHz、
12kHz
90dB
6Ω

50Hz～40kHz
150W

55Hz〜50kHz
75W

278×460×300mm

181×300×180mm

12.0kg

4.0kg

グリル、
取扱説明書

グリル、
取扱説明書

S3900

標準価格￥480,000（税込￥518,400）/1本

標準価格￥330,000（税込￥356,400）/1本

JANコード 4968929006090

JANコード 4968929003983

4307
正面バスレフ、
ブックシェルフ型

クロスオーバー周波数
1.5ｋHz、
6.5ｋHz
出力音圧レベル
（2.83V/1m）91dB
公称インピーダンス
6Ω

S4700

4312MII（WX）ウォールナット仕上げ

標準価格￥78,000（税込￥84,240）/ペア

標準価格￥78,000（税込￥84,240）/1本

JANコード 4968929006229

S4700

S3900

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SonoGlass TM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。

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。
■ SonoGlass TM 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。

S4700搭載コンポーネンツ

S3900搭載コンポーネンツ

モデル
型式

S4700
背面バスレフ、
フロア型

公称インピーダンス
再生周波数特性
（-6dB）

付属品

構成

S3900
背面バスレフ、
フロア型

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

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
850Hz、
12kHz
92dB

6Ω
38Hz〜40kHz

6Ω
33Hz〜40kHz

許容入力
（RMS）
寸法
（幅×高さ×奥行き）
重量

300W
500×1,068
（スパイク含まず）
×371mm
54.5kg

250W
370×1,007
（スパイク含まず）
×368mm
39.0kg

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

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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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、
さまざまリスニングスタイルを可能にする

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。

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2シリーズ
STUDIO 2 Series

スタジオ5シリーズ
STUDIO 5 Series

STUDIO 280 BRN

STUDIO 290 BRN

標準価格¥72,000（税込¥77,760）/1本

標準価格 ¥60,000（税込¥64,800）/１本

JAN コード 4968929008742

STUDIO 580 CH

標準価格 ¥100,000（税込¥108,000）/１本
JANコード 4968929006120

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

STUDIO 230 BRN
標準価格 ¥47,000
（税込¥50,760）
/ペア

JANコード 4968929006151

JANコード 4968929008711

■ 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 520C 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。

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
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。

STUDIO 580 CH
背面バスレフ、
フロア型
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
1.5kHz
90dB

STUDIO 530 CH
背面バスレフ、
ブックシェルフ型
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
1.5kHz
86dB

STUDIO 520C CH
背面バスレフ、
センタースピーカー
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
1.5kHz
88dB

公称インピーダンス
再生周波数特性
（-6dB）
許容入力
（RMS）

6Ω
30Ｈｚ～40kHz
200W

6Ω
40Ｈｚ～40kHz
125W

6Ω
48Ｈｚ～40kHz
150W

313×1,075
（脚部含む）
×348mm
22.2kg

214×474×223mm
7.7kg

555×177×168mm
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、
ゴムバンパー×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

モデル
型式
構成
クロスオーバー周波数
出力音圧レベル
（2.83V/1m）

寸法
（幅×高さ×奥行き）
重量
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STUDIO 580 CH

JANコード 4968929008735

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

■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。
■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 270 BRN

標準価格 ¥47,000（税込¥50,760）/１本
JANコード 4968929008728

STUDIO 210 BRN
標準価格 ¥36,000
（税込¥38,880）
/ペア

STUDIO 225C BRN
標準価格 ¥30,000

（税込¥32,400）
/１本

JANコード 4968929008681

JANコード 4968929008704

STUDIO 290 BRN

STUDIO 230 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。

・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 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 270 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。強力ウーファーとホーン・
ツイーターより、鮮明かつスケール感豊かなサウンド空間
を獲得。設置性の高さも魅力の実力モデルです。

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。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 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

STUDIO 290 BRN

STUDIO 280 BRN

STUDIO 270 BRN

STUDIO 230 BRN

STUDIO 220 BRN

STUDIO 210 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、
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

側面バスレフ、
サラウンドスピーカー

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
550Hz、
3.8kHz

165mm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
800Hz、
3.6kHz

165mm径ウーファー＋
165mm径ウーファー＋
100mm径ウーファー＋
100mm径ウーファー＋
100mm径ウーファー×2＋
100mm径ミッドレンジ＋
25mm径ツイーター、
2ウェイ 25mm径ツイーター、
2ウェイ 25mm径ツイーター、
2ウェイ 25mm径ツイーター、
2ウェイ
25mm径ツイーター、
3ウェイ
750Hz、
3.4kHz
2.4kHz
4.1kHz
4.2kHz
1.4kHz/1.8kHz

出力音圧レベル
（2.83V/1m）
公称インピーダンス
再生周波数特性
（-6dB）
    

91dB
8Ω
28Hz〜22kHz

89dB
8Ω
30Hz～22kHz

88dB
8Ω
35Hz～22kHz

88dB
8Ω
42Hz～22kHz

86dB
8Ω
52Hz～22kHz

86dB
8Ω
52Hz～22kHz

88dB
8Ω
50Hz～22kHz

20W～200W
237×1,124×308mm

20W～200W
237×1,010×267mm

20W～150W
237×381×289mm

20W～125W
168×260×203mm

20W～125W
256×260×170mm

20W～125W
535×165×213mm

重量   
付属品

25.0kg
20.5kg
16.1kg
7.9kg
3.7kg
3.7kg
7.9kg
スパイク×4、
グリル、
スパイク×4、
グリル、
スパイク×4、
グリル、
粘着性ゴム足×8、
グリル、 粘着性ゴム足×8、
グリル、 粘着性ゴム足×8、
グリル、 粘着性ゴム足×4、
グリル、
ジャンパー×2、
取扱説明書 ジャンパー×2、
取扱説明書 ジャンパー×2、
取扱説明書 取扱説明書
取扱説明書
取扱説明書
取扱説明書

クロスオーバー周波数

推奨アンプ出力
（8Ω）
20W～225W
寸法
（幅×高さ×奥行、
グリル含む）
    273×1,197×352mm
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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。

プロ直系の音質と手軽さを備えた

本格派サウンドを気軽に

本物志向のホームエンターテインメントスピーカー。

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

標準価格￥23,000（税込￥24,840）／1本
JANコード 4968929014095

背面

ARENA 180 BK

標準価格￥41,000（税込￥44,280）／1本
JANコード 4968929014101

ARENA 120 BK

標準価格￥23,000（税込￥24,840）／ペア
JANコード 4968929014088

SUB 100P BK

標準価格￥35,000（税込￥37,800）／1本

CONTROL X BLK

CONTROL X WHT

オープン価格（ペア）

オープン価格（ペア）

キャビネットカラー：ブラック

JANコード 4968929014118

キャビネットカラー：ホワイト

JANコード 4968929008810

モデル
型式
構成
クロスオーバー周波数

出力音圧レベル
（2.83V/1m）
公称インピーダンス
再生周波数特性
（-6dB）
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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
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 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

ARENA 180 BK
背面バスレフ、
フロア型
178mm径ウーファー×2＋
25mm径ツイーター、
2ウェイ
2.1kHz

ARENA 120 BK
密閉、
ブックシェルフ型
140mm径ウーファー＋
25mm径ツイーター、
2ウェイ
2.5kHz

ARENA 125C BK
背面バスレフ、
センタースピーカー
140mm径ウーファー×2＋
25mm径ツイーター、
2ウェイ
2.5kHz

88dB
8Ω
39Hz～40kHz

86dB
8Ω
100Hz～40kHz

89dB
8Ω
90Hz～40kHz

20W～100W
188×341×113mm
3.5kg

20W～150W
546×179×200mm
7.0kg

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

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
重量
15.2kg
付属品

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。

スパイク×4、
グリル、
取扱説明書

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 125C BK
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
た重低音再生を実現しています。
モデル
形式
構成
入力
内蔵アンプ

周波数特性
クロスオーバー周波数
（fc）

SUB 100P BK
背面バスレフ、
アクティブサブウーファー
250mm径ウーファー
RCA
100WクラスDアンプ
41Hz～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
付属品
スパイク×4、
グリル、
取扱説明書

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
による優れた高域再生を実現しています。
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向きます。
■ 壁面取付け用ブラケットを標準装備。
■ 防滴構造を採用。

235

■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。
■シンプルかつスタイリッシュなデザインで様々な雰囲気の
部屋に自然にマッチし、音響性能にも優れたキャビネット。
■シリーズ全モデルにおいて同一のHDIホーン・ツイーター
（ SUB 100P BKは除く）
と基本設計が共通したファイ

JANコード 4968929008827

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
型式

CONTROL X
背面バスレフ、
ブックシェルフ型

公称インピーダンス
再生周波数特性
（-6dB）
推奨アンプ出力
（8Ω）

8Ω
90Hz～20kHz
20W～100W

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

構成
クロスオーバー周波数
出力音圧レベル
（2.83V/1m）

133mm径ウーファー＋25mm径ツイーター、
2ウェイ
2.3kHz
87dB

寸法
（幅×高さ×奥行、
グリル含む） 165×235×159mm

11

埋め込み型スピーカー

サブウーファー

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、

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。

高品位な天井・壁埋め込み型スピーカー

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。

SUB 100P BK

標準価格￥35,000（税込￥37,800）/1本

SUB 100P BK

モデル
型式

背面バスレフ、
アクティブサブウーファー

構成
入力
内蔵アンプ
再生周波数特性

250mm径ウーファー
RCA
100WクラスDアンプ
41Hz～fc

重量
付属品

10.9kg
スパイク×4、
グリル、
取扱説明書

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

JANコード 4968929014118

203mm径/2ウェイ・天井埋め込み型システム

165mm径/デュアルツイーター・2ウェイ・天井埋め込み型システム

165mm径/2ウェイ・天井埋め込み型システム

標準価格￥42,000（税込￥45,360）/1本

標準価格￥42,000（税込￥45,360）/1本

標準価格￥30,000（税込￥32,400）/1本

STUDIO 2 8IC

STUDIO 2 6ICDT

JANコード 4968929014477

STUDIO 2 6IC

JANコード 4968929014484

JANコード 4968929014460

スピーカースタンド
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：m m

133mm径×2/2ウェイ・壁埋め込み型システム

203mm径/2ウェイ・ 壁埋め込み型システム

165mm径/2ウェイ・ 壁埋め込み型システム

標準価格￥40,000（税込￥43,200）/1本

標準価格￥42,000（税込￥45,360）/1本

標準価格￥30,000（税込￥32,400）/1本

STUDIO 2 55IW

STUDIO 2 8IW

JANコード 4968929014514

JANコード 4968929014507

■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の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 6ICDT

壁埋め込み型：STUDIO 2 8IW

165mm径ウーファーと2本の19mm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。
デュアルツイーター方式
を採用することにより音のサービスエリアを大幅に拡大。
高音質なサウンドを隅々まで行き渡らせることができます。

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。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。

天井埋め込み型：STUDIO 2 6IC

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
・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。

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。商業施設やリビングルーム
など幅広い空間で充実したサウンドを楽しむことができます。

出力音圧レベル
（2.83V/1m）

203mm径ウーファー＋
25mmツイーター、
2ウェイ
88dB

165mm径ウーファー＋
25mmツイーター、
2ウェイ
86dB

8Ω
30Hz〜20kHz
100W

8Ω
38Hz～20kHz
80W

取り付け開口寸法
グリル仕上げ外寸

φ244mm
φ272mm
132mm
約12～50mm
1.9 kg

公称インピーダンス
再生周波数特性
（-6dB）
推奨アンプ出力
（8Ω）

埋込深さ
取り付け可能壁厚
重量
付属品
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2本の133mm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。
ダブルウーファー方式の採
用によりサイズからは想像できない音の迫力と広がりを実
現。
ホームシアターのセンタースピーカーとしても最適です。

STUDIO 2 55IW

構成

STUDIO 2 8IC

壁埋め込み型：STUDIO 2 8 55IW

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。

STUDIO 2 6IC

型式

JANコード 4968929014491

天井埋め込み型：STUDIO 2 8IC

STUDIO 2 6ICDT
天井埋め込み型
165mm径ウーファー＋
19mmツイーター×2、
2ウェイ
86dB

モデル

STUDIO 2 6IW

STUDIO 2 6IW

133mm径ウーファー×2＋
25mmツイーター、
2ウェイ
88dB

STUDIO 2 8IW
壁埋め込み型
203mm径ウーファー＋
25mmツイーター、
2ウェイ
88dB

8Ω
38Hz～20kHz
80W

8Ω
40Hz～20kHz
120W

8Ω
30Hz～20kHz
100W

8Ω
38Hz～20kHz
80W

φ203mm
φ231mm

φ203mm
φ231mm

359
（H）
×163
（W）
mm
384
（H）
×188
（W）
mm

303
（H）
×227
（W）
mm
330
（H）
×254
（W）
mm

249
（H）
×185
（W）
mm
276
（H）
×212
（W）
mm

119mm
約12～50mm
1.8 kg

119mm
約12～50mm
1.5 kg

76mm
約12～50mm
2.6 kg

97mm
約12～50mm
2.1kg

91mm
約12～50mm
1.6 kg

165mm径ウーファー＋
25mmツイーター、
2ウェイ
86dB

ユニバーサルブラケット
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

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）
4968929003327/
（WH）
4968929003334

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

※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：m m

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：m m

スピーカーケーブル
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

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

JANコード 4968929005697

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

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

グリル、
不織布、
取り付け用型板、
取扱説明書
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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。
暮らしの中に良い音を自然に溶け込ませてくれる、
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。
独自のスピーカー設 計 思 想とグループの誇る先 進の技 術力を融 合 。
REVELは、磨き上げられた音 質で音 楽との豊かな時 間を創り出します。
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

標準価格￥300,000（税込￥324,000）／1本
HGウォールナット仕上げ

JANコード 4968929190461

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。
■ 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、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、
ツイーターの音響特性

F208 BK

標準価格￥300,000（税込￥324,000）／1本
ピアノブラック仕上げ

JANコード4968929190454

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
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 。B K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

型式

正面バスレフ、
フロア型

構成

200mm径ウーファー×2＋
130mm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

270Hz、
2.2kHz

出力音圧レベル
（2.83V/1m） 88.5dB
公称インピーダンスス

8Ω

再生周波数特性
（-6dB）

25Hz～40kHz

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

付属品

スパイク×4、
スパイク用ナッ
ト×4、
スパイク
用ワッシャー×4、
ポートチューブインサート、
ジャンパー×2、
グリル、
取扱説明書
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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。
暮らしの中に良い音を自然に溶け込ませてくれる、
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。

F206 WA

F206 BK

F206 WH

標準価格￥210,000（税込￥226,800）／1本

標準価格￥210,000（税込￥226,800）／1本

標準価格￥210,000（税込￥226,800）／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

ピアノホワイト仕上げ

C205

標準価格￥90,000（税込￥97,200）／1本

標準価格￥120,000（税込￥129,600）／1本

M105専用スタンド M STAND
標準価格￥60,000（税込￥64,800）／ペア

C205専用スタンド C STAND
標準価格￥36,000（税込￥38,800）／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

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。
■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。
■ 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、
ツイーターの音響特
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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
内部定在波の発生を防ぎ、再生音への影響を排除して
います。WAモデ
ル（ H G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

型式

正面バスレフ、
フロア型

構成

165mm径ウーファー×2＋
130mm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

275Hz、2.15kHz

出力音圧レベル
（2.83V/1m）88dB
公称インピーダンス

8Ω

再生周波数特性
（-6dB）

34Hz〜40kHz

推奨アンプ出力
（8Ω）

50W～200W

寸法
（幅×高さ×奥行）

249×1,051×347mm

重量
付属品

26.4kg
スパイク×4、
スパイク用ナット×4、
スパイ
ク用ワッシャー×4、
ポートチューブインサー
ト、
ジャンパー×2、
グリル、
取扱説明書

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
PERFORMA 3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。

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

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。

モデル

M105

型式

背面バスレフ、
ブックシェルフ型 密閉型、
センタースピーカー

構成

130mm径ウーファー＋
25mm径ツイーター、
2ウェイ

130mm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

2.3kHz

1.7kHz

出力音圧レベル
（2.83V/1m）86dB

C205

89dB

公称インピーダンス

8Ω

8Ω

再生周波数特性
（-6dB）

54Hz〜40kHz

60Hz〜40kHz

推奨アンプ出力
（8Ω）

50W～120W

50W～120W

寸法
（幅×高さ×奥行）

200×356×248mm

533X201X292mm

重量

7.2kg

11.9kg

付属品

ポートチューブインサート、
グリル、
取扱説明書

グリル、
ショートフッ
ト×2、
ロングフッ
ト×2、
取扱説明書

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。統一され
た振動板素材を用いたPERFORMA3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。
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。

専 用スタンド
：238×291mm
M105 専用 底板寸法（幅×奥行）
M STAND 高 さ：635mm
（ペア梱包） 重 量：4.0kg
同梱品：天板×2、
底板×2、
支柱×2、
天板用ネジ×6、
底板用ネジ×
6、
M105固定用ネジ×6、
ワッシャー×15、
六角レンチ
（細）
、
六角レン
チ
（太）
、
スパイク×8、
スパイク用ナット×8、
スパイク用ワッシャー×8、
取扱説明書
：544×301mm
C205 専用 底板寸法（幅×奥行）
C STAND 高 さ ：275mm
重

量 ：7.0kg

同梱品：天板、
底板、
支柱、
天板用ネジ×3、
底板用ネジ×3、
C205
固定用ネジ×4、
ワッシャー×10、
六角レンチ
（細）
、
六角レンチ
（太）
、
ス
パイク×4、
スパイク用ナッ
ト×4、
スパイク用ワッシャー×4、
取扱説明書
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ハイエンド・スピーカー開発において培ってきた
独自の音響技術や最新素材を投入。
確かな技術によって生み出された高品位な音により、
音楽や映像との豊かな時間を創り出してくれるスピーカー。

F35 BK

F35 WH

標準価格￥85,000（税込￥91,800）／1本

M16 BK

標準価格￥85,000（税込￥91,800）／1本

BK（ハイグロスブラック仕上げ）
JANコード4968929013593

WH（ハイグロスホワイト仕上げ）
JANコード4968929013647

M16 WH
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下面を同じくラウンド型にデザイン。
これによりキャビネットの
剛性を高めるとともに、内部定在波の発生を防ぎ音の不
要なカラーレーションを排除してい
ます。
トールボーイ
・フロア型モデル
F35は設置面積が小さくスペース
ファクターに優れているため、様々
なタイプの部屋にスムーズにセッ
ティングすることができます。
■キャビネットはハイグロスブラック
仕上げ（BK）
とハイグロスホワイト
仕上げ（WH）
の2種類を用意。
フ
ロントグリルは着脱の容易なマグ
ネット
・キャッチ方式を採用。
F35
2基の130mm径ウーファー、1基の
130mm径ミッドレンジ・ウーファー、
25mm径ツイーターを搭載した4ユ
ニット
・2.5ウェイ構成のフロア型シス
テムです。幅約210mmのスマートな
トールボーイスタイルながら、
低音域か
ら中音域再生に計3基の130mmユ
ニットを用いることで、
十分な振動面

C25 WH

標準価格￥48,000（税込￥51,840）／1本

標準価格￥78,000（税込￥84,240）／1本

標準価格￥78,000（税込￥84,240）／1本

M16専用スタンド M16 STAND
標準価格￥30,000（税込￥32,400）／ペア

M16専用スタンド M16 STAND
標準価格￥30,000（税込￥32,400）／ペア

C25専用スタンド C25 STAND
標準価格￥18,000（税込￥19,440）

C25専用スタンド C25 STAND
標準価格￥18,000（税込￥19,440）

BK（ハイグロスブラック仕上げ）
JANコード4968929013586

WH（ハイグロスホワイト仕上げ
JANコード4968929013630

JANコード4968929013685

■トールボーイ・フロア型モデルF35とセンタースピーカー
C25には130mm径、
コンパクトなブックシェルフ型モデル
M16には165mm径の高音質ウーファーを搭載。振動板に
マイクロ・セラミックコンポジットコーンを採用することによっ
て音の濁りにつながる不要な共振を徹底的に排除し、音
のクリアさとボリューム感、力強さを兼ね備えた優れた低音
域再生を実現しています。
また、F35においては3基の
130mm径ユニットの内の1基を中低音域から中音域の再
生にも使用することで音の厚みや密度感、音場感を一段
とグレードアップしています。
■ CONCERTA 2シリーズ全モデルには25mm径ドーム
型ツイーターを搭載。振動板にアルミニウム素材を用いるこ
とにより音の透明感と超高音域までスムーズに伸びる優
れた高域特性を獲得しています。
またツイーターの前面に
独自設計の音響レンズとウェーブガイ
ドホーンを装備するこ
とにより、音の拡散性を向上させ、低域ユニットの再生音
とのつながりをスムーズなものにすることで全音域に渡るフ
ラットなレスポンスを実現しています。
■トールボーイ
・フロア型モデルF35とブックシェルフ型モデ
ルM16では、
キャビネットのサイド面を前面から背面に向
かってカーブ形状で幅を狭くしていくラウンド型デザインを
採用。
センタースピーカーC25においてはキャビネットの上

C25 BK

標準価格￥48,000（税込￥51,840）／1本

積を確保し、
そのスリムなサイズからは想像できない程の音の
豊かな臨場感やスケール感を獲得。
さらには、
音楽再生の要
とも言える中音域再生の充実により、
ボーカルや楽器の音色
をリアルで艶やかなものにしています。
また、90dBの高効率
を実現しているためオーディオ用システムとして幅広いアンプ
と組み合わせることが可能。
ホームシアターのメインスピーカー
としても活躍し迫力溢れるサウンドを楽しむことができます。
M16
165mm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です。量感
豊かな低域をベースに、広がりと奥行き感のある立体的
なサウンド空間を再現。
さらには、
ナチュラルで伸びやかな
音質も備えているため、好きな音楽を心地良く楽しむこと
ができます。小型サイズのためリビングからプライベートルー
ムまで部屋やインテリアを選ばずセッティング可能。
ピュア
オーディオシステムとしても、高品位BGMシステムとしても
使うことのできるスピーカーです。
また、
マルチチャンネルシ
ステムのサラウンド用スピーカーとしても最適。
フロント側に
フロア型スピーカーF35、
リア側にM16を配置することで、
統一された音色による本格的なホームシアターシステムを
構築することができます。

BK（ハイグロスブラック仕上げ）
JANコード4968929013616

JANコード4968929013685

C25
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 センタースピーカーで す 。
CONCERTA 2シリーズを用いたマルチチャンネル再生
システム、
ホームシアターの構築に最適。
フロア型モデル
F35、
ブックシェルフ型モデルM16と同仕様のユニットを
採用しているため、統一された音色による高純度かつリア
リティ溢れるサウンド空間を再現することができます。ディス

JANコード4968929019311

WF（ハイグロスホワイト仕上げ）
JANコード4968929013661

JANコード4968929019311

プレイの下に無理なく設置できるコンパクトサイズながら
130mm径ダブルウーファー仕様とすることにより十分な
音の情報量を確保し、左右のメインスピーカーとの良好な
バランスを実現。映画のダイアログやライブ映像のボーカ
ルレンジを明瞭に再生することで迫力ある臨場感を創り
出します。

モデル

F35

M16

C25

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

密閉型、
センタースピーカー

構成

130mm径ウーファー×3＋
25mm径ツイーター、2.5ウェイ

165mm径ウーファー＋
25mm径ツイーター、2ウェイ

130mm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

575Hz、1.8kHz

2.1kHz

2.1kHz

出力音圧レベル
（2.83V/1m）

90dB

86dB

89dB

公称インピーダンス

6Ω

6Ω

6Ω

再生周波数帯域(－3dB)

55Hz～28kHz

55Hz～28kHz

80Hz～28kHz

推奨アンプ出力（6Ω）

30W～180W

50W～120W

40W～120W

寸法（幅×高さ×奥行）

214×1,023（ゴム足含む）
×
310mm

219×375×274mm

317×185×257mm

重量

18.6kg

7.3kg

9.1kg

付属品

スパイク×4、
グリル、
取扱説明書

グリル、取扱説明書

グリル、取扱説明書

専用スタンド
：235×285mm
M16 STAND 底板寸法（幅×奥行）

（ペア梱包）

高
重

さ：645mm
量：7.6kg

同梱品 ： 天板×2、
底板×2、
支柱
（太）
×2、
支柱
（細）
×4、
天板用皿ビス×6
（支柱に付属）
、底板用六角ビス×6
（支
柱に付属）
、
スパイク×9、
スパイク固定ナット×9、
スパイク
受け×9、
ユニット固定ビス×9、
六角レンチ、
取扱説明書
：235×285mm
C25 STAND 底板寸法（幅×奥行）
高
重

さ：305mm
量：8.5kg

同梱品 ： 天板、底板、支柱
（太）
、支柱
（細）
×2、天板用皿
ビス×3（支柱に付属）、底板用六角ビス×3（支柱に付
属）、
スパイク×5、
スパイク固定ナット×5、
スパイク受け×
5、
ユニット固定ビス×5、
六角レンチ、
取扱説明書
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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。

●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11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11月現在

