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1946年創業の、米国スピーカーブランドJBL。その名は、「音」に人生を捧げた一人

の天才エンジニア、ジェームス・バロー・ランシングのイニシャルに由来しています。

半世紀以上にわたる長い歴史の中で、音に対する彼の飽くなき情熱によって生み出

された音の結晶は、家庭用製品だけにとどまらず世界中の映画館をはじめ、スタジ

アム、コンサートホール、レコーディングスタジオといったプロフェッショナル達が厳

しい評価を下す世界で選ばれ、信頼を獲得してきました。ダイナミックな躍動感と迫

真のリアリティを併せ持つそのサウンド。小音量から大音量まで常に鮮明な音質で

再生できる優れたダイナミックレンジと解像度。そして長時間の連続再生にもビクと

もしない耐久性と信頼性。オートモーティブスピーカーに求められるあらゆる要望を

充たし、プロフェッショナルが認めた信頼のスピーカー、それがJBLです。

音楽の持つ強さ、美しさ、温もり、悲哀、これらを余すこと無く引き出す生粋のJBLサ

ウンドがあなたの愛車のキャビンを満たす時、それまでには体感し得なかった、心と

きめくドライビングプレジャーをもたらしてくれることでしょう。
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Speakers

GTi
SERIES

誰も成し得なかった、究極の低歪み設計がもたらす
最上級の「ピュアサウンド」。
2006年、60周年記念モデルとして登場した“660GTi”は、カーオーディオの世界に一時代を築き上げた名機として記憶に
刻まれています。その流れを引き継ぎ“670GTi”は誕生しました。常に「本物の音」を追い求めてきたJBLオートモーティブ
スピーカーの歴史に、また新たな1ページが加わります。
ピュアサウンドの難敵である歪みを徹底して低減。高域は30kHzまで再生可能な1インチフルエッジ駆動テキスタイル・ドー
ムツイーター。直径2インチのアルミニウム・ボイスコイルによるパワーハンドリングに優れたウーファー。JBLが得意とする
ホーム・ラウドスピーカー向けのサウンドテクノロジーを採用したクロスオーバー・ネットワーク。これらは精度の高いモデリ
ングや徹底した分析を可能にする最新鋭の開発環境、そして熟練エンジニアだけが持ち得る経験に裏付けされたノウハウ
と繰り返し行われる厳しい試験が可能にする、まさに“ピュアサウンド”を知り尽くしたJBLの集大成です。
復活したフラッグシップモデル“670GTi”は、ドライビング空間にJBLの真髄といえるピュアサウンドを解き放つリファレン
ス・スピーカーシステムです。

6" Separate 2way Reference System

670GTi
標準価格 ¥100,000（税別）

セット ｜ ネットワーク・グリル付属

6インチ径セパレート・2ウェイリファレンスシステム

周波数特性（±3dB） 50Hz～30kHz
インピーダンス 4Ω
最大許容入力 600W Peak / 150W rms
出力音圧レベル（2.83V/1m） 92dB

外形寸法
ウーファー 176mm（グリル含まず）
ツイーター 69mm

取付穴径 128mm

埋め込み寸法
ウーファー 78mm
ツイーター 41mm

重量 5.7kg

Woofer
究極の低歪み設計、贅沢なパーツをふんだんに使用し、高純度なピュアサウンドを実現するウーファー。
 1 ダンパー・ランディングベント　メカニカルノイズによる歪みの最少化を実現します。
 2 Nomex®ダンパー　低歪みとリニアリティの向上を実現します。
 3 ニトリルブチレンラバーエッジ　低域再生能力の飛躍的向上と高能率化を実現しています。
 4 コッパー・ポールピース・キャップ　磁気変調歪を吸収、二次高調波歪を低減しました。
 5 ポリッシュ＆フレアー・ポールピース・ベント　メカニカルノイズによる歪みを最小化しています。
 6 ネオジウムマグネット　高磁力、高耐熱のハイグレードなマグネットを採用しています。
 7 Vented Gap Cooling™（ベンデッドギャップ・クーリング）ポート　ポールピースに設けた通気孔により、ボイスコイルを強制

対流で冷やすことで、大出力時のコイルや磁気回路の安定動作を実現しました。
 8 フラックス・スタビリゼーション・リング　磁束の安定化を実現。コッパー・キャップと連動してコイル・インダクタンスの最少化に

成功しました。
 9 2インチ径エッジワイズ巻きアルミリボンボイスコイル　ロングオーバーハングにより、広い稼動領域を確保。耐入力、低域再生

を向上させています。
 10 ベンデッド・ボイスコイル・フォーマー　メカニカルノイズの最少化を実現しました。
 11 スクリュー・ダウン・ターミナル　信頼性の高い接続ターミナルです。
 12 Kevlar®製センターキャップ＆コーン部　センターキャップ並びにコーン部（振動板）にはKevlar®を採用。分割振動を排除し、

大出力時の激しい振幅にも余裕で応える高剛性を実現しました。
 13 アルミダイキャストフレーム　大出力時のコーンの振幅を余裕で支える高強度厚肉アルミダイキャストフレームを採用しています。

Tweeter
30kHzまで再生可能な高域特性、
楽曲の微妙なディテール、そしてニュアンスまでをも
余すことなく再現する高性能ツイーター。

■ オーバーサイズド・ボイスコイルが特長の1インチフルエッ
ジ駆動テキスタイル・ドームツイーター採用。高出力の許容入
力を増加させ歪みを低減、楽曲が持つニュアンスまでをも鮮
やかに再現します。
■ 高域は30kHzまで幅広く再生。そしてウーファーとのシー
ムレスなサウンドのクロスオーバー特性により、全帯域にわ
たってフラットな周波数特性を実現。パワフルなJBLサウンド
をお楽しみいただけます。

Cross Over Network
JBLが得意とするホーム・ラウドスピーカーの
技術と構造をフィードバックした
ハイグレード・ネットワーク。

理想的な特長を持つ高精密ポリプロピレン・コンデンサーと
エアコア・インダクターを採用。信号に抵抗成分を加えること
なく、スムースなレスポンスと見事なまでのユニットの一体感
を実現しました。
アルミニウムで包まれた巻き線型レジスターとヘビー・トレー
スプリント基板が熱放散と許容入力を大幅に増加させ、ユ
ニットへの出力増大を可能にしました。2

GTi COMPETITION SPEAKER SYSTEM  
TECHNOLOGY

LOW-DISTORTION WOOFER

Distortion – sound produced erroneously – is the enemy of great speaker performance. At its worst, distortion makes speakers sound broken. At more moderate 
levels, distortion clouds the midrange, making vocals sound muddy and obscuring the music’s detail. At JBL, we’ve had more practice than any other speaker company 
at eliminating distortion, and it shows. GTi competition speaker systems include the lowest-distortion woofers we’ve ever built.  

In a loudspeaker, distortion can be produced by the cone, the motor, the suspension and even the movement of air through the speaker’s assembly. In designing the 
670GTi woofer, JBL engineers have left no stone unturned. The basket, polepiece and voice coil former all include vents to eliminate any potential distortion caused 
by the movement of air trapped within these parts. The ultrarigid Kevlar® cone eliminates unwanted cone flexing (also called modal distortion), which can cause big 
peaks and dips in the midrange response. The spider and surround are designed to ensure linear forward and rearward motion, minimizing distortion caused by the 
speaker’s suspension. The motor includes a copper polepiece cap and a flux stabilization ring that work together to produce a linear voice coil inductance that mini-
mizes intermodulation distortion. Finally, an extralong voice coil ensures that the coil remains in the magnetic gap to minimize distortion at low frequencies and their 
harmonics, and during high-output transients. The result is crystal-clear midrange, snappy mid-bass without any audible ringing or hang-over, and a smooth frequency 
response that needs no compensation circuitry in the crossover (see illustration, below).

1. Spider-Landing Vents: Minimize distortion from mechanical noise.

2. Nomex® Spider: Provides linear force in both movement directions.

3. Nitrile-Butylene Surround: Ensures superior longevity.

4.  Copper Polepiece Cap: Provides linear inductance over the full range 
of forward voice-coil travel for reduced intermodulation distortion. 
Provides crystal-clear vocals and midrange, even during heavy bass 
signals.

5.   Polished and Flared Polepiece Vent: Provides a low-velocity inlet 
and outlet for the movement of air in and out of the motor structure.
Minimizes distortion from mechanical noise.

6.  Neodymium Magnet: Provides high flux density. Also allows more 
room for larger steel motor components to provide critical heatsink 
mass for the voice coil. 

7.  Vented Gap Cooling™ Ports: Provide movement of air over the voice 
coil for superior power handling.

8.  Flux Stabilization Ring: Provides global stabilization of the static 
magnetic field and works with the copper cap to minimize coil 
inductance during inward movement of the voice coil.

9.  Voice Coil: Long, over-hung 2” diameter, aluminum edge-wound 
voice coil provides high excursion for improved low-frequency 
capability. Reduces distortion at low frequencies and high input 
power.  

10.  Vented Voice Coil Former: Minimizes distortion from mechanical 
noise.

11. Screw-Down Terminals: Ensures reliable high-quality connections.

12.  Kevlar® Dustcap and Cone Body: Ultrarigid Kevlar dustcap and 
cone body minimize unwanted cone flexing for smooth frequency 
response.

13.  Cast-Aluminum Basket: Provides a rigid support for motor and 
moving assembly.
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EXTENDED-RANGE DOME TWEETER

The 670GTi employs a full one-inch edge-driven textile dome tweeter. This advanced tweeter features an oversized voice coil, which increases power handling and 
lowers distortion at high output levels, and produces a fl atter overall frequency response. Another of this tweeter’s signifi cant benefi ts is that it allows a lower 
crossover point, providing a more seamless transition between the system’s woofer and the tweeter. This gives you far superior stereo imaging and fl atter overall 
system response, especially in the critical vocal range. At the other end of the spectrum, the 670GTi’s tweeter plays all the way out to 30kHz, so you hear every bit of 
detail and nuance that your music has to offer.

PRECISION CROSSOVER NETWORK

The 670GTi crossover network features technology and construction that are more likely to be found in an expensive audiophile home loudspeaker than a typical car 
audio component speaker system. High-precision polypropylene capacitors and air-core inductors that approach the ideal theoretical characteristics of a capacitor 
and a coil are employed. precisely integrating the woofer and tweeter without adding a resistive component or other non-linearities to the signal. Aluminum-encased, 
wire-wound resistors and heavy-trace printed circuit boards greatly increase heat dissipation and power handling, maximizing the amount of amplifi er power that 
reaches the woofer and tweeter.
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Speakers
STADIUM
GTO
SERIES

STADIUM SERIES

本物の音を伝えるJBLのミドルクラスコンポーネントシステム。
多彩なバリエーションでサウンドカスタマイズの魅力が広がります。
プロフェッショナルから揺るぎない信頼を獲得してきたJBLサウンド。スタジアムGTOシリーズは、車載スピーカーとしてさらなる
高音質を追求するために誕生したJBLカースピーカーの新たなトレンドです。コアキシャル2ウェイ、セパレート2ウェイに加え、
高音質ソフトドームツィーターから迫力の重低音が魅力のバスプロまでラインアップ、また2.5インチ径ミッドレンジを
追加すれば手軽に3ウェイシステムを構築できるなど、多彩なユニットが車内のサウンドカスタマイズの幅を広げます。

2.5" Midrange Speaker 

STADIUM GTO20M
標準価格 ¥18,000（税別）

セット ｜ ネットワーク・グリル付属

2.5インチ径ミッドレンジスピーカー

周波数特性（±3dB） 500Hz-7kHz
インピーダンス 2.5Ω
許容入力 195W Peak / 65W rms
出力音圧レベル（1W/1m） 90dB/mW　
外形寸法 78mm
取付穴径 65mm
埋め込み寸法 28mm
重量 0.97kg

0.75" Tweeter 

STADIUM GTO750T
標準価格 ¥12,000（税別）

ペア ｜ グリル付属

0.75インチ径ツイーター

周波数特性（±3dB） 2kHz-25kHz
インピーダンス 2.5Ω
許容入力 150W Peak / 50W rms
出力音圧レベル（1W/1m） 93dB/mW　
外形寸法 35.7mm
取付穴径 添付ブラケットにより様々な取付が可能
埋め込み寸法 13mm
重量 0.37kg

6" Coaxial 2way Speaker 

STADIUM GTO620
標準価格 ¥18,000（税別）

ペア ｜ グリル付属

6インチ径コアキシャル・2ウェイスピーカー

周波数特性（±3dB） 45Hz-23kHz
インピーダンス 2.5Ω
許容入力 225W Peak / 75W rms
出力音圧レベル（1W/1m） 95dB/mW　
外形寸法 156mm
取付穴径 129mm
埋め込み寸法 52mm
重量 2.57kg

6×9" Coaxial 3way Speaker 

STADIUM GTO930
標準価格 ¥25,000（税別）

ペア ｜ グリル付属

6×9インチ径コアキシャル・2ウェイスピーカー

周波数特性（±3dB） 35Hz-30kHz
インピーダンス 2.5Ω
許容入力 330W Peak / 110W rms
出力音圧レベル（1W/1m） 96dB/mW　
外形寸法 240.3mm×168.6mm
取付穴径 220.8mm×147.8mm
埋め込み寸法 80mm
重量 2.07kg

6" Separate 2way Speaker 

STADIUM GTO600C
標準価格 ¥30,000（税別）

セット ｜ ネットワーク・グリル付属

6インチ径セパレート・2ウェイスピーカー

周波数特性（±3dB） 45Hz-25kHz
インピーダンス 2.5Ω
許容入力 300W Peak / 100W rms
出力音圧レベル（1W/1m） 93dB/mW　
外形寸法 156mm
取付穴径 129mm
埋め込み寸法 52mm
重量 3.00kg
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STAGE
SERIES

BassPro
SERIES

Amplifiers

Powered Subwoofers

省スペース、省電力、そして高音質設計のハイコストパフォーマンス4chアンプ
省スペース設計のため様々な車に場所を選ばず取り付けが可能。90W×4chの高出力ながら、D級アンプのため車への負担が少なく、
長時間大音量で連続再生しても安心です。また、RCA入力だけでなく、スピーカーレベル入力にも対応。スピーカーケーブルからの
出力を分岐して入力も可能なため、様々な車種に搭載することが可能です。

8" Powered Subwoofer

BassPro SL2 NEW
標準価格 ¥40,000（税別）［1本］

8インチ径 パワードサブウーファー

定格出力 125W
周波数帯域 35Hz～120Hz
クロスオーバー周波数 50Hz～120Hz
最大消費電力 12Ａ
バスブースト 最大 +9dB @70Hz
寸法（W×H×D） 250×71×344mm
重量 3.60kg

11" Powered Subwoofer

BassPro HUB NEW
標準価格 ¥50,000（税別）［1本］

11インチ径 パワードサブウーファー

定格出力 200W
再生周波数特性 30Hz - 150Hz
クロスオーバー周波数 50Hz - 150Hz
最大消費電力 30A
寸法（W×H×D） 360 x 165 x 360mm
重量 8.30kg

8" Powered Subwoofer

BassPro Micro
標準価格 ¥45,000（税別）［1本］

8インチ径 パワードサブウーファー

定格出力 140W
周波数帯域 35Hz～120Hz
クロスオーバー周波数 505Hz～120Hz
カットオフ 12dB/oct
バスブースト 最大 +9dB @65Hz
寸法（W×H×D） 411×177×275mm
重量 8.30kg

スペース効率を考えたJBLのコンパクトパワードサブウーファーシリーズ
スペアタイヤスペースへの設置や、トランクルームに縦置き設置、またシート下への設置など、車のスペース効率を考えたJBLの
コンパクトパワードサブウーファーシリーズ。深みがありキレの良い重低音の補強に最適です。

4ch Power Amplifier

STAGE A9004 NEW
標準価格 ¥23,000（税別）

チャンネル 4ch
最大出力 110W × 4（2Ω）220Wx2（4Ω 

Bridged）
定格出力 90W x 4 (4Ω)
周波数特性（－3dB） 20Hz - 20KHz
寸法（W×H×D） 145 x 50 x 268.6mm
重量 1.80kg
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3.5" Coaxial 2way Speaker

CLUB322F NEW
標準価格 ¥9,000（税別）

ペア

3.5インチ径コアキシャル・2ウェイスピーカー

周波数特性（±3dB） 90Hz-20kHz
インピーダンス 3Ω
最大許容入力 75W Peak / 25W rms
出力音圧レベル 89dB/mW　
外形寸法 87.0mm
取付穴径 75.5mm
埋め込み寸法 37.7mm
重量 0.87kg

4" Coaxial 2way Speaker

CLUB422F NEW
標準価格 ¥10,000（税別）

ペア

4インチ径コアキシャル・2ウェイスピーカー

周波数特性（±3dB） 75Hz-20kHz
インピーダンス 3Ω
最大許容入力 105W Peak / 35W rms
出力音圧レベル 90dB/mW　
外形寸法 102.4mm
取付穴径 92.1mm
埋め込み寸法 49.3mm
重量 1.35kg

6.5" Coaxial 2way Speaker

CLUB622 NEW
標準価格 ¥12,000（税別）

ペア ｜ グリル付属

6.5インチ径コアキシャル・2ウェイスピーカー

周波数特性（±3dB） 48Hz-21kHz
インピーダンス 3Ω
最大許容入力 180W Peak / 60W rms
出力音圧レベル 93dB/mW　
外形寸法 158.0mm
取付穴径 127.0mm
埋め込み寸法 51.5mm
重量 1.77kg

6.5" Sparate 2way Speaker

CLUB602CTP NEW
標準価格 ¥20,000（税別）

セット ｜ ネットワーク・グリル付属

6.5インチ径セパレート・2ウェイスピーカー

周波数特性（±3dB） 55Hz-20kHz
インピーダンス 3Ω
最大許容入力 210W Peak / 70W rms
出力音圧レベル 92dB/mW　
外形寸法 158.0mm
取付穴径 127.0mm
埋め込み寸法 51.5mm
重量 1.85kg

Speakers

CLUB
SERIES

豊富なバリエーション、車種を選ばず容易な取り付け加工に対応。
高音質ながらコストパフォーマンスにも優れたCLUBシリーズ。
3.5インチ、4インチ、6.5インチ、4×6インチ、さらにツイーター単体といった豊富なユニットバリエーションが魅力の
CLUBシリーズ。容易な取り付け加工にも対応し車種を選ばずインストールが可能です。滑らかな高音域再生が特長のPEIバランス
ドームツイーターや、コーンエリアの拡大により低音域再生の飛躍的向上と、高能率化を獲得したPlus OneTMウーファーコーン
（特許取得済み）などの高音質技術を余すこと無く搭載。純正アンプからのステップアップ用としてパワーアンプもラインアップ
したカーオーディオカスタマイズのファーストステップに最適なシリーズです。
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10" Subwoofer

WS1000
標準価格 ¥16,000（税別）［1本］

10インチ径 サブウーファー

周波数特性（±3dB） 35Hz～175Hz
インピーダンス 2Ω / 4Ω
許容入力 800W Peak / 200W rms
出力音圧レベル 89dB
外形寸法 268mm
取付穴径 240mm
埋め込み寸法 83mm
推奨ボックス容積：密閉型 14.15ℓ
推奨ボックス容積：バスレフ型 42.48ℓ
ポート径 / 長さ 76mm / 178mm
重量 4.50kg

Subwoofers

CLUB
SERIES

Amplifiers

CLUB
SERIES

HARMAN独自のSSITMを搭載。
薄型設計により柔軟な取り付け性を
実現したサブウーファー。
現代のコンパクトな自動車に最適な薄型設計。
スイッチひとつで2Ωと4Ωを切り替えることができる、
SSITM（セレクタブル・スマート・インピーダンス）スイッチを搭載。
ポリプロピレンのウーファーコーンは、最低27Hzの周波数で優れた低域レスポンスを実現します。

薄型コンパクト設計で設置場所を選ばない。
また、純正システムに追加して簡単にバージョンアップが可能なパワーアンプ。
CLUBパワーアンプシリーズは薄型コンパクトデザインを採用し、設置場所を選ばず車内のスペースを有効に活用できます。
また、ライン入力とスピーカー入力の切り替えができるので、ライン出力を持たないヘッドユニットにも手軽に追加し、純正システムの
バージョンアップが可能です。愛車のサウンドチューニングのファーストステップとして最適のパワーアンプです。

Speakers

CLUB
SERIES

4ch Power Amplifier

CLUB A754 NEW
標準価格 ¥25,000（税別）

チャンネル 4ch
最大出力 100W x 4 (2Ω)　200W x 2(Bridged 4Ω)
定格出力 75W x 4 (4Ω)
周波数特性（－3dB） 10Hz～40kHz
寸法（W×H×D） 320 x 51.3 x 180mm
重量 3.06kg

Mono Power Amplifier

CLUB A600 NEW
標準価格 ¥25,000（税別）

チャンネル 1ch
最大出力 600W x 1 (2Ω)
定格出力 350W x 1 (4Ω)
周波数特性（－3dB） 10Hz～320Hz
寸法（W×H×D） 220 x 51.3 x 180mm
重量 2.40㎏

0.75" Tweeter

CLUB3412T NEW
標準価格 ¥9,000（税別）

ペア ｜ グリル付属

0.75インチ径ツイーター

周波数特性（±3dB） 3kHz-20kHz
インピーダンス 3Ω
最大許容入力 150W Peak / 50W rms
出力音圧レベル 92dB/mW　
外形寸法 32.5mm
取付穴径 *付属ブラケットで取付可能
埋め込み寸法 16.8mm
重量 0.25kg

4×6" Coaxial 2way Speaker

CLUB6422F NEW
標準価格 ¥10,000（税別）

ペア

4×6インチ径コアキシャル・2ウェイスピーカー

周波数特性（±3dB） 75Hz-20kHz
インピーダンス 3Ω
最大許容入力 120W Peak / 40W rms
出力音圧レベル 92dB/mW　
外形寸法 157.0mm x 99.5mm
取付穴径 140.4mm x 85.1mm
埋め込み寸法 46.4mm
重量 1.26kg



JBL製品は、日本における正規輸入代理店であるハーマンインターナショナル株式会社（以下弊社）と契約を結んでいる正規販売店にてご購入下さい。正規輸入品には、弊社発行の正規
輸入証明書を兼ねた品質保証書が同封されています。アフターサービスや修理をご依頼の際は、保障期間の有無に関わらず、この品質保証書を必ずご提示下さい。保証書の提示がない場
合、弊社規定のアフターサービスなどが受けられない場合がございます。またこの品質保証書は紛失されましても再発行は致しかねますので大切に保管して下さい。

品質保証書
（正規輸入証明書）

について

◎©2020 HARMAN International Industries, Incorporated.無断複写及び転載を禁じます。JBL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。◎製品の外観・仕様は予告無く変更する場合がございます。◎このカタログに掲載されている内容は、2020年3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。

■お買い上げは技術と信用のある当店で。 

2020年3月現在

■ 商品及び修理に関するお問い合わせは
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。
http://jbl.harman-japan.co.jp/

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町300番地
住友不動産秋葉原駅前ビル 14F/15F


