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洗練されたデザインと高音質の Harman Kardon から、
あらゆるシーンでより快適に音楽を楽しめる

Bluetooth スピーカーと、オーディオアダプターが新発売！

ESQUIRE 2

ESQUIRE MINI

OMNI 20

OMNI 10

ADAPT

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：仲井一雄）は、伝統的な音響技術と先
進的なデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、
Bluetoothスピーカー「ESQUIRE 2」と、「ESQUIRE MINI」の新色3種(ブルー、グレー、レッド)、ワイヤレススピーカーシステム
「OMNI 20」「OMNI 10」、ワイヤレスオーディオアダプタ「ADAPT」の5製品を9月19日（土）より発売します。
洗練されたデザインとクリアな高音質で、ビジネスでもプライベートでもあらゆるシーンで活躍するポータブルBluetoothスピーカ
ーの「ESQUIRE 2（エスクワイア2）」は、4つのマイクを採用することで全方向の音をクリアに抽出でき、さらに独自のエコー＆ノ
イズキャンセレーション技術（VoiceLogic）を搭載しているため、高品質なハンズフリー通話を実現します。薄型のデザインで
ありながら最大出力16Wの出力によって、迫力のあるパワフルなサウンドをお楽しみいただくことができます。人気モデルの
「ESQUIRE MINI（エスクワイアミニ）」は、大人向けの配色となる「ブルー」、「グレー」、「レッド」の3色を追加。ビジネスの場や
プライベートなどそれぞれの使い勝手に合わせて、お好みのカラーをお選びいただけます。また、「ESQUIRE 2」「ESQUIRE
MINI」ともに、モバイルバッテリーとしても使用でき、出張や外出時に最適なアイテムとなっています。
自宅でのリスニングをより快適に楽しくするワイヤレススピーカーシステムの「OMNI 20（オムニ20）」は、最大出力15Wで奏でる
4アンプ構成で立体感のあるサウンドを生み出します。「OMNI 10（オムニ10）」は、コンパクトなサイズにも関わらず、最大出
力25Wの2ウェイ構成の採用により、クリアで重厚なサウンドを実現しました。「OMNI 20」「OMNI 10」ともに、Bluetooth接続
に加えて、Wi-Fi 接続による複数台のペアリングが可能です。Wi-Fi接続は本体上部のストリームボタンから簡単に行うことが
できます。また、専用アプリとの連携により音源管理・再生操作を手元のスマートホンなどで行えます。ワイヤレスオーディオア
ダプタの「ADAPT（アダプト）」はBluetoothの受信とWi-Fiの受信・送信機能を搭載。Bluetoothを搭載していないTVやコン
ポなどのAV機器に対してもワイヤレスリスニングが可能となり、あらゆるシーンで快適に音楽を楽しめます。
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■4 つのマイクと VoiceLogic の搭載により、
高品質なハンズフリー通話を実現します。
本体四隅に 4 つのマイクを採用することで全方向の音をクリアに
抽出することができ、さらに独自のエコー＆ノイズキャンセレーション技術で
ある VoiceLogic（ボイスロジック）機能を搭載しているので、複数人での
電話会議でも高品質なハンズフリー通話を行うことができます。

■持ち運びに便利なスリムでエレガントなデザイン。
表面はアルミ研磨仕上げ、裏面は本皮仕様のプレミアムな質感が織りなすスタイリッシュなスクエアデザインが特長です。
縦横サイズは、8 インチクラスのタブレットと同程度のサイズかつ、薄型であるためビジネスバックへの収まりもよく、出張時など
の持ち運びも快適です。

■Bluetooth 対応で、モバイルバッテリーとしても使用可能。
Bluetooth 対応で、連続約 8 時間のワイヤレス再生が可能です。
また、3,200mAh リチウムイオン充電池は、モバイルバッテリーとしても使用
でき、外出時の急なスマホのバッテリ不足をサポートします。
（※再生時間は、使用環境により異なります。）

■最大出力 16W のパワフルなサウンドを実現。
薄型のデザインでありながら、32mm 径の 4 つドライバーを最大出力
16W でドライブし、独自の DSP 技術により高音質かつ、迫力のある
サウンドをお楽しみいただけます。

■ビジネスシーンでもプライベートでも活躍できるカラーバリエーション
エレガントなデザインを彩るカラーはブラック、ゴールド、グレーの 3 色。洗練され落ち着きがあるカラーの採用により、ビジネス
シーンからプライベートユースまで幅広いシーンでお使いいただけます。
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■従来のラインアップ（ブラック、ホワイト）に加え
新しい 3 色（ブルー、グレー、レッド）を追加。
現在発売されているブラック、ホワイトに加え、ブルー、グレー、レッドの
スタイリッシュかつ大人向けの 3 色を新たにラインアップ。あらゆるシーンに
合わせてお好みのカラーをお選びいただけ、ビジネスにもプライベートにも
使いやすいカラー展開となりました。
■エコー＆ノイズキャンセレーション機能 VoiceLogic 搭載で高品質なハンズフリー通話を実現。
エコー＆ノイズキャンセレーション技術である VoiceLogic（ボイスロジック）機能を搭載することで、高品質なハンズフリー通話
を実現しました。電話会議などでの使用に最適です。
■外出時に最適な、スリムでエレガントなデザイン。
表面はアルミ研磨仕上げ、裏面は本皮仕様のプレミアムな質感が織りなす
スタイリッシュなスクエアデザインが特長です。ポケットに収まるスリムでコンパクトな
サイズであるため、出張時などの持ち運びにも最適です。
■Bluetooth 対応で、モバイルバッテリーとしても使用可能。
Bluetooth 対応で、連続約 8 時間のワイヤレス再生が可能です。2,000mAh
リチウムイオン充電池は、モバイルバッテリーとしても使用でき、外出時の急な
スマホのバッテリ不足をサポートします。
（※再生時間は、使用環境により異なります。）

■2 つの高性能ドライバーが生み出すクオリティサウンド。
独自のサウンドテクノロジーにより開発された 27 ㎜フルレンジスピーカーユニット、
低音増強のポートシステムを搭載によりコンパクトなボディでありながら、ハーマン
カードンのクリアで重厚なサウンドをお楽しみいただけます。
■持ち運びに便利なレザーストラップ付。
携帯に便利なレザーストラップを装備することで、より快適に持ち運び
いただけます。

ギフトにも最適なスタイリッシュな専用キャリングケースを販売。
上質な PU レザーを採用し、堅牢性を実現したスタイリッシュなキャリングケースを
別売りで販売中。使い勝手が良く、プレミアム感を演出するため、ギフトにも最適です。
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■クリアで重厚なハーマンカードンサウンドを実現。
75mm 径ウーファーと 19mm 径ツイーターを搭載し、最大出力 15W で奏でる
4 アンプ構成により、部屋全体で立体感のあるサウンドをお楽しみいただけます。
さらに、パッシブラジエーターと独自の DSP 技術の搭載により、クリアで重厚な
音質を実現しました。

■Bluetooth に加え、Wi-Fi 接続機能を搭載しているので、複数の部屋でワイヤレス接続が可能。
Bluetooth に加え、Wi-Fi でもワイヤレス接続が可能なので、2 台以上のオムニと接続することができます。
複数の部屋に設置したオムニで、同じ楽曲を同時に再生したり、別の楽曲をそれぞれに楽しむことができます。

■複数台接続を簡単に楽しめるストリームボタン。
本体上部にレイアウトしたストリームボタンにより、1 ボタンで他のオムニと
Wi-Fi 接続をすることができます。Wi-Fi 接続による高音質サウンドが
お楽しみいただけます。

■専用アプリの連携により、音源管理・再生操作のコントロールが可能。
専用アプリ（Harman Kardon Controller/無料）との連携により、音源管理・再生操作がお手元のスマートホンや
タブレットから簡単に行えます。
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■小型なサイズながら、クリアで重厚なハーマンカードンサウンドを実現。
コンパクトサイズでありながら、90mm 径ウーファーと 35mm 径ツイーターを搭載し、
最大出力 25W の迫力のあるパワフルなサウンドをお届けします。
また、パッシブラジエーターと独自の DSP 技術の搭載により、クリアで
重厚な音質を実現しました。
■Bluetooth に加え、Wi-Fi 接続機能を搭載しているので、
複数の部屋でワイヤレス接続が可能。
Bluetooth に加え、Wi-Fi でもワイヤレス接続が可能なので、2 台以上の
オムニと接続することができます。複数の部屋に設置したオムニで、
同じ楽曲を同時に再生したり、別の楽曲をそれぞれに楽しむことができます。

■複数台接続を簡単に楽しめるストリームボタン。
本体上部にレイアウトしたストリームボタンにより、1 ボタンで他のオムニと
Wi-Fi 接続をすることができます。Wi-Fi 接続による高音質サウンドが
お楽しみいただけます。

■専用アプリの連携により、音源管理・再生操作のコントロールが可能。
専用アプリ（Harman Kardon Controller/無料）との連携により、音源管理・再生操作がお手元のスマートホンや
タブレットから簡単に行えます。
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■Bluetooth 受信機能搭載。
他のオーディオ機器とアナログ接続し、ワイヤレスリスニングが可能となりました。
これにより、Bluetooth を搭載していないオーディオ機器であっても
Bluetooth を使用することができます。

■Wi-Fi 受信・送信機能により、高音質なワイヤレスリスニングが可能。
Bluetooth に加え、Wi-Fi でもワイヤレス接続ができ、高音質なワイヤレスリスニングが楽しめます。
また、アナログ入力端子を装備しているので、TV やコンポなどの AV 機器の音声を
Wi-Fi 経由で再生することができます。

■複数台接続を簡単に楽しめるストリームボタン。
本体上部にレイアウトしたストリームボタンにより、1 ボタンで
他のオムニと Wi-Fi 接続をすることができます。
Wi-Fi 接続による高音質サウンドがお楽しみいただけます。

■専用アプリの連携により、音源管理・再生操作のコントロールが可能。
専用アプリ（Harman Kardon Controller/無料）との連携により、音源管理・再生操作がお手元のスマートホンや
タブレットから簡単に行えます。
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ESQUIRE 2

製品名

ESQUIRE 2

タイプ
カラー
Bluetooth
対応プロファイル
オーディオ入力
最大出力
ユニット
周波数特性
サイズ(H x W x D)
重量（ケーブル含まず）

Bluetooth 対応ポータブルワイヤレススピーカー
全 3 色（ブラック、ゴールド、グレー）
バージョン 4.1
A2DP v1.3; AVRCP v1.5; HFP v1.6; HSP v1.2
Bluetooth×1、外部音声入力×1
8W×2
32mm × 4
75Hz - 20kHz
130×190×34（mm）
599ｇ
3,200mAhリチウムイオン充電池＜充電：約5.5時間、
再生：約8時間（ボリュームレベルや再生内容により異なります）＞

電池

ESQUIRE MINI

付属

USB ケーブル（USB A→Micro USB）×1

発売日

9 月 19 日（土）

価格

オープン価格 ※公式通販サイト販売価格 25,880 円(税抜)

製品名

ESQUIRE MINI

タイプ

Bluetooth 対応ポータブルワイヤレススピーカー
全 5 色[ブルー（NEW）、グレー（NEW）、レッド（NEW）、ブラック、ホ

カラー
Bluetooth
対応プロファイル
オーディオ入力
最大出力
ユニット
周波数特性
サイズ(H x W x D)
重量（ケーブル含まず）
電池
付属

ワイト]

バージョン 3.0
A2DP V1.3、AVRCP V1.5、HFP V1.6
Bluetooth、外部音声入力
4W x 2
27mm × 2
180Hz - 20kHz
76×140×24（mm）
238g
2,000mAh リチウムイオン充電池＜充電：約 5 時間、
再生：約 8 時間（ボリュームレベルや再生内容により異なります）＞
USB ケーブル（USB A→Micro USB）×1、
レザーストラップ×1

発売日

9 月 19 日（土）

価格

オープン価格 ※公式通販サイト販売価格 15,880 円(税抜)
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製品名

OMNI 20

タイプ

ワイヤレススピーカーシステム

カラー

全 2 色（ブラック、ホワイト）

Bluetooth

バージョン 3.0

対応プロファイル

A2DP

オーディオ入力

Bluetooth、Wi-Fi、外部音声入力

最大出力

15W×4

ウーファー、ツイーター

ウーファー：75mm ×2、ツイーター：19mm×2

周波数特性

53Hz - 20kHz

サイズ(H x W x D)

166 × 260 × 164(mm)

重量（ケーブル含まず）

2.13kg

付属

AC 電源アダプタ

発売日

9 月 19 日（土）

価格

オープン価格 ※公式通販サイト販売価格 37,880 円（税抜）

製品名

OMNI 10

タイプ

ワイヤレススピーカーシステム

カラー

全 2 色（ブラック、ホワイト）

Bluetooth

バージョン 3.0

対応プロファイル

A2DP

オーディオ入力

Bluetooth、Wi-Fi、外部音声入力

最大出力

25W

ウーファー、ツイーター

ウーファー：90mm×1、ツイーター：35mm×１

周波数特性

52 Hz - 20kHz

サイズ(H x W x D)

166 x 181 x 159 (mm)

重量（ケーブル含まず）

1.34kg

付属

AC 電源アダプタ

発売日

9 月 19 日（土）

価格

オープン価格 ※公式通販サイト販売価格 25,880 円(税抜)
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主な仕様
ADAPT

製品名
タイプ
カラー
Bluetooth
対応プロファイル
オーディオ入力
サイズ(H x W x D)
重量（ケーブル含まず）
付属
発売日
価格

ADAPT
ワイヤレスオーディオアダプター
ブラック
バージョン 3.0
A2DP
Bluetooth、Wi-Fi、外部音声入力
30 x 118 x 86(mm)
121g
USB 対応 AC 電源アダプタ、USB ケーブル（USB A→
Micro USB）

9 月 19 日（土）
オープン価格 ※公式通販サイト販売価格 16,880 円（税抜）
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＜Harman Kardon について＞
オーディオの世界的権威であるシドニー・ハーマン博士により、1953 年にアメリカ合衆国ニューヨーク州にて設立。以降、半世紀以
上の長きに渡り、様々な分野へ高品位な製品を数多く発表している音楽業界のリーディングカンパニーです。その伝統的な音響
技術と先進性の高いデザインが融合した、上質なインテリアのようなハイクオリティ・オーディオシステムは世界中の高感度な音楽フ
ァンに愛され続けています。現在は、カー及びホーム用エレクトロニクス製品にとどまらず、iPod 用スピーカーなどのマルチメディア製
品にも力をいれており、あらゆるオーディオ製品の分野において高い評価を得ています。特に欧米ではホームオーディオブランドとし
ての評価も高く、世界中のファンに支持されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞
ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消
費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社の AKG®、Harman Kardon®、Infinity®、 JBL®、
Lexicon®、Mark Levinson®を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用さ
れ、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で 2,500 万
台以上走っています。
ハーマンインターナショナルは全世界に 25,000 名の社員が在籍、2015 年 3 月末までの 12 か月で 59 億米ドルの売上を報告し
ています。

＜先行展示のご案内＞
なお、今回の新商品を六本木・HARMAN Store 東京ミッドタウン店にて、9 月 4 日（金）より、展示、先行予約を行います。
http://www.harman-japan.co.jp/info/harmanstore/
■ハーマン公式通販サイト（http://shop.harman-japan.co.jp/）
ハーマン公式通販サイトにて先行予約を受け付けております。

報道関係各位のお問い合わせ先
ハーマンインターナショナル PR 事務局
担当 :丸山・田上・松下
Tel：03-5572-6064/Fax：03-5572-6065
Mail: harman@vectorinc.co.jp
製品画像ダウンロード

http://press.harman-japan.co.jp/

お客様のお問い合わせ先
ハーマンインターナショナル株式会社
Tel: 0570-550-465
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