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＜報道関係各位＞
COACH とのコラボレーションモデル
ハーマンカードンと JBL の Bluetooth 対応ポータブルスピーカー&ヘッドホンを
HARMAN Store 及びハーマン公式通販サイトにて限定発売

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、ニューヨークを代表するモダン
ラグジュアリー ブランド「COACH （コーチ）」とコラボレーションし、Bluetooth対応ポータブルスピーカーとヘッドホン３モデルを限定
発売します。
選りすぐりのレザーと素材に豊かな伝統と革新的なデザインが息づくモダンラグジュアリーブランドであるコーチと、伝統の音響技
術と高いデザイン性で高感度な音楽ファンに支持される米国のオーディオブランドハーマンカードン、そして世界最大級の米国の
オーディオメーカーJBLがそれぞれコラボレーションし、細部までこだわり抜いた上質な限定モデルが誕生しました。
今回、コーチとコラボレーションしたモデルは、Harman Kardon (ハーマンカードン)からBluetoothスピーカー「ESQUIRE MINI」、
プレミアムBluetooth オンイヤーヘッドホン「SOHO WIRELESS」と、JBL（ジェイビーエル）からBluetoothワイヤレスオンイヤーヘッ
ドホン「E40BT」の3製品です。
ハーマンカードンのポータブルBluetoothスピーカー「ESQUIRE MINI COACH LIMITED EDITION」とBluetoothワイヤレスオンイ
ヤーヘッドホン「SOHO WIRELESS COACH LIMITED EDITION」は、コーチが今シーズンフィーチャーするアニマル柄“Wild
Beast”と、NYダウンタウンを思わせる“Varsity Stripe”をプリントし、柔らかい上質なラムレザーでトリミングを施した4アイテムを
展開。上質なサウンドと美しいデザインが融合したプレミアムなモデルです。
JBLのBluetoothワイヤレスオンイヤーヘッドホン「E40BT COACH LIMITED EDITION」は、“Varsity Stripe”のほか、
“Shooting Star”と“Zebra”の３アイテムをラインアップし、NYダウンタウンを思わせるコーチらしい色使いが特徴です。
コーチとともに細部まで余すことなくこだわり抜いたエクスクルーシブアイテムは、高品質オーディオとして、ご家族や大切なご友人
への特別なギフトとしてもぴったりです。
本製品は、コーチの一部店舗とHARMAN Store東京ミッドタウン店及びハーマン公式通販サイトのみで販売される限定モデル
です。HARMAN Store東京ミッドタウン店及びハーマン公式通販サイトでは、ESQUIRE MINI COACH LIMITED EDITION を
12月21日（月）に発売、その他の２製品については、事前にご連絡いただいた方に入荷をお知らせするサービスを実施いたしま
す。
・HARMAN Store 東京ミッドタウン店（住所：東京都港区赤坂９丁目７−３ 東京ミッドタウン・ガレリア3F）TEL03-5413-8150
・COACHコラボレーションモデル特設ページ（https://www.harman-japan.co.jp/coach）

Harman Kardon 「ESQUIRE MINI COACH LIMITED EDITION」

今季コーチがフィーチャーする「ワイルド ビースト」柄
に合わせたデザイン （※バッグは弊社では取り扱いません）

製品背面はなめらかなラムレザーを使用。
コーチのロゴが刻印されている。

コーチのロゴ入りポーチ付属。
製品写真は「ヴァーシティ ストライプ」

Harman Kardon 「SOHO WIRELESS COACH LIMITED EDITION」

ヘッドバンドとイヤーカップにはプレミアムなラムレザーを使用。
左が「ワイルド ビースト」、右が「ヴァーシティ ストライプ」

コーチのロゴ入りレザー調ポーチ付属。
製品写真は「ワイルド ビースト」

JBL 「E40BT COACH LIMITED EDITION」

イヤーカップは折りたたみ可能。
（写真は「ゼブラ」）

左「ゼブラ」

３カラーのラインアップ。
中央「シューティング スター」 右「ヴァーシティ ストライプ」
イヤーカップ部にコーチのロゴがプリントされている。

特長

＜ESQUIRE MINI COACH LIMITED EDITION について＞

■コーチとコラボレーションした都会的なコンパクトデザイン
表面はアルミ研磨仕上げでコーチのデザインを採用。背面はなめらか
なラムレザー仕上げ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
すので、出張時などの持ち運びにも最適です。
ヴァーシティ ストライプ

ワイルド ビースト

■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。
■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。

特長

＜SOHO WIRELESS COACH LIMITED EDITION について＞
■コーチとコラボレーションした洗練されたデザイン
ヘッドバンドとハウジングにはコーチの上質なレザーをあしらい、アーム部分にはス
テンレス・スティールを使用。洗練された高級感を演出する作りとなっています。イ
ヤーパッドはふんわりとした抜群の装着感で、長時間の音楽リスニング中も快適
にご使用いただけます。

ヴァーシティ ストライプ

ワイルド ビースト

■ Bluetooth 対応高音質ヘッドホン
Bluetooth のコーデックは、SBC、AAC、apt-X に対応しており、高音質をワイヤレスでお楽しみいただけます。
また、高性能 30mm 径ドライバーにより、Harman Kardon らしいきめ細やかでナチュラルなサウンドを実現しました。
本製品は、NFC に対応しているので、NFC 搭載のデバイスとワンタッチでペアリングが可能です。
ヘッドバンドとイヤカップ部分はコーチのデザインが施され、プレミアムなラムレザーが採用されています。

■耳もとの“タッチ＆スライド”で音楽の簡単リモコン操作が可能
ハウジングへのタッチ操作で、音楽再生のリモートコントロールが可能な“イヤーカップ・モーションセンサー”を搭載しました。
耳もとをスマートホンのようにタッチ＆スライドすることで簡単に音楽の再生・停止・音量操作ができます。
■優れたポータビリティ
フラットに折りたためるフォールディング・メカニズムを採用。コンパクトに持ち運ぶことが
できます。

特長

＜JBL E40BT COACH LIMITED EDITION について＞
■ コーチらしい色使いを採用したイヤーカップとヘッドバンド

イヤーカップとヘッドバンドは NY ダウンタウンを思わせるコーチ
らしい色使いを採用。人間工学に基づいて設計されたヘッド
バンドとイヤーカップは長時間のリスニングでも疲れにくい構造です。

ゼブラ

シューティング

ヴァーシティ

スター

ストライプ

■ JBL のハイクオリティサウンドを Bluetooth ワイヤレスで楽しめるポータブル性に優れたヘッドホン

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。
イヤーカップを折りたたむことができ、ポータブル性に優れています。連続約 16 時間のワイヤレス再生が
可能です。

■エコーキャンセリング機能の搭載
エコーキャンセリング機能搭載でクリアな通話を楽しむことができるなど、スマートホンとの相性も抜群です。
■ ワイヤレス・ミュージック・シェアリング機能「ShareMe™」を搭載
独自の「ShareMe™」ワイヤレス・ミュージック・シェアリング機能を搭載。
「ShareMe™」機能搭載のヘッドホンを使えば、1 台のデバイスで再生した音楽を 2 台同時にワイヤレスで聴くことができます。恋人や
大切な人とひとつの音楽をシェアすることができます。

主な仕様

Harman Kardon
ESQUIRE MINI

COACH LIMITED
EDITION

製品名

ESQUIRE MINI COACH LIMITED EDITION

タイプ

Bluetooth 対応ポータブルワイヤレススピーカー

カラー

全 2 種（ワイルド ビースト、ヴァーシティ ストライプ）

Bluetooth

バージョン 3.0

対応プロファイル

A2DP V1.3、AVRCP V1.5、HFP V1.6

オーディオ入力

Bluetooth、外部音声入力

最大出力

4W x 2

ユニット

27mm × 2

周波数特性

180Hz - 20kHz

サイズ(H x W x D)

76×140×24（mm）

重量（ケーブル含まず）

238g

電池

Harman Kardon
SOHO WIRELESS

COACH LIMITED
EDITION

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）＞

付属品

キャリーポーチ×1
USB ケーブル（USB A→Micro USB）×1、レザーストラップ×1

価格

販売価格 22,000 円(税抜)

製品名

SOHO WIRELESS COACH LIMITED EDITION

タイプ

密閉ダイナミック型(オンイヤー) Bluetooth ワイヤレス

カラー

全 2 種（ワイルド ビースト、ヴァーシティ ストライプ）

Bluetooth

バージョン：3.0(NFC 対応)

対応プロファイル

A2DP、AVRCP、HFP、HSP

対応コーデック

SBC、AAC、apt-X

感度

100dB/mW（有線接続時）

インピーダンス

32Ω（有線接続時）

ユニット

30mm 径ドライバー

周波数特性

20Hz – 20kHz

重量

168ｇ

電源

リチウムイオン充電池＜充電：約 2 時間、再生：約 9 時間（ボリュー
ムレベルや再生内容により異なります）＞

付属品

キャリーポーチ×1
ヘッドホンケーブル(1.2m)×1、充電ケーブル×1

価格

販売価格 34,000 円(税抜)

製品名

JBL

E40BT
COACH LIMITED
EDITION

E40BT COACH LIMITED EDITION

タイプ

Bluetooth 対応ワイヤレスオンイヤーヘッドホン

カラー

全 3 種（ヴァーシティ ストライプ、ゼブラ、シューティング スター）

Bluetooth

バージョン 3.0

対応プロファイル

A2DP V1.3、AVRCP V1.5、HFP V1.6、 HSP v1.2

対応コーデック

SBC

周波数特性

20Hz - 22kHz

感度（1mW）

115dB/30mW （有線接続時）

インピーダンス

32Ω（有線接続時）

入力プラグ

φ3.5mm ステレオミニ（L 型）

重量（ケーブル含まず）

205g

リチウムイオン充電池
電池

充電：約 3 時間、再生：約 16 時間
※ボリュームレベルや再生内容により異なります

付属品

キャリーポーチ×1
ヘッドホンケーブル（φ3.5mm 3 極ステレオミニ L 型 1.2m）×1
専用充電ケーブル(1m)×1

価格

販売価格 16,000 円(税抜)

＜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リーディングカンパニーです。長年培われた音響技術
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、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。
＜JBL について＞
美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーン
で、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。
家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチ
メディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが
対象となる業務用機器を投入しています。JBL は世界中の競技場で音響システムとして採用されており、ブラジルワールドカッ
プでは全競技場の 6 割が JBL の製品を採用しました。

＜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。
＜コーチについて＞
1941 年に米国ニューヨーク州に創業したコーチは、選りすぐりのレザーと素材に豊かな伝統と革新的なデザインが息づく、上質
なアクセサリーやライフスタイルコレクションを手がけるモダンラグジュアリーブランド。コーチ製品を世界のコーチ直営店、百貨店、
専門店、コーチのウェブサイト www.coach.com で販売。コーチは、ニューヨーク証券取引所（COH）及び香港証券取引所の香
港預託証券（6388）に上場している。

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

