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＜報道関係各位＞

～JBL「E シリーズ」の機能性・デザイン性が進化～

次世代「E シリーズ」登場！ ヘッドホンとイヤホンの 4 製品を新発売

E55BT

E45BT

E35

E15

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、アメリカ カリフォルニア発祥の
世界最大級のオーディオブランド「JBL」から、ヘッドホン・イヤホンのスタンダードクラス「E シリーズ」の次世代モデルを 3 月 24 日
（金）より発売いたします。
今回発売となる「E シリーズ」は、前モデルの優れたコストパフォーマンスを継承しつつ、“使いやすさ”と“デザイン性”を追求した 4
モデルで、Bluetooth 対応オーバーイヤーヘッドホン「E55BT」、Bluetooth 対応オンイヤーヘッドホン「E45BT」、ワイヤードタイプ
のオンイヤーヘッドホン「E35」、カナルイヤホン「E15」のラインアップとなります。
オーバーヘッドタイプのヘッドホン「E55BT」、「E45BT」、「E35」はヘッドバンドにファブリック素材を採用し、シンプルなイヤカップデザ
インへと生まれ変わりました。さらに Bluetooth 対応の「E55BT」「E45BT」は、スマートホンなどのデバイスを 2 台同時に接続し、
電話の着信時に切り替えて使える「マルチポイント機能」を新たに搭載したほか、ワイヤレスの充電時間を前モデルより 1 時間
短縮し、約 2 時間の充電で「E55BT」が約 20 時間、「E45BT」が約 16 時間と長時間のワイヤレス再生が可能です。前モデル
同様、ワイヤレスの充電が切れた際は付属のオーディオケーブルを接続し、ワイヤードヘッドホンとしてもご使用いただけます。ま
た、ワイヤードタイプのイヤホン「E15」は絡みにくいファブリックケーブルを新たに採用し、カバンやポーチの中でも絡みづらく、移動
中にカバンから取り出してすぐにお使いいただけます。
次世代「E シリーズ」で外出先やご自宅で手軽に良質なサウンドをお楽しみください。
※本シリーズはブラック、ホワイト、ブルー、レッドの 4 カラー展開ですが、「E55BT」、「E45BT」、「E35」はブラックとホワイトを 3 月 24 日（金）発売、ブ
ルーとレッドは 2017 年 5 月発売を予定しております。「E15」は 4 カラー同時に 3 月 24 日（金）発売です。
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特長

＜E55BT （イー55 ビーティ）＞

■ファブリック製ヘッドバンドを採用した新しいデザイン
ヘッドバンドはソフトなタッチのファブリック（布）素材を採用し、ユニークなデザインへ進化。
さらに、イヤカップはマットなカラーを使用したシンプルで落ち着いたデザインへと生まれ変わ
りました。適度な弾力性を備えたイヤパッドは、耳への圧迫感が少ないオーバーイヤータイ
プですので、長時間の装着でも快適にご使用いただけます。
■最大 2 台のデバイスと Bluetooth 接続が可能な「マルチポイント」機能搭載
最大 2 台のデバイスに Bluetooth 接続し電話の着信時に切り替えて使える「マルチポイ
ント」機能を搭載。片方のスマートホンで音楽を聴いている最中でも、もう片方のスマート
ホンの電話の着信を受けることができますので、会社用とプライベート用などで 2 台スマー
トホンをお持ちの方に便利な機能です。（2 台同時に音楽を聴くことはできません。）
■最大約20時間のワイヤレス音楽再生が可能
約 2 時間の充電で最大約 20 時間のワイヤレス音楽再生が可能ですので、長時間使
用しても充電切れの心配をすることなくご使用いただけます。
（再生・充電時間は、使用環境により異なります。）

■着脱式オーディオケーブルを付属しワイヤードでも使用可能
ワイヤードヘッドホンとしても使用可能なため、充電切れの際はケーブルにつないで音楽を
お楽しみいただけます。絡みづらいファブリック素材を採用したケーブルには、通話マイク付
1 ボタンリモコンが装備されており、曲の再生、一時停止、通話の操作が可能です。
■折りたたみできるコンパクトデザイン
イヤカップ部分は内側に折りたためる仕様になっており、コンパクトに収納が可能なため、持ち運
びに便利です。
■イヤカップ部のリモコンでワイヤレス使用時も簡単に操作可能
右イヤカップに 3 ボタンリモコンを装備しているため、ワイヤレスでお楽しみいただいている際にも、
音量の調整、曲の操作（再生、一時停止、曲戻し、曲飛ばし）、通話の操作が可能です。

Press Release
＜E45BT（イー45ビーティ）＞
■ファブリック製ヘッドバンドを採用した新しいデザイン
ヘッドバンドはソフトなタッチのファブリック（布）素材を採用したユニークなデザイン
へ進化。さらに、イヤカップはマットなカラーを使用したシンプルで落ち着いたデザ
インへと生まれ変わりました。コンパクトなオンイヤータイプですので、手軽にご使
用いただけます。
■最大 2 台のデバイスと Bluetooth 接続が可能な「マルチポイント」機能搭載
最大 2 台のデバイスに Bluetooth 接続し電話の着信時に切り替えて使える
「マルチポイント」機能を搭載。片方のスマートホンで音楽を聴いている最中で
も、もう片方のスマートホンの電話の着信を受けることができますので、会社用と
プライベート用などで 2 台スマートホンをお持ちの方に便利な機能です。
（2 台同時に音楽を聴くことはできません。）

■最大約16時間のワイヤレス音楽再生が可能
ワイヤレス音楽再生は、約 2 時間の充電で最大約 16 時間の連続使用が可能
ですので、長時間使用しても充電切れの心配をすることなくご使用いただけます。
（再生・充電時間は、使用環境により異なります。）

■着脱式オーディオケーブルを付属しワイヤードでも使用可能
ワイヤードヘッドホンとしても使用可能なため、充電切れの際はケーブルにつないで
音楽をお楽しみいただけます。絡みづらいファブリック素材を採用したケーブルには、
通話マイク付 1 ボタンリモコンが装備されており、曲の再生、一時停止、通話の操
作が可能です。
■折りたたみできるコンパクトデザイン
イヤカップ部分は内側に折りたためる仕様になっており、コンパクトに収納が可能なため、
持ち運びに便利です。
■イヤカップ部のリモコンでワイヤレス使用時も簡単に操作可能
右イヤカップに 3 ボタンリモコンを装備しているため、ワイヤレスでお楽しみいただいている
際にも、音量の調整、曲の操作（再生、一時停止、曲戻し、曲飛ばし）、通話の操作
が可能です。
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＜E35 （イー35）＞
■ファブリック製ヘッドバンドを採用した新しいデザイン
ヘッドバンドにソフトなタッチのファブリック（布）素材を採用し、ユニークなデザインへ進化。さら
に、イヤカップはマットなカラーを使用したシンプルで落ち着いたデザインへと生まれ変わりまし
た。コンパクトなオンイヤータイプですので、外出先などでも手軽にご使用いただけます。
■軽量設計により、持ち運びに便利
イヤカップ部分は折りたたみが可能な上、約 168g という軽量設計ですので持ち運びにも便利
です。
■1 ボタンリモコン搭載の着脱式オーディオケーブルを採用
絡みづらいファブリック素材を採用したケーブルには、通話マイク付 1 ボタンリモコンが装備されてお
り、曲の再生・一時停止・通話の操作が可能です。

＜E15 （イー15）＞
■外出先でも使いやすい軽量＆コンパクトなデザイン
本体は 14g の軽量かつコンパクトな設計ですので、外出時の使用に便利で
す。また、イヤホン部はシンプルなデザインへと一新し、どんなスタイルにも合わ
せやすくなりました。

■絡みづらいファブリックケーブルを採用
ファブリックケーブルを採用しているため、カバンやポーチの中でも絡みづらく、
移動中にカバンから取り出してすぐお使いいただけます。
■快適にフィットするイヤチップ
ソフトで快適な装着感のイヤチップを採用。S、M、L の 3 サイズが付属していますので、耳にぴったりなイ
ヤチップをお選びいただけます。（M サイズ装着済み）
■通話マイク付 1 ボタンリモコン搭載

マイク付き 1 ボタンリモコンが装備されているため、スマートホンなどのデバイスを取り出すことなく、曲
の再生・一時停止・通話の操作が可能です。
■専用キャリングポーチ付属

コンパクトな専用キャリングポーチを付属しているため、外出時の持ち運びに便利です。
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主な仕様

E55BT

製品名
タイプ
カラー
Bluetooth バージョン
対応プロファイル
ユニット
周波数特性
感度
インピーダンス
入力プラグ
ケーブル
重量（本体のみ）
電池

密閉ダイナミック型 （オーバーイヤー）Bluetooth ワイヤレス
ブラック、ホワイト、ブルー、レッド
V4.0 ※伝送範囲：Class2（通信距離 10m、障害がない場合）
A2DP v1.2、AVRCP v1.4、HFP v1.6、HSP v1.2
50mm 径ドライバー
20Hz-20kHz
96dB/mW
32Ω
3.5mm ステレオミニプラグ ※ワイヤードで使用時
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 130 ㎝）
約 230g
充電：約2時間、音楽再生：最大約20時間
※付属のケーブルを接続し ワイヤードヘッドホンとしても使用可能

価格
発売日

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）
オープンプライス ※公式通販サイト販売価格15,880円（税抜）
2017 年 3 月 24 日（金） ※ブルー、レッドは 2017 年 5 月発売予定

製品名

E45BT （イー45 ビーティ）

付属品

E45BT

E55BT （イー55 ビーティ）

タイプ
カラー
Bluetooth バージョン
対応プロファイル
ユニット
周波数特性
感度
インピーダンス
入力プラグ
ケーブル
重量（本体のみ）
電池
付属品
価格
発売日

密閉ダイナミック型 （オンイヤー）Bluetooth ワイヤレス
ブラック、ホワイト、ブルー、レッド
V4.0 ※伝送範囲：Class2（通信距離 10m、障害がない場合）
A2DP v1.2、AVRCP v1.4、HFP v1.6、HSP v1.2
40mm 径ドライバー
20Hz-20kHz
96dB/mW
32Ω
3.5mm ステレオミニプラグ ※ワイヤードで使用時
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 130 ㎝）
約 185g
充電：2時間、音楽再生：最大16時間
※付属のケーブルを接続し ワイヤードヘッドホンとしても使用可能

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）
オープンプライス ※公式通販サイト販売価格11,880円（税抜）
2017 年 3 月 24 日（金） ※ブルー、レッドは 2017 年 5 月発売予定
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E35

製品名
タイプ
カラー
ユニット
周波数特性
感度
インピーダンス
入力プラグ
ケーブル
重量（本体のみ）

密閉ダイナミック型 （オンイヤー）
ブラック、ホワイト、ブルー、レッド
40mm 径ドライバー
20Hz-20kHz
96dB/mW
32Ω
3.5mm ステレオミニプラグ
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 130 ㎝)
約 168g

価格
発売日

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130㎝)
オープンプライス ※公式通販サイト販売価格7,880円（税抜）
2017 年 3 月 24 日（金） ※ブルー、レッドは 2017 年 5 月発売予定

製品名

E15 （イー15）

付属品

E15

E35 （イー35）

タイプ
カラー
ユニット
周波数特性
感度
インピーダンス
入力プラグ
ケーブル
重量（本体のみ）
付属品
価格
発売日

※仕様、価格は変更となる場合がございます。

密閉ダイナミック型 （カナル）
ブラック、ホワイト、ブルー、レッド
8.6mm 径ドライバー
20Hz-20kHz
100dB/mW
16Ω
3.5mm ステレオミニプラグ
スマートホン用マイク付 1 ボタンリモコン搭載（約 120 ㎝）
約 14g
イヤチップ（S、M、L） ※Mサイズ装着済み、キャリングポーチ
オープンプライス ※公式通販サイト販売価格3,880円（税抜）
2017 年 3 月 24 日（金）
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＜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
走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル
端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約 30,000 名の社員が在
籍、2016 年 12 月末までの 12 か月で 72 億米ドルの売上を報告しています。

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 : 松下・宇野・丸山
Tel：03-5572-6064/Fax：03-5572-6065
Mail: harman@vectorinc.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/

製品画像ダウンロード
http://press.harman-japan.co.jp/

ハーマン公式通販サイト
http://shop.harman-japan.co.jp/

