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Chromecast built
built-in 搭載ワイヤレススピーカーが JBL に登場！
登場！

「JBL
JBL PLAYLIST」を
PLAYLIST
9 月 15 日（金）に新発売
に新発売

マットホワイト

マットブラック

マットブルー

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：
ナショナル株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：トム・メッツガー
トム・メッツガー）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
JBL」から Chromecast built-in 搭載 ワイヤレススピーカー「JBL
ワイヤレススピーカー
PLAYLIST」を 9 月 15
日（金）より発売いたします。
今回発売する「JBL PLAYLIST（プレイリスト
（プレイリスト）」はJBLブランド初の「Chromecast built-in」を搭載
搭載した ワイヤレススピーカーです。
Chromecast built-in搭載により、Spotify
SpotifyやGoogle Play Musicなどのお気に入りのサービスからの音源を、
のお気に入りのサービスからの音源を、スマートホンなどから
簡単にスピーカーで再生をすることが可能となりました
再生をすることが可能となりました。Wi-Fiを経由して音楽を再生するため、
ため、24bit/96kHzの高音質サウンド
が楽しむことができます。また、Spotify
Spotify Connectに対応しているためスマートホンやタブレットを使わず、
Connect
ンやタブレットを使わず、本体の再生ボタンをワン
タッチするだけで、再生していたSpotifyの
のプレイリストをすぐに聴くことが可能です。
デザインは、どの部屋にもセットしやすいコンパクト
どの部屋にもセットしやすいコンパクトな薄型設計。カラーは、クールかつ落ち着きのある「マットホワイト」「マットブラッ
つ落ち着きのある「マットホワイト」「マットブラッ
ク」「マットブルー」の 3 色をご用意いたしました。マット仕上げとグリルファブリックカバーにより、どんな部屋にもマッチしやすいデザイ
ンです。
Chromecast built-in を搭載したワイヤレススピーカー「
したワイヤレススピーカー「JBL PLAYLIST」で、さらに快適な音楽空間
音楽空間をお楽しみください。
製品名

タイプ

JBL PLAYLIST

Chromecast built-in
in 搭載
ワイヤレススピーカー

カラー
マットホワイト、
マットブラック、
マットブルー

発売日
9 月 15 日（金）

価格
オープン価格
※公式通販サイト販売価格：18,880
※公式通販サイト販売価格：
円(税抜)
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■Chromecast built-in 搭載および Spotify Connect に対応
Chromecast built-in搭載スピーカーのため、
ため、SpotifyやGoogle Play Musicなどお気
に入りのモバイル･ミュージックサービスをスマートホンなど
スマートホンなどから瞬時に音楽再生が可
能です。
また、ワンタッチで Spotify 接続が可能※です。Spotify Connect に対応しているの
で、スマートホンやタブレットを使わず、本体の
本体の再生ボタンを押すだけで 再生していた
プレイリストを再開することができます。
※Spotify Connect 機能を使用するには、Spotify
Spotify Premium（有料）のアカウントが必要です。
Premium

■Wi-Fi経由で24bit/96kHz の高音質サウンドを実現
新開発の57mm径ドライバーと低音の厚みを増強させるパッシブラジエーターの
ドライバーと低音の厚みを増強させるパッシブラジエーターの搭載により、JBL
JBLの持ち味であるクリアな中高域
に加え、迫力あるJBLサウンドをお届けします。
サウンドをお届けします。
また、JBL PLAYLISTは24bit/96kHzに
に対応しているので、Wi-Fi経由の音楽再生時には、さらなる
さらなるハイクオリティサウンドが楽し
めます。さらに、Wi-Fiは2.4GHzと5GHzの周波数の帯域に対応しており、
の周波数の帯域に対応しており、より早く、確実で安定性の高いワイヤレス接続が可能
、確実で安定性の高いワイヤレス接続が可能
です。

■ペアリング不要！Google Home アプリを使用して簡単セットアップ
アプリを使用して簡単
Chromecast や Spotify Connect を使用する
使用する際には Google Home アプリを
使い、簡単にセットアップすることが可能です。
セットアップすることが可能です。Wi-Fi 接続なので、毎回のペアリ
ングの必要がなく、接続後は Chromecast
mecast built
built-in 対応アプリから簡単に音楽
をスピーカーに CAST できます。ボリュームや
ボリュームや曲変更などの操作もスマートホン
などのデバイスから可能です。

■薄型設計で落ち着きのあるコンパクトなデザイン
薄型設計で落ち着きのあるコンパクトなデザイン
JBL PLAYLIST は薄型設計でどの部屋にもセットしやすいコンパクトなデザインを採用。カラー
は薄型設計でどの部屋にもセットしやすいコンパクトなデザインを採用。カラーは、クールかつ落ち着きのある「マ
ットホワイト」「マットブラック」「マットブルー
マットブルー」の 3 色をご用意。またマット仕上げとグリルファブリックカバーにより、どんな部屋にもマッ
チしやすいデザインとなっております。

■Bluetooth, もしくは 3.5mm 外部入力でも再生可能
Bluetooth による接続、もしくは 3.5mm の入力端子での有線接続も可能なため、普段お使い
の入力端子
接続も可能なため、普段お使いの接続方法で音楽をお楽しみいた
だけます。
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製品名
カラー

JBL PLAYLIST（プレイリスト）
PLAYLIST
マットホワイト、マットブラック、マットブルー

Bluetooth

バージョン 4.2

入力接続

Wi-Fi、Bluetooth
Bluetooth、外部入力

最大出力

15W×2

ユニット
周波数特性
サイズ(H x W x D)
重量

※伝送範囲：Class2（通信距離 10m、障害がない場合）

57mm 径フルレンジドライバー×2
径
60Hz-20kHz
20kHz
131mm x 316mm x 147mm
約 1,120g

付属品

AC 電源コード

発売日

2017年9
9月15日（金）
オープンプライス

価格

.

※公式通販サイト販売価格 18,880 円（税抜）

※仕様、価格は変更となる場合がございます。
※Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の商標です。Spotify
の商標です。
のサービス名・ロゴは Spotify グループの商標です。
グループの商標です。Chromecast、Google Play は、
Google Inc.の商標または登録商標です。
の商標または登録商標です。その他会社名、各サービス名は、一般に各社の商標または登録商標です。
名は、一般に各社の商標または登録商標です。
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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。
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
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（米国本社
）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
Harman Kardon®、Infinity®、JBL®、
®
®
®
Lexicon 、Mark Levinson 、Revel 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 5,000 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 名の社員が在籍し、2017 年 3 月にて韓国サムスン電子の子会社となりました。
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