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JBL とアンダーアーマーのコラボレーションモデル
防水×トークスルー機能搭載 シリーズ初のワイヤレスヘッドホンも登場！

「UA SPORT WIRELESS」シリーズ最新モデル 新発売

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：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」と、アメリカ ボルティモアを本拠とするパフォーマンスアスレチックブランド
「UNDER ARMOUR（アンダーアーマー）」がコラボレーションした、「UA SPORT WIRELESS」シリーズの最新モデル、「UA SPORT
WIRELESS TRAIN」、「UA SPORT WIRELESS REACT」、「UA SPORT WIRELESS PIVOT」を11月22日（木）より発売します。
「UA SPORT WIRELESS」シリーズは、音楽が関わるあらゆるシーンで愛用され、多くのプロフェッショナルから信頼されてきたオーディ
オブランド「JBL」と、「アスリートを進化させる」ことをミッションに掲げる「UNDER ARMOUR」とのパートナーシップによって実現しました。
長年アスリートのパフォーマンスアップに取り組んできたアンダーアーマーの知見を取り入れ、運動中でも快適に高音質をお楽しみい
ただけるワイヤレススポーツイヤホンシリーズです。
「UA SPORT WIRELESS」シリーズのクールなデザインを踏襲し、ワークアウトに便利で機能的なスペックを搭載した今回の最新モデ
ルは、シリーズ初のワイヤレスオンイヤーヘッドホン「UA SPORT WIRELESS TRAIN（トレイン）」、高級感のあるデザインと激しい運動
にも耐えるスペックを両立した「UA SPORT WIRELESS REACT（リアクト）」、「REACT」のスタイル違いでトレーニング中でも外れにく
い耳掛けデザインの「UA SPORT WIRELESS PIVOT（ピボット）」の 3 モデルをご用意しました。
今回発売の 3 モデルには、すべてトークスルー機能を搭載。ヘッドホンやイヤホンを取り外さずに隣の人と会話することが可能で、ト
レーニング中にインストラクターと話をしたいときや買い物時など一時的な会話時に便利な機能です。さらに、運動中の大量の汗に
も安心な防汗仕様（防水機能 IPX4～7 対応）で、雨天時や激しい運動中に汗をかいても安心してスポーツやトレーニングに集中
することができます。
またヘッドホン「UA SPORT WIRELESS TRAIN」は、動いている時でも操作がしやすいよう、各種操作ボタンを通常より大きめに設
計し、トレーニング中でも操作しやすい配置にしました。イヤーパッドには通気性の高い、アンダーアーマーのアパレル製品にも使用さ
れているメッシュ素材を採用。取り外して水洗いもできる珍しいイヤーパッドで、アスリートの意見を各所に取り入れたワイヤレスヘッド
ホンです。ワンタッチ操作が可能で耐久性にも優れたデザインと、ワークアウトに便利なスペックを搭載し、スポーツやトレーニング中で
も大迫力の JBL サウンドをお楽しみいただけます。イヤカップ部分は折りたためるので、コンパクトに持ち運ぶことができます。
イヤホンの 2 モデルには、激しい動きにも外れないウイング付スタビライザーとイヤーチップを採用し、しっかりした装着感と密閉感を実
現しました。ケーブルには、断線しづらく取り回しのしやすいファブリック素材を使用し、耐久性を高めています。さらに周囲の音を聞き
やすくするアンビエントアウェア機能も搭載し、周りの音を聞きやすくすることで、トレーニング中でも安全に音楽を楽しんでいただくこと
ができます。
運動時に最適な機能・装着感が高まった JBL とアンダーアーマーの新コラボレーションモデルで、スポーツ中や外出時などあらゆるシ
ーンで快適に上質なサウンドをお楽しみください。

特長

＜UA SPORT WIRELESS REACT について＞
■ストレートなインイヤーデザインと激しい運動に耐えるスペックを両立
「UA SPORT WIRELESS」シリーズから、ストレートなインイヤーデザインのイヤホンが登場。アルミ素材を使用した
高級感のあるデザインと、激しいスポーツやトレーニングにも耐えることができるスペックを両立しました。激しい動き
にも外れないウイング付スタビライザーとイヤーチップで、しっかりした装着感と密閉感を実現。ケーブルには、断線し
づらく取り回しのしやすいファブリック素材を使用し、耐久性を高めています。ネッククリップを装備しているため、トレー
ニング中はウェアに固定することも可能です。さらにイヤホン本体にはマグネットを内蔵し、使用しない休憩時や歩行
時でも不要な揺れを防ぎ、快適に身につけることができます。
■一時的な会話に便利なトークスルー機能を搭載
イヤホンを取り外さずに隣の人と話すことができるトークスルー機能を搭載。リモコン部分のトークスルー/アンビエ
ントアウェアボタンを 1 回押すと再生音楽の音量が下がり、外の音が聞こえる状態で会話をすることが可能です。
トレーニング中にインストラクターと話をしたいときや買い物時などに便利な機能です。同じボタンをもう一回押す
と再生音量が戻ります。
■周囲の音を聞きやすくするアンビエントアウェア機能
屋外で周囲の環境音を聞きやすくするアンビエントアウェア機能を搭載。車の音や周りの音を聞きやすくすることで、ランニング中でも
安全に音楽を楽しんでいただくことができます。また、車内放送や構内放送など、大切な情報を聞き逃さないようにしたい時に便利
な機能です。リモコン部分のトークスルー/アンビエントアウェアボタンを 2 回押すと再生音楽の音量が下がり、もう一度 2 回押すと戻
ります。
■運動中の大量の汗にも安心な防汗仕様（防水機能 IPX7 対応）
防水機能（IPX7)に対応しているため、雨の日の着用のほか、激しい運動中に汗をかいても安心
してスポーツやトレーニングに集中することができます。また、アスリートの激しい運動にも対応でき
るよう耐久性を高めています。
■連続 9 時間再生
最大約 9 時間のワイヤレス再生が可能なため、長時間のトレーニングでもバッテリー切れを気にすることなくトレーニングに集中する
ことができます。
■お好みに合わせてお選び頂けるカラーバリエーション
場所やシーンを選ばずお使いいただけるブラック、ホワイトの全 2 色からお好みのカラーをお選びいただけます。

■Map My Run の 1 年間プレミアムメンバーシップ無料クーポン付き
アンダーアーマー社が提供するランニングアプリ「Map My Run」のプレミアムメンバーシップを 1 年間無料で利用で
きる特典クーポンを同梱。「Map My Run」は、すべてのランニングをトラッキングして、マップに記録できるのはもちろ
ん、最高のランニングルートを探して、お気に入りを保存、共有できるなど、パフォーマンスを改良するのに役立つ
機能が揃っています。

＜UA SPORT WIRELESS PIVOT について＞
■激しい運動でも外れにくい耳掛けデザインと耐久性のあるスペックを両立
「UA SPORT WIRELESS」シリーズから、より固定感のある装着が可能な耳掛けデザインのイヤホンが登場。
アルミ素材を使用した高級感のあるデザインと、激しいスポーツやトレーニングにも耐えることができるスペックを
両立しました。激しい動きにも外れないウイング付スタビライザーとイヤーチップで、しっかりした装着感と密閉
感を実現。耳に掛けて装着することでよりイヤホンが外れにくくなり、ケーブルタッチノイズを軽減します。
ケーブルには、断線しづらく取り回しのしやすいファブリック素材を使用し、耐久性を高めています。さらにイヤホ
ン本体にはマグネットを内蔵し、使用しない休憩時や歩行時でも不要な揺れを防ぎ、快適に身につけること
ができます。
■一時的な会話に便利なトークスルー機能を搭載
イヤホンを取り外さずに隣の人と話すことができるトークスルー機能を搭載。リモコン部分のトークスルー/アンビエ
ントアウェアボタンを 1 回押すと再生音楽の音量が下がり、外の音が聞こえる状態で会話をすることが可能です。
トレーニング中にインストラクターと話をしたいときや買い物時などに便利な機能です。同じボタンをもう一回押す
と再生音量が戻ります。
■周囲の音を聞きやすくするアンビエントアウェア機能
屋外で周囲の環境音を聞きやすくするアンビエントアウェア機能を搭載。車の音や周りの音を聞きやすくすることで、ランニング中でも
安全に音楽を楽しんでいただくことができます。また、車内放送や構内放送など、大切な情報を聞き逃さないようにしたい時に便利
な機能です。リモコン部分のトークスルー/アンビエントアウェアボタンを 2 回押すと再生音楽の音量が下がり、もう一度 2 回押すと戻
ります。
■運動中の大量の汗にも安心な防汗仕様（防水機能 IPX7 対応）
防水機能（IPX7)に対応しているため、雨の日の着用のほか、激しい運動中に汗をかいても安心し
てスポーツやトレーニングに集中することができます。また、アスリートの激しい運動にも対応できるよ
う耐久性を高めています。
■連続 9 時間再生
最大約 9 時間のワイヤレス再生が可能なため、長時間のトレーニングでもバッテリー切れを気にす
ることなくトレーニングに集中することができます。
■お好みに合わせてお選び頂けるカラーバリエーション
場所やシーンを選ばずお使いいただけるブラック、ホワイトの全 2 色からお好みのカラーをお選びいただけます。

■Map My Run の 1 年間プレミアムメンバーシップ無料クーポン付き
アンダーアーマー社が提供するランニングアプリ「Map My Run」のプレミアムメンバーシップを 1 年間無料で利用でき
る特典クーポンを同梱。「Map My Run」は、すべてのランニングをトラッキングして、マップに記録できるのはもちろん、
最高のランニングルートを探して、お気に入りを保存、共有できるなど、パフォーマンスを改良するのに役立つ機能
が揃っています。

＜UA SPORT WIRELESS TRAIN について＞
■「UA SPORT WIRELESS」シリーズ初のヘッドホンが登場
トレーニングにも気兼ねなく使えるキズや汗に強く、かつ柔軟でより良い装着感を提供するシリコン素材などを使
用した、「UA SPORT WIRELESS」シリーズ初の Bluetooth オンイヤーヘッドホンが登場。動いている時でも操
作がしやすいよう、各種操作ボタンを通常より大きめに設計し、トレーニング中でも操作しやすい配置にしまし
た。ワンタッチ操作が可能で耐久性にも優れたデザインと、ワークアウトに便利なスペックを搭載し、スポーツや
トレーニング中でも大迫力の JBL サウンドをお楽しみいただけます。

■トレーニング時の会話に便利なトークスルー機能を搭載
ヘッドホンを取り外さずに隣の人と話すことができるトークスルー機能を搭載。右のイヤーカップを一度押すと再生音楽の音量が下が
り、外の音が聞こえる状態で会話をすることが可能です。トレーニング中にインストラクターと話をしたいときなど一時的な会話に便利
な機能です。もう一度右のイヤーカップを押すと音量が戻ります。
■取り外し可能なウォッシャブルイヤーパッド
アパレルでも使用されている、軽量、耐久性、速乾性を兼ね備えたメッシュ状の SuperVent 素材を使用したイヤーパッドを採用。ト
レーニング後には取り外して水洗いも可能なため、汗や汚れを気にせずお使い頂けます。
■１ボタンリモコン付ケーブル付属で有線使用も可能
バッテリー切れの際も付属ケーブルを接続して、ワイヤードヘッドホンとして使用することができます。ケーブルには１ボタンリモコンを搭
載し、運動中でも音量調整、再生、一時停止を簡単に操作いただけます。
※有線使用時は、トークスルー機能はご使用いただけません。
■運動中の大量の汗にも安心な防汗仕様（防水機能 IPX4 対応）
生活防水よりもより強い防水機能（IPX4)に対応。大量の汗をかいても安心してスポーツに励
むことができます。また、アスリートの激しい運動にも対応できるよう耐久性を高めています。

■連続約 16 時間のワイヤレス再生を実現
約 2 時間の充電で最大約 16 時間のワイヤレス再生が可能なため、長時間のトレーニングでもバッテリー切れを気にすることなくお
使いいただけます。また、時間がないときにも便利な急速充電機能に対応しているため、約 5 分の充電で、最大約 1 時間の音楽
再生が可能です。
※使用環境により異なります。
■折りたたみできるコンパクトデザイン
本体は 240g と軽量で、さらに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、付属のキ
ャリングポーチに収納できます。使用しない休憩時や外出時の持ち運びに便利です。

■Map My Run の 1 年間プレミアムメンバーシップ無料クーポン付き
アンダーアーマー社が提供するランニングアプリ「Map My Run」のプレミアムメンバーシップを 1 年
間無料で利用できる特典クーポンを同梱。「Map My Run」は、すべてのランニングをトラッキングして、マップに記録
できるのはもちろん、最高のランニングルートを探して、お気に入りを保存、共有できるなど、パフォーマンスを改良
するのに役立つ機能が揃っています。

主な仕様
製品名

UA SPORT WIRELESS TRAIN

UA SPORT WIRELESS REACT

UA SPORT WIRELESS PIVOT

タイプ

Bluetooth オンイヤーヘッドホン

密閉ダイナミック型（インイヤー）
Bluetooth ワイヤレス

密閉ダイナミック型（インイヤー）
Bluetooth ワイヤレス

カラー

ブラック

ブラック/ホワイト

ブラック/ホワイト

バージョン 4.1 ※伝送範囲：Class2
（通信距離 10m、障害がない場合）

バージョン 4.1 ※伝送範囲：Class2
（通信距離 10m、障害がない場合）

バージョン 4.1 ※伝送範囲：Class2
（通信距離 10m、障害がない場合）

HFP v1.6、HSP V1.2
A2DP v1.2、AVRCP v1.4

HFP v1.6、 HSP V1.2
A2DP v1.2、AVRCP v1.4

HFP v1.6、 HSP V1.2
A2DP v1.2、AVRCP v1.4

SBC

SBC

SBC

40mm 径ドライバー

5.8mm 径ドライバー

5.8mm 径ドライバー

16Hz - 20kHz

20Hz - 20kHz

20Hz - 20kHz

101dB/mW

102dB/mW

102dB/mW

32Ω

14Ω

14Ω

重量

約 240g

約 22g
（ケーブルクリップ含む）

約 22g
（ケーブルクリップ含む）

電池

リチウムイオン電池（充電式）

リチウムイオン電池（充電式）

リチウムイオン電池（充電式）

充電： 約 2 時間
音楽再生： 最大約 9 時間

充電： 約 2 時間
音楽再生： 最大約 9 時間

Bluetooth
対応プロファイル
対応コーデック
ユニット
周波数特性
音圧レベル
インピーダンス

充電時間

充電： 約 2 時間
音楽再生： 最大約 16 時間
（急速充電：約 5 分の充電で約 1 時
間使用可能）

付属品

充電用ケーブル、キャリングポーチ、
1 ボタンリモコン付ケーブル、「Map My
Run」プレミアムメンバーシップ 1 年間
無料クーポン

充電用ケーブル、イヤチップ 3 サイズ
（S、M、L）※M サイズ装着済み、キャ
リングポーチ、「Map My Run」プレミア
ムメンバーシップ 1 年間無料クーポン

充電用ケーブル、イヤチップ 3 サイズ
（S、M、L）※M サイズ装着済み、キ
ャリングポーチ、「Map My Run」プレミ
アムメンバーシップ 1 年間無料クーポ
ン

発売日

11 月 22 日（木）

11 月 22 日（木）

11 月 22 日（木）

オープン価格
※公式通販サイト販売価格
19,880 円(税抜)

オープン価格
※公式通販サイト販売価格
14,880 円(税抜)

オープン価格
※公式通販サイト販売価
14,880 円(税抜)

価格

＜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®、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。

＜アンダーアーマーについて＞
「アスリートを進化させる」ことをミッションに掲げる“パフォーマンスアスレチックブランド“。
近年急速に普及した身体にフィット（密着）するアスリートのためのウェアの発祥ブランドであり、汗を素早く吸収、発散。身体
を常にドライで快適に保つウェアなど、アスリートのパフォーマンスを最大限に引き出す商品開発に取り組んでいます。

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 : 梨元・堀越・宇野
Tel：03-5572-7332/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/
ハーマン公式通販サイト
http://shop.harman-japan.co.jp/

