EON ONE MK2-Y3
音響担当者をあらゆる手間から解放する
充電 / 自立式、多機能ポータブル PA システムの 3 年保証モデル
EON ONE MK2-Y3は、小規模イベントの音響担当者をあらゆる手間から解放
する、充電/自立式の多機能ポータブルPAシステムです。電源確保や設置場所に
悩むことなく運搬～設置が最小限の労力で行えるので、運用に集中できます。
多彩な機能により1台でPAシステムが完結できるうえワイヤレスでの制御も可能
で、専任の音響担当者がいない集会やセミナーにも最適です。

充電式で使用場所を選ばず活躍

ポータブルPAシステム

EON ONE MK2-Y3

オープンプライス

アンプ内蔵

■ 大容量のリチウムイオン電
池を搭載し、 1回のフル充
電で約6時間駆動可能 ※1。
電源の確保が難しい屋外等
の環境にも、質の高いJBL
サウンドを届けることができ
ます ※2。充電中も使用可能
です。
■ 電池はスペーサーに内蔵さ
れているので、 素早く簡単
に 交 換 で き ま す。2 本 の 電池内蔵スペーサー
スペーサーを同時に充電で
き る 充 電 器 「EON ONE
MK2 Charger」も近日発売予定です。

EON ONE MK2 Charger

※1 使用時の設定や使用環境、
電池の劣化状況により異なります。
※2 防塵防滴仕様ではありません。
取扱説明書に従って動作保証の範囲内でお使いください。

設置はもちろん、保管、運搬も容易
■ サブウーファー一体型パワード・ミキサーの上面に、筒状の高域用ス
ピーカーやスペーサーを差し込むだけですぐに使用可能。重くてか
さばるスピーカースタンドや面倒な配線は必要ありません。
■ 高域用スピーカーとスペーサーはパワード・ミキサーの背面に収納で
きるため、保管や運搬が容易です。
「EON ONE MK2キャスター付
カバー」も近日発売予定です。

収納時

小規模イベントの音響担当者をあらゆる手間から解放
■ 充電式かつ自立式で、電源確保や設置場所に悩む必要はありません。

背面に収納された
高域用スピーカーとスペーサー

高域用スピーカーとスペーサーは
収納後ロックが可能

■ 高域用スピーカーは本体裏に収納できるため保管/運搬が容易です。
■ 内蔵の多機能デジタル・ミキサーにより1台で全ての信号処理が行え
るため、外部調整機器は不要です。
■ クリアなサウンドを広いエリアに均一に出力できるため、今まで2台
のスピーカーを設置していた空間も1台でカバー可能。面倒な配線
も最小限で済み、音響担当者の負担を劇的に削減できます。
■ 携帯端末からワイヤレスで操作が可能で、本番中にスピーカーのそ
ばにいる必要はありません。

EON ONE MK2キャスター付カバー

多機能ミキサーを内蔵し、1台でPAシステムが完結

123dBの最大音圧レベルでクリアな音を広大なエリアに出力

■ ファンタム電源の供給が可能なXLRやHi-Z入力用の標準フォーン
など様々な入力端子に加え、 Bluetoothによるワイヤレス入力にも
対応。スピーカー増設用のスルー出力も備えています。

■ JBL製大規模ラインアレイ・スピーカーの
技術を応用し、8基の高域用ドライバーを
緻 密に計 算された角 度でライン状に配
置。
ドライバー間の音の干渉を最小限に
抑えながら優れた遠達性を実現し、クリア
なサウンドを会場の後方まで均一に届け
ることが可能です。水平のカバレージ角
も広く、1本で隅々までカバーできます。

■ EQやリバーブ、ディレイはもちろん、ハウリングサプレッサーやダッ
キングなど、 PAに必要なあらゆるエフェクトを内蔵。一台で全ての
信号処理が行えるため外部調整機器は必要ありません。
■ 専用アプリを用意し、 携帯端末からワイヤレス操作が可能です。端
末充電用のUSB端子も2系統備えています。

■ 高域用スピーカーは高さを2段階に調整
できるので、状況に合わせたセッティング
が可能です。

緻密に計算された角度で
配置された高域用ドライバー

■ サブウーファーは高出力で、コンパクトな
ボディーからは想像できない深みのある
低域が得られます。

本体背面に搭載されたミキサーの操作パネルと入出力端子

高出力サブウーファー

専用アプリ「JBL Pro Connect」の操作画面

123dB SPL(AC)
119dB SPL( バッテリー )

LF

10 インチ (254mm)

HF

2 インチ (51mm) × 8

パワーアンプ

1500W( ピーク )

インピーダンス

CH1 ～ 3：4k Ω ( バランス )
CH4：2M Ω ( バランス )
CH5/6：10k Ω ( アンバランス )

スルー出力

端子・形式

標準フォーン

Bluetooth

通信方式

Bluetooth 標準規格 Ver.5.0

最長通信距離

見通しの良い状態で約 15 ｍ

対応コーデック

SBC

電源

AC100V、 50/60Hz

消費電力

最大 300W

エンクロージャー

ポリプロピレン製、 黒

寸法 (W×H×D) 使用時 ( 最大 )
収納時

325 × 2,000 × 490mm( 除突起部 )

高域用スピーカー

スペーサー

84.2
449 65.0 63.0

CH1 ～ 3：XLR と標準フォーン (3P) 対応の複合型端子
CH4：標準フォーン
CH5/6：ステレオ・ミニフォーン

1404

6(4 モノラル＋ 1 ステレオ )

端子・形式

5.0

チャンネル数

2000

入力

596

ドライバー構成

84.2

84.2
449 65.0 63.0

140º × 30º

最大音圧レベル

85.5

37Hz ～ 20kHz

指向角度 ( 水平×垂直 )

580

周波数レンジ ( － 10dB)

1.5

■寸法図
490

様

電池内蔵スペーサー
5.3

■仕

高域用スピーカーの高さは
2 段階に調整可能

325

325 × 596 × 490mm( 除突起部 )

質量

19kg

付属品

高域用スピーカー、 電池内蔵スペーサー、スペーサー、
電源コード、 和文取扱説明書

■オプション
カバー

充電器

EON ONE MK2キャスター付カバー
近日発売予定

オープンプライス

キャスター、 持ち手付き。 上部のハンドル部分は開
閉でき、 キャスター台とカバーは分離可能。 小物を
収納できるポケットを装備。

EON ONE MK2 Charger

近日発売予定 オープンプライス

2本の電池内蔵スペーサーを同時に充電可能。
※電池内蔵スペーサーは付属しておりません。
充電器

EON ONE MK2 Battery

近日発売予定 オープンプライス

交換/予備用電池内蔵スペーサー。
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●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。
●商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。
●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生した
いかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

