
EON ONE EON ONE PROEON ONE Compact-Y3

「音」の面倒、EON ONEがまとめて引き受けます
集会や行事、催し物の「音」に満足していますか？

ポータブルPAシステム“EON ONE”なら、「音」の様々な問題をまとめて解決できます。
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ミキサーやパワーアンプを内蔵しており、複雑で面
倒な配線は必要ありません。機能を厳選しているた
め操作も簡単です。

充電式モデルはコンセントの位置に縛られずに設置
できるため、質の高いJBLサウンドをあらゆる場所
に届けることができます。 ※防塵防滴仕様ではありません。

「難しい」を解決 「コンセントが遠い」を解決

世界的に評価の高いJBL製で、クリアで力強い音を
隅々にまで届けます。音の届く範囲が広いので、 
大きな会場も1台でカバー可能です。

片手で持ち運べる小型/軽量なボディーに、必要な
機能を全て内蔵。運搬/保管が容易なうえ、持ち運び
に便利なカバーも用意しています。

「聞こえない」を解決 「大きくて重い」を解決



ポータブルPAシステム

EON ONE Compact-Y3
オープンプライス

EON ONE Compact-Y3
様々なシーンに妥協のないサウンドを届ける
小型/軽量/充電式ポータブルPAシステム。

妥協のないJBLサウンドを出力
■	高い評価を受ける「JBL」製の高
性能スピーカーを搭載。

■	クラストップの最大音圧レベルを
達成し、 隅々にまで高品位な音を
出力。

■	プロ仕様のプリアンプやスタジ
オ・クオリティーのエフェクトを
装備。

小型/軽量/充電式で様々なシーンで活躍
■	軽量/コンパクトで持ち運びが簡単。設置も柔軟に行え、 横置き
やスタンドに立てにも対応。

■	約2.5時間の充電でおよそ12時間駆動可能※。電源の確保が難し
い環境にも質の高いJBLサウンドを出力。充電中の使用も可能。

■	持ち運びに便利な専用カバーを用意。
※	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。

軽量/コンパクトで片手で
簡単に持ち運べる 縦置き、横置き、スタンド立てに対応

「JBL」製スピーカーを搭載

音の拡声に必要な全ての機能を搭載
■	コンデンサーマイクや楽器を直接入力できる本格的な4chミキ
サーを内蔵。Bluetooth入力にも対応し、 専用アプリで1台の端
末から4台のEON	ONE	Compact-Y3に信号を送ることも可能。

■	各chにはトーンコントロールとリバーブを装備。マイクで話すと
自動でBGMの音量を下げるダッキング機能や、 縦置き/横置きを
検知して自動で最適な音質に切り替える機能も搭載。

■	スピーカーの増設に便利なパススルー端子や出力前の信号を確認
できるヘッドホン端子を装備。

本格的な4chミキサーを内蔵

運用に便利なリモート・コントロール機能を装備
■	iOS、 Android	OSに対応した
専用アプリ 「JBL	Compact	
Connect」を用意。端末から最
大4台のEON	ONE	Compact-	
Y3をワイヤレスでコントロール
可能。

■	端末充電用のUSB端子を2系
統備えており、そのうち1系統
は2A出力で急速充電に対応。 アプリの操作画面

■ 仕様
周波数レンジ 37.5Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 100°×60°
最大音圧レベル 112dB	SPL（ピーク）
ドライバー構成 LF：8インチ（203mm）、HF：1インチ（25mm）
パワーアンプ 150W
入力 チャンネル数 4

端子・形式 CH1/2：XLRと標準フォーン（3P）対応の複合型端子
CH3：標準フォーン（2P）、CH4：ステレオ・ミニフォーン

出力 端子・形式 スルー：標準フォーン（3P）
ヘッドホン：ステレオ・ミニフォーン

電源 AC100V、50/60Hz
消費電力
（1/8出力、ピンクノイズ） 10W

寸法（W×H×D） 256×399×291mm（除突起部）
質量 7.7kg
付属品 電源コード、和文取扱	説明書

カバー
EON ONE Compact-Y3カバー オープンプライス

手に持つことはもちろん、バックパックとして背中に背負う
ことも可能。

スピーカースタンド
JBLTRIPOD-MA オープンプライス

■	先端形状：φ35mmポール　■	耐荷重：68kg
■	質量：2.6kg

交換用リチウムイオン電池
EON ONE Compact-Y3BATT オープンプライス

■ オプション

アンプ内蔵



ポータブルPAシステム

EON ONE (高出力モデル) オープンプライス

EON ONE PRO (充電式モデル) オープンプライス

EON	ONE
収納時

 2年保証  2年保証

EON	ONE	PRO
収納時

※	内蔵リチウムイオン	
電池は1年保証

EON ONE、EON ONE PRO
設置はもちろん、保管、運搬も容易な
スタンドいらずのオールインワンPAシステム。

■ 仕様
EON ONE

周波数レンジ（－10dB） 37.5Hz～18.5kHz
指向角度（水平×垂直） 100°×50°
最大音圧レベル 118dB	SPL（ピーク）
ドライバー構成 LF：10インチ（254mm）、HF：2インチ（51mm）×6
パワーアンプ 380W（LF：250W＋HF：130W）、Class	D
入力 チャンネル数 6（2モノラル＋2ステレオ）

端子・形式 CH1/2：XLRと標準フォーン（3P）対応の複合型端子
CH3/4：標準フォーン（3P）またはRCA
CH5/6：ステレオ・ミニフォーン

出力 端子・形式 モニターL/R：RCA
電源 AC100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 120W
寸法
（W×H×D）

使用時（最大） 373×2,017×498mm（除突起部）
収納時 373×596×498mm（除突起部）

質量 20kg
付属品 高域用スピーカー、連結パーツ×2、電源コード、	

和文取扱説明書

EON ONE PRO

周波数レンジ（－10dB） 37.5Hz～18.5kHz
指向角度（水平×垂直） 100°×50°
最大音圧レベル 118dB	SPL（ピーク）
ドライバー構成 LF：8インチ（203mm）、HF：2インチ（51mm）×6
パワーアンプ 250W（LF：130W＋HF：120W）、Class	D
入力 チャンネル数 6（4モノラル＋1ステレオ）

端子・形式 CH1～4：XLRと標準フォーン（3P）対応の複合型端子
CH5/6：RCAまたはステレオ・ミニフォーン

出力 端子・形式 モニターL/R：RCA、スルー：XLR
電源 AC100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 140W
寸法
（W×H×D）

使用時（最大） 267×2,023×400mm（除突起部）
収納時 267×592×400mm（除突起部）

質量 17kg
付属品 高域用スピーカー、連結パーツ×2、電源コード、	

和文取扱説明書

クリアなサウンドを広いエリアに均一に出力
■	コンサート用スピーカーの技術を
応用し、 クリアなサウンドを会場
の後方まで均一に出力。

■	高域用スピーカーの高さは、 設置
場所に合わせて3段階に変更可能。

■	大型のサブウーファーを搭載し深
みのある低域を実現。

EON ONE PROは使用場所を選ばない充電式
■	約5時間の充電でおよそ6時間駆動可能※。電源の確保が難しい環
境にも質の高いJBLサウンドを出力。充電中の使用も可能。
※	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。

Bluetooth入力にも対応する多機能ミキサーを内蔵
■	Bluetooth入力にも対応する多機能ミキサーを内蔵。EON	ONE	
PROはファンタム電源の供給が可能なうえ、 楽器を直接接続でき
るHi-Z入力や端末充電用のUSB端子も搭載。

■	システムの拡張に便利なモニ
ター出力を装備。EON	ONE	
PROはスピーカー増設用のス
ルー出力も搭載。

高域用スピーカーの高さは
3段階に調整可能

アンプ内蔵

カバー
EON ONEキャスター付カバー

オープンプライス

キャスター付き。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。

■ オプション
カバー
EON ONE PROキャスター付カバー

オープンプライス

キャスター付き。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。

EON	ONE	PROの操作パネルEON	ONEの操作パネル

設置はもちろん、保管、運搬も容易
■	上面に高域用スピーカーを差し込むだけで
すぐに使用可能。スタンドや配線は不要。

■	高域用スピーカーは本体の背面に収納でき
るため、保管や運搬が容易。

■	音の到達範囲が広いので大きな会場も1台で
カバー。様々な機能を内蔵しており全体の
機材量も大幅に削減。

背面に収納された
高域用スピーカー



EON ONE + WMS40 VOCAL(JP1/JP2)
オープンプライス

「EON	ONE」とAKGのワイヤレスマイク「WMS40	PRO	MINI	
VOCAL	SET(JP1/JP2)」をセットにしました。別々にお買い求めい
ただくよりもお得なうえ、標準フォーン(3P)	→	標準フォーン(3P)の接
続ケーブル(3m)も付属しており、購入後すぐにお使いいただけます。

+ +
EON	ONE WMS40	PRO	MINI

VOCAL	SET
接続ケーブル

■ 接続ケーブルも付属するEON ONEとワイヤレスマイクのお得なセット

ケーブルで接続するワイヤード・ハンドマイク

ケーブルのいらないワイヤレス・ハンズフリーマイク

ケーブルのいらないワイヤレス・ハンドマイク

D5 CS 価格：オープン WMS40 PRO MINI VOCAL SET
価格：オープン

WMS40 PRO MINI INST SET 価格：オープン

■ オプション

■	高音質/高耐久性のプロ
仕様ハンドマイク。

■	ON/OFFスイッチ付き。

■	優れたコストパフォーマンスと簡単操作
のワイヤレス・ハンドマイク。

■	必要なものが全て付属し、購入後すぐに
使用可能。

■	優れたコストパフォーマンスと簡単操作のワイヤレ
ス・システム。

■	C544	LやCK99	Lと組
み合わせることで、両手
を自由に使えて便利。

 2年保証

C544 L 価格：オープン

■	頭に装着するマイク。両手を自由に使えて
便利。

■	激しい動きにもずれず、汗にも強いため、
様々なシーン
で活躍。

 2年保証

CK99 L 価格：オープン

■	襟元に装着するマイ
ク。両手を自由に使え
て便利。

■	洋服などに取り付ける
ためのクリップが付属。

 2年保証

 2年保証

P3 S 価格：オープン

■	コストパフォーマンスに
優れたハンドマイク。

■	ON/OFFスイッチ付き。

■ カバー範囲比較表 授業、セミナー、イベントでの
スピーチや小音量の音楽の拡声

運動会、お祭り、ライブ/カラオケ、
フィットネスでの大音量の音楽の拡声

カバー範囲
使用
場所※1 観客数目安※2 広さ目安※2/3 使用

場所※1 観客数目安※2 広さ目安※2/3

小

大

EON ONE Compact-Y3
様々なシーンに妥協のないサウンドを届ける
小型/軽量/充電式ポータブルPAシステム

4ch
150 8in

屋内 100人 80㎡ 屋内 60人 50㎡

屋外 60人 50㎡ 屋外 40人 30㎡

EON ONE PRO
充電式で使用場所を選ばない
スタンドいらずのPAシステム

6ch
250 8in

屋内 150人 120㎡ 屋内 90人 75㎡

屋外 90人 75㎡ 屋外 60人 45㎡

EON ONE
1台で広範囲をカバーする
スタンドいらずのPAシステム

6ch
380 10in

屋内 240人 190㎡ 屋内 140人 110㎡

屋外 150人 120㎡ 屋外 90人 70㎡

※1.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。　※2.「観客数」と「広さ」は目安です。設置環境により異なります。　※3.一般的な教室は60㎡です。

●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。


