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Harman Kardon ならではの優れたデザインとサウンドクオリティを融合
エレガントな大人のライフスタイルに最適な
ポータブル Bluetooth スピーカー3 種が同時発売

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、伝統的
な音響技術と先進的なデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman
Kardon (ハーマンカードン)」から、高級感あふれるプレミアムなデザインが特徴の「ONYX STUDIO 6」、ビジネ
スシーンに最適でスタイリッシュに持ち運べる「ESQUIRE MINI 2」、防水機能付きでどこでも気軽にエレガント
に持ち出せる「NEO」の、3 種類のポータブル Bluetooth スピーカーを 9 月 6 日（金）より発売します。
「ONYX STUDIO 6 （オニキススタジオ 6）」は、Harman Kardon の臨場感豊かな厚みのあるサウンドと、インテ
リアのような印象的で独特なフォルムを融合させた高級感あふれるプレミアムポータブル Bluetooth スピーカー
です。ONYX シリーズ伝統のラウンド形状を踏襲し、高級ファブリック素材を使用した、エレガントな大人向けの
デザインに仕上げています。
重厚なアルミニウム製ハンドルを自然にデザインの内側に取り込み、印象的なデザインと持ち運びの利便性を
両立。シンプルで洗練されたファブリックの表面は、こだわりのあるインテリアレイアウトにも溶け込みます。内蔵
バッテリーを搭載し、また防水（IPX7）※1 対応のため、リビングやダイニングのみならず、キッチン、お風呂、バルコ
ニーなど、水濡れの想定される場所でも持ち運んでお使いいただけます。最大約 8 時間※2 の連続ワイヤレス
再生が可能で、1 日中ご自宅でゆっくり過ごしたい日やホームパーティーなどで長時間使用する際も、充電切
れの心配なく Harman Kardon の高音質なサウンドを提供します。
「ESQUIRE MINI 2（エスクワイヤミニ 2）」は、ポータブル Bluetooth スピーカーの人気モデル「ESQUIRE MINI
（エスクワイヤミニ）」から、さらに性能を向上させた最新モデルです。従来モデルよりも口径の大きな独自開発
のフルレンジスピーカーを搭載し、クリアな音質と豊かな低音を実現しました。最大約 10 時間※2 のワイヤレス
再生が可能で、モバイルバッテリーとしても使用できるため、いざという時にスマートホンやタブレットなどを充電
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することができます。また、２つのマイクを搭載することで強力なノイズキャンセリング機能を実現し、周囲の音が
気になる環境においても明瞭な通話が可能、電話会議などのビジネスシーンで活躍します。携帯に便利なキ
ャリングポーチを添付しているため、出張や外出先での打ち合わせなど、様々なビジネスの場面に役立ちます。
「NEO （ネオ）」は、Harman Kardon ならではのクリアで重厚なサウンドを手軽に持ち運ぶことができる、エレガン
トなデザインのポータブル Bluetooth スピーカーです。
本体は質感の高いメタル仕上げで、耐久性とエレガントさを両立したデザインを採用。Harman Kardon の象
徴となる“/”のシンボルを象ったグリルに、スタイリッシュなスクエアデザインと印象的なカラーバリエーションをご用
意しました。Harman Kardon の刻印入りホックが付いたストラップを付属し、バックのチャームとして鞄にかけて
持ち運ぶことが可能です。
コンパクトながら伸びやかな中高音と豊かな低音を実現。防水（IPX7）※1 対応のため、外出中の突然の雨に
も安心で、キッチンやバスルームなど水回りでの使用にも最適です。最大約 10 時間※2 の連続ワイヤレス再生
が可能のため、使う場所を選ばず持ち出すことができ、いつでもあらゆるシーンで高音質なサウンドをお楽しみ
いただけます。
ヴァイスプレジデント ダニエル・リーのコメント：
「Harman Kardon ブランドはその美しいサウンドとともに、機能とデザインを融合させた素晴らしいオーディオ体
験をお客様にお届けすることを使命としています。いずれの商品も、インテリアやビジュアルに感度の高い、大人
の方に是非お使いいただきたい商品です。」
Harman Kardon ならではのエレガントなデザインと、クリアで重厚なサウンドクオリティを融合し、スタイリッシュな
大人のライフスタイルに最適な 3 種類のラインアップが登場。ライフスタイルやシーンに応じて、お好みの一台を
お選びください。

製品名

タイプ

カラー

ONYX STUDIO 6

ポータブル Bluetooth
スピーカー

ブラック、
グレー、ブルー

発売日
9 月 6 日（金）

価格
オープン価格
※ SoftBank SELECTION
オンラインショップ 30,110 円
(税込)

ESQUIRE MINI 2

NEO

ポータブル Bluetooth
スピーカー

ポータブル Bluetooth
スピーカー

ブラック、
シルバー、ブル
ー、ブラウン、ロー
ズゴールド
グレー、ブルー
カッパー

9 月 6 日（金）

オープン価格
※SoftBank SELECTION
オンラインショップ 14,990 円
(税込)

9 月 6 日（金）

オープン価格
※SoftBank SELECTION
オンラインショップ 10,670 円
(税込)
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ONYX STUDIO 6 について
特長
■伝統のラウンドデザインと高級ファブリックを採用
「ONYX STUDIO 6」は、Harman Kardon の臨場感豊かな厚みのあるサウンドと、インテリアのような印象的で
独特なフォルムを融合させた高級感あふれるプレミアムポータブル Bluetooth スピーカーです。 ONYX シリーズ
伝統のラウンド形状を踏襲し、高級ファブリック素材を使用した、エレガントな大人向けのデザインに仕上げて
います。ボディの上部には重厚なアルミニウム製ハンドルを自然にデザインの内側に取り込み、その印象的なデ
ザインを引き立ててつつ、持ち運びの際の利便性を両立させました。シンプルで洗練されたファブリックの表面は、
こだわりのあるインテリアレイアウトにも溶け込みます。
■臨場感豊かで厚みのある音質
ポータブルスピーカーながら、25mm 径ツイーターと 120mm ウーファーに加え、パッシブラジエーターを搭載し、
Harman Kardon のクリアで重厚なサウンドを再生することが可能です。また、別の「ONYX STUDIO 6」と 2
台同時にワイヤレス接続できる Harman Kardon Wireless Dual Sound 機能にも対応。ホームパーティーなど
複数人で集まるシーンでは、よりパワフルなサウンドでお楽しみいただくことも可能です。
■バッテリーで持ち運びが可能、防水(IPX7)※2 対応により使う場所を選ばない
本体に内蔵バッテリーを搭載し、最大約 8 時間※2 の連続ワイヤレス再生が可能です。防水（IPX7 防浸形）
※1
に対応しているため、リビングやダイニングでの使用のみならず、キッチン、お風呂、バルコニーなど、水のかか
りやすい場所でも安心してお使いいただけます。
※1
※2

防水性能 IPX7 は、水深 1m の水中にスピーカーを最大 30 分間入れても浸水しないと定義されています。
再生時間は、ボリュームレベルや再生内容により異なります。

■カラーバリエーションは全 3 色をご用意
カラー展開は全 3 色（ブラック、グレー、ブルー）をご用意。プレミア
ムでエレガントな大人のライフスタイルに最適なカラーの中から、お
好みの１台をお選びいただけます。

Press Release
ESQUIRE MINI 2 について
特長
■44.45mm のスピーカーユニットで豊かな低音とクリアな音質を実現
独自のサウンドテクノロジーにより開発されたフルレンジスピーカーを採用。ユニットの大きさを、「ESQUIRE
MINI 2」では 44.45mm に拡大しました。従来モデル「ESQUIRE MINI」の 27 ㎜径と比べてコーン面積が 36％
大きくなったことにより、より豊かな低音を実現。コンパクトなボディでありながら、ハーマンカードンのクリアで重厚
なサウンドをお楽しみいただけます。
■デュアルマイク＆ノイズキャンセリング機能搭載で高品質なハンズフリー通話を実現
マイク 2 基を搭載することで、より強力なノイズキャンセリング機能を実現、高品質で明瞭なハンズフリー通話
を実現しました。プライベートシーンのみならず、騒音が気になる環境での電話会議など、ビジネスシーンでの
使用に最適です。
■連続 10 時間の再生に対応、モバイルバッテリーとしても使用可能
連続約 10 時間※2 のワイヤレス再生が可能。電力供給専用の USB ポート※3 を装備しているので、内蔵の
2,200mAh の電池をモバイルバッテリーとして使用し、接続してスマートホンやタブレットを充電することができま
す。また、本機の充電には USB Type-C コネクタを採用。上下対称の端子形状のため、ケーブルの向きを気
にせずに接続して充電を行うことができます。
※2

再生時間は、ボリュームレベルや再生内容により異なります。
USB ポートは電力供給専用です。USB ポート経由で音楽再生することはできません。

※3

■外出時に最適な、スリムでエレガントなデザイン
表面はアルミ研磨仕上げ、裏面は本皮仕様のプレミアムな質感が織りなすスタイリッシュなスクエアデザインが
特長です。シャツの胸ポケットに収まるスリムサイズで、普段からカバンに入れて持ち歩いてお使いいただけます。
荷物の多い出張などでも負担になりません。
■持ち運びに便利なキャリングポーチ付き
携帯に便利なキャリングポーチを標準添付。傷を防ぎ、より快適に持ち運びいただけます。
■カラーバリエーションは全 3 色をご用意
「ESQUIRE MINI 2」は全 5 色（ブラック、シルバー、ブルー、ブラウン、ローズゴールド）のシンプルでスタイリッシュ
なカラーを展開。普段使いはもちろん、ビジネスシーンでも多くの方にお使いいただけるカラーバリエーションをご
用意しました。
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NEO について
特長
■Harman Kardon 伝統のデザインと高音質の融合
「NEO」は、Harman Kardon 伝統のメタリックの素材を活かしたのエレガントさをそのままに、コンパクトサイズに
デザインしたポータブル Bluetooth スピーカーです。そのボディには 40mm 径フルレンジスピーカーとパッシブラジ
エーターを搭載し、Harman Kardon ならではのクリアで重厚なサウンドをお楽しみいただけます。ポータビリティと
サウンドクオリティを高い次元で融合させた、感性あふれるスピーカーです。
■高級感のある金属素材を採用したエレガントなデザイン
フロントグリルは質感の高いメタル仕上げで、耐久性とエレガントさを兼ね備えました。グリルメッシュには
Harman Kardon のシンボル、“/”を象り、スタイリッシュなスクエアデザインに仕上げています。
■持ち運びに便利なストラップ付き
バックチャームとして使える丈夫で上質なストラップを付属。ホック留めができるので、スピーカーを使用しないと
きでも、バックのチャームとして鞄にかけて持ち運んだり、フックやレールなどから吊り下げてお部屋のインテリアと
してもご利用いただくことが可能です。ホックには Harman Kardon の刻印が入り、細かなポイントにもこだわり
を込めています。
■あらゆるシーンで使用できる防水（IPX7）※1 対応、連続約 10 時間※2 の再生に対応
コンパクトデザインながら最大約 10 時間※2 の連続ワイヤレス再生が可能です。また、キッチンやバスルームな
どの水辺でも安心して使える防水（IPX7 防浸形）※1 に対応。外出先での突然の雨にも心配することなくご使
用いただけます。
※1

防水性能 IPX7 は、水深 1m の水中にスピーカーを最大 30 分間入れても浸水しないと定義されています。

※2

再生時間は、ボリュームレベルや再生内容により異なります。

■ノイズキャンセリングマイク搭載で高品質なハンズフリー通話を実現
ノイズキャンセリングマイクを搭載しているため、高品質で明瞭なハンズフリー通話が可能です。スピーカーのボ
タンを操作して着信対応が可能ですので、音楽リスニング中の不意の着信でも電話を取り逃すことがありませ
ん。
■カラーバリエーションは全 3 色をご用意
全 3 色（グレー、ブルー、カッパー）のカラーを展開。エレガントでスタイリッシュな大人のライフスタイルに最適なカ
ラーをご用意しました。
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主な仕様
製品名

連続使用時間
充電時間

最大約 8 時間再生※1
約 5 時間

Harman Kardon ESQUIRE
MINI 2
ポータブル Bluetooth スピー
カー
全5色
（ブラック、シルバー、ブルー、
ブラウン、ローズゴールド）
最大約 10 時間再生※1
約 3 時間

サイズ(H x W x D)

284×291×128（mm）

75.2×140×26.1（mm）

110×110×34.1（mm）

重量（ケーブル含まず）

2940g

250.5g

251.0g

Bluetooth

バージョン 4.2 ※伝送範囲：
Class2（通信距離 10m、障
害がない場合）

バージョン 4.2 ※伝送範囲：
Class2（通信距離 10m、障
害がない場合）

バージョン 4.2 伝送範囲：
Class2（通信距離 10m、障
害がない場合）

対応プロファイル

A2DP V1.3、AVRCP V1.6

A2DP V1.3、AVRCP V1.6、
HFP V1.6

A2DP V1.2、AVRCP V1.5、
HFP V1.6, HSP V1.2

周波数特性

50Hz – 20kHz

130Hz – 20kHz

130Hz – 20kHz

ユニット

25mm 径ツイーター×1、
120mm 径ウーファー×1、パ
ッシブラジエーター
最大 50W ※4

44.45mm 径フルレンジスピー
カー×1

40mm 径フルレンジスピーカー
×1

最大 8W

最大 3W

AC 電源アダプター×1、電
源ケーブル
9 月 6 日（金）

充電用 USB Type-C ケーブ
ル、キャリングポーチ
9 月 6 日（金）

充電用 USB Type-C ケーブ
ル
9 月 6 日（金）

タイプ
カラー

アンプ出力
付属
発売日
価格

Harman Kardon ONYX
STUDIO 6
ポータブル Bluetooth スピー
カー
全3色
（ブラック、グレー、ブルー）

Harman Kardon NEO
ポータブル Bluetooth スピー
カー
全3色
（グレー、ブルー、カッパー）
最大約 10 時間再生※1
約 3 時間

オープン価格 ※SoftBank
オープン価格 ※SoftBank
オープン価格 ※SoftBank
SELECTION オンラインショッ
SELECTION オンラインショッ
SELECTION オンラインショッ
プ販売価格 30,110 円(税
プ販売価格 14,990 円(税
プ販売価格 10,670 円(税
込)
込)
込)
※1 防水性能 IPX7 は、水深 1m の水中にスピーカーを最大 30 分間入れても浸水しないと定義されています。
※2 再生時間は、ボリュームレベルや再生内容により異なります。
※3 USB ポートは電力供給専用です。USB ポート経由で音楽再生することはできません。
※4 AC 電源アダプター接続中のバイアンプ駆動時の出力です。

Press Release
＜Harman Kardon について＞
オーディオの世界的権威であるシドニー・ハーマン博士により、1953 年にアメリカ合衆国ニューヨーク州にて設
立。以降、半世紀以上の長きに渡り、様々な分野へ高品位な製品を数多く発表している音楽業界のリーデ
ィングカンパニーです。その伝統的な音響技術と先進性の高いデザインが融合した、上質なインテリアのような
ハイクオリティ・オーディオシステムは世界中の高感度な音楽ファンに愛され続けています。現在は、カー及びホ
ーム用エレクトロニクス製品にとどまらず、iPod 用スピーカーなどのマルチメディア製品にも力をいれており、あら
ゆるオーディオ製品の分野において高い評価を得ています。特に欧米ではホームオーディオブランドとしての評
価も高く、世界中のファンに支持されています。
＜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。

お客様のお問い合わせ先
ハーマンインターナショナルコールセンター
Tel: 0570-550-465
www.JBL.com

