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お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

この取扱説明書は、お読みになった後も、いつでも見られるところに保管してください。
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取扱説明書には、お使いになる方や他の方への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
以下の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」	
「注意」の二つに区分しています。

安全上のご注意

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

■	必ず AC100V(50Hz/60Hz) の電源で使用してください。異なる電源
で使用すると火災や感電の原因となります。

■	必ず専用の電源コードを使用してください。これ以外の物を使用すると
火災の原因となります。また、電源コードは他の機器には使用しないでく
ださい。

■	電源コードの上に重い物を乗せたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ
張ったりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因となりま
す。電源コードが傷んだら、ただちに使用を中止して販売店に交換をご
依頼ください。

■	確実にアース接続をしてください。また、アース線の着脱は電源コードを
コンセントから抜いてから行ってください。感電の原因となります。

■	水に入れたり、濡らさないでください。また、水が入った容器や金属片な
どを、機器の上に置かないでください。火災や感電の原因となります。

■	煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常がある時は、
ただちに電源コードをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異
常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。

■	分解や改造は行わないでください。お客様が保守できる部品は内部には
ありません。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりで
なく、火災や感電の原因となります。

■	長時間使用しない時や落雷の恐れがある時は、電源コードをコンセント
から抜いてください。火災や感電の原因となります。また、雷が鳴り出し
たら金属部分や電源プラグには触れないでください。

■	内蔵のリチウムイオン電池は、誤った取り扱いをすると、発熱、発火、爆
発の恐れがあります。以下の内容を必ずお守りください。
・	火に入れたり、加熱したり、水等で濡らさないでください。
・	熱源のそばや直射日光のあたる場所等、高温多湿下で使用、充電、放
置しないでください。

・	投げたり、落としたり、ぶつけたりして、強い衝撃を与えないでください。
・	取扱説明書に記載の方法以外で充電しないでください。
・	所定の時間を大幅に超えても充電が終わらない時は使用を中止してく
ださい。

・	気温 0 ～ 45°の範囲内充電してください。
・	異臭、発熱、液漏れ等、異常と思われることに気が付いた時は、ただ
ちに使用を中止してください。

・	液漏れした時はただちに火気から離してください。
・	取り外し、交換は P.10 の「電池の取り外し、交換」に記載の手順に従
って行ってください。間違った手順で行うと、火災や感電、故障の原因
となります。

■	必要な電流容量を安全に供給できるよう、適切な電源回路を用意してく
ださい。

■	事前に機器の重量を確認し、けがをしないように持ち運びや設置を行っ
てください。

■	斜面や不安定な場所に設置しないでください。転倒 / 落下によるけがや
故障の原因となります。また、滑りやすい面に置くと音の出力エネルギー
によってスピーカーが動いてしまう恐れがあります。ゴムマットを下に敷
くなどの滑り止め対策を施してください。

■	以下のような場所に設置しないでください。火災や故障の原因となります。
・直射日光のあたる場所
・温度の特に高い場所、または低い場所
・湿気の多い場所
・ほこりの多い場所
・振動の多い場所
・塩害や腐食性ガスが発生する場所

■	通気性の良い場所に設置し、通気口は絶対に塞がないでください。熱が
こもって、火災や故障の原因となります。

■	機器の移動は、電源コードや他の機器との接続ケーブルを全て外した上
で行ってください。接続したまま移動すると、けがや故障、ケーブル破損
の原因となります。

■	配線は、全ての機器をコンセントから抜き、取扱説明書に従って正しく行っ
てください。接続したまま配線すると、感電する恐れがあります。また、
誤配線によるショート等は火災の原因となります。

■	濡れた手で、電源コードや他の機器との接続ケーブルの抜き差しをしな
いでください。感電の原因となります。

■	電源を入れたり切ったりする前に、各機器の音量を最小にしてください。
突然大きな音が出て聴覚障害や機器の破損の原因となります。また、機
器の電源を ONにする時は、スピーカーの破損を防ぐために一番最後に
本機の電源を入れてください。電源を OFF にする時は、一番最初に電源
を切ってください。

■	大きな音量に連続してさらされると、聴覚障害の原因となります。音量の
設定は慎重に行ってください。

■	過大入力を加えないでください。また、長時間音が歪んだ状態で使わな
いでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となります。

■	リチウムイオン電池から漏れた液体が目に入ったり体や衣服に付くと、目
の障害や、皮膚の炎症の原因となります。目に入ったときは、こすらず、
すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流して、ただちに医師の診
察を受けてください。体や衣服に付いたときは、すぐに水道水などのき
れいな水で十分洗い流してください。

警告 注意
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使用上のご注意
電波に関するご注意
・	本機と端末との Bluetooth 接続による通信可能な距離は約10mです。2.4GHz 帯の周波数を使用しているため、「本機と端末との間に障
害物がある場合」「本機や端末を直接地面や床に置いた場合」「雨天時の屋外で使用した場合」「他の電波を発信する機器が使用されている
場所で使用した場合」では、通信距離が短くなったり、通信が途切れる可能性があります。上手く動作しない場合は、障害物を取り除くか、
使用場所を変更してください。

・	本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は不要です。ただし、以下の事項
を行うと法律で罰せられることがあります。
・	本機を分解 / 改造すること。
・	本機に貼ってある証明番号が印刷されたラベルをはがすこと。

・	本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構
内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局 ( 以下「他の無線局」)が運用されています。他の無線局との電波干渉を
防止するために、以下の事項に注意してご使用ください。
1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本機の使用場所を変えるか、運用を停止してください。
3. 不明な点、その他お困りのことが起きたときは、以下の連絡先へお問い合わせください。

ヒビノ株式会社　ヒビノプロオーディオセールス Div.

カスタマーサポート　TEL：03-5783-3110

リチウムイオン電池に関するご注意
・	リチウムイオン電池は使用していない時も自然に放電します。お買い上げ後や長期間の保管後に再び使用する時は、必ず充電してください。

・	充電は気温0～45°の範囲で行ってください。この範囲外では性能や寿命の低下の原因となります。また、温度により電池の性能が一時的に
変化することがありますが、これは故障ではありません。特に低温下では電池の消耗が早まる可能性があります。

・	リチウムイオン電池は、周囲の環境や時間の経過、充 /放電を繰り返すことで劣化します。劣化した場合は、オプションの交換用電池をお買
い求めいただければ交換が可能です。交換はP.10の「電池の取り外し、交換」に記載の手順に従って行ってください。

・	リチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。本機を廃棄する際は、リチウムイオン電池を取り外して弊社カスタマーサポート
にご連絡をいただくか、お近くのリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店については、一般社団法人 JBRCのwebサイトを
ご参照ください。取り外しはP.10の「電池の取り外し、交換」に記載の手順に従って行ってください。

梱包内容の確認
パッケージに次の物が入っていることを確認してください。

■	本体 (サブウーファー一体型パワード・ミキサー )

■	高域用スピーカー (本体に収納 )

■	連結パーツ×2( 本体に収納 )

■	電源コード

■	和文取扱説明書

■	保証書

Li-ion 00

ヒビノ株式会社

■ お問い合わせ窓口

ヒビノ株式会社　ヒビノプロオーディオセールス Div.

カスタマーサポート　TEL：03-5783-3110
※受付時間：月～金曜日 9:30～ 18:00( 祝祭日及び弊社指定休日を除く )

■ 一般社団法人 JBRC web サイト

https://www.jbrc.com/
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① POWER インジケーター
電源がONになっていることを示すインジケーターです。電源が供給されていて電源スイッチがONになっている場合に白く点灯します。

② トップカバー
上面を覆うカバーです。閉じると持ち運ぶ際のハンドルとして機能します。

・カバーの左右には金属製の突起があります。引っ掛けて怪我をしないように十分注意してください。
・カバーを閉めるときに指などを挟まないように十分ご注意ください。また、カバーの上部中央には磁石が内蔵されており、開いたときにスピーカー

接続ソケットに差し込んだ高域用スピーカーや連結パーツと磁力で固定されますが、衝撃や風等によって意図せずに閉まる可能性があります。

③ トップカバー・ロック解除ボタン
トップカバーのロックを解除するボタンです。ボタンを前方にスライドさせるとロックが解除できます。カバーを開けるときはこのボタンを前
方にスライドさせてから上げてください。カバーを閉めるときはこのボタンを前方にスライドさせてから下げてください。

・本機を持ち上げる前に、きちんとカバーがロックされているか確認してください。ロックされていないと、持ち上げた際にカバーが開いて、怪

我や本機および周囲の機器の破損の原因となります。

④ スピーカー接続ソケット
高域用スピーカーや連結パーツを接続するためのソケットです。高域用スピーカー、連結パーツともに、ねじ穴のない面が正面を向くように差
し込んでください。

・高域用スピーカーや連結パーツの向きを間違えないようにしてください。間違ったまま強い力で差し込むと破損する可能性があります。
・高域用スピーカーや連結パーツの差し込みが浅いと、接触不良の原因となります。奥までしっかりと差し込んでください。

・連結パーツの使用本数によって高域用スピーカーの高さを3段階に変えることができます。詳細はP.08の「セットアップ」をご覧ください。

⑤ スタンド
携帯端末や資料等を置くためのスタンドです。下部のフックに置いて立て掛けます。

・衝撃や風等によって、置いた端末や資料が倒れたり、トップカバー自体が閉じてしまう可能性があります。ご注意ください。

⑥ 高域用スピーカー収納部
高域用スピーカーを収納します。接続ソケットを下にしてグリルが正面を向くように差し入れてください。

⑦ 連結パーツ収納部
連結パーツを収納します。細くなっている接続ソケットを下にして差し入れてください。

電源部

⑧ 電源スイッチ
電源のON/OFF スイッチです。上に倒すとONになります。

・充電は、電源スイッチのON/OFF に関係なく、電源端子とコンセントを接続するだけで開始されます。

⑨ 電源端子
付属の電源コードの接続端子です。

⑩ 電源電圧スイッチ
電源の電圧を選択するスイッチです。115Vに設定してください。

⑧

⑨

⑩⑧

⑨

⑩
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ミキサー部

⑪ マイク/ ライン入力端子 (CH1～ 4)
XLR( バランス )と標準フォーン (3Pバランス )に対応した複合型入力端子です。マイク /ライン入力端子に入力した信号には以下の項目が設
定可能です。

⑪ -a. TREBLE つまみ
高域シェルビング・フィルターのブースト /カット量を調整するつまみです。つまみの中央を始点として、左に回すとカット、右に回すとブー
ストします。設定範囲は−12～+12dBです。

⑪ -b. BASS つまみ
低域シェルビング・フィルターのブースト /カット量を調整するつまみです。中央を始点として、つまみを左に回すとカット、右に回すとブー
ストします。設定範囲は−12～+12dBです。

⑪ -c. REVERB つまみ
リバーブ・エフェクトの残響の量を調整するつまみです。つまみを左に回し切ると残響量が最小になり、右に回していくに従って量が増え
ます。リバーブ・エフェクトを使用しない場合は、REVERB	ON/OFF ボタンをOFFにしてください。

⑪ -d. REVERB ON/OFF ボタン
リバーブ・エフェクトのON/OFF ボタンです。ONにするとREVERBつまみの設定が有効になります。

⑪ -e. MIC/LINE ボタン
接続する機器に応じて、入力可能な信号のレベルをマイク・レベル (MIC) またはライン・レベル (LINE) に切り替えるボタンです。マイク
ロホンを接続する場合はMICに、電子楽器やミキサーなど、ライン・レベルの機器を接続する場合は LINEに設定してください。

⑪ -f. VOLUME つまみ
チャンネルごとの出力レベルを調整するつまみです。最終的な出力レベルはMASTER	VOLUMEつまみで調整します。

⑪-a

⑪ -ｂ

⑪ - c

⑪ -d

⑪ - e

⑪ - f

⑪ - g

⑪ - h

⑫ - a

⑪ ⑫

⑬

⑮

⑱⑰⑯⑯-a

⑭

⑲

⑳
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⑪ -g. PHANTOM ON/OFF ボタン (CH1/2 のみ )
ファンタム電源のON/OFF ボタンです。ONにすると48Vのファンタム電源がCH1/2の XLRに供給されます。

・「バランス出力のダイナミック型マイクロホン」「バランス出力のファンタム電源駆動コンデンサー型マイクロホン」「ファン
タム電源駆動のダイレクトボックス」以外の機器をCH1/2の XLRに接続する場合は、必ずファンタム電源をOFFにしてく
ださい。接続した機器の故障の原因となります。

⑪ -h. HI-Z ON/OFF ボタン (CH3/4 のみ )
ハイ・インピーダンス接続のON/OFF ボタンです。ギターやベースなどのハイ・インピーダンス出力の楽器をシールドケーブルでCH3/4
の標準フォーンに直接接続する場合はONにしてください。

⑫ライン入力端子 (CH5/6)
RCA( アンバランス ) の入力端子です。ライン・レベルの信号を Lと Rのステレオで入力します。音楽プレーヤーなどのステレオ音源の入力
に便利です。ライン入力端子に入力した信号には以下の項目が設定可能です。

⑫ -a. VOLUME つまみ
出力レベルを調整するつまみです。最終的な出力レベルはMASTER	VOLUMEつまみで調整します。

⑬ BLUETOOTH ボタン
Bluetooth 対応の携帯端末とワイヤレス接続 ( ペアリング )するためのボタンです。本機は、タブレットやスマートフォンなどの端末をBluetooth
で接続することで、端末に保存されている音楽データをワイヤレスで再生できます。入力された信号はMASTER	VOLUMEつまみの手前に出力
されるため、本機で個別に音量の調整はできません。音量の調整は端末で行ってください。本機と端末の接続手順は以下の通りです。
①	BLUETOOTHボタンを押してボタンを点滅させ、Bluetooth による接続待機状態にします。このとき、BLUETOOTHボタンが点灯した場合は、既
に接続が確立している端末が周囲にあります。その端末で接続を解除してから再度お試しください。

②	端末のBluetooth 機能をONにして、デバイスを検出します。

③	検出された端末から「JBL	EON	ONE	Pro」を選択します。選択すると接続が完了し、BLUETOOTHボタンが点滅から点灯に変わります。切断する
場合は再度BLUETOOTHボタンを押してください。

⑭ LIMITインジケーター
内蔵のリミッターの動作状況を示すインジケーターです。過大なレベルの信号によりリミッターが動作すると黄色に点灯します。頻繁に点灯す
る場合は、入力機器の音量やVOLUMEつまみ、MASTER	VOLUMEつまみを下げてください。

⑮ MASTER VOLUME つまみ
信号の最終的な出力レベルを調整するつまみです。

⑯ MONITOR OUT 端子
RCA( アンバランス ) の出力端子です。MASTER	VOLUME つまみ通過前の信号を L と Rのステレオで出力します。MONITOR	OUT	
VOLUMEつまみで個別に出力レベルが調整できるので、ステージモニターや録音機器などの接続に便利です。MONITOR	OUT端子から出力
される信号には以下の項目が設定可能です。

⑯ -a. MONITOR OUT VOLUME つまみ
MONITOR	OUT出力端子から出力される信号の出力レベルを調整するつまみです。

⑰ PASS THRU 端子
XLR( バランス )の出力端子です。MASTER	VOLUMEつまみ通過前の信号を出力します。他のEON	ONE	PROやパワード・スピーカーな
どを接続すればシステムを拡張できます。

⑱ USB PWR 端子
USBの充電用端子です。携帯端末などを充電できます。最大定格出力は1Aです。

⑲ POWER インジケーター
電源がONになっていることを示すインジケーターです。電源が供給されていて電源スイッチがONになっている場合に白く点灯します。点
滅時は起動中で、点灯に変わったら使用可能です。

⑳ BATTERYメーター
内蔵のリチウムイオン電池の状況を表示するメーターです。フル充電ではメーターが全て緑色に点灯し、残量が少なくなるに従って上から順に
消灯していきます。残量が少なくなると、点灯部分が赤く点滅するので、早目に充電をしてください。残量が残りわずかになると、メーター全
体が赤く点滅します。また、充電中はメーターの消灯部分が「下から順番に緑色に点灯」	⇒	「消灯」を繰り返します。

・充電は、電源スイッチのON/OFF に関係なく、電源端子とコンセントを接続するだけで開始されます。



8

セットアップ
充電
トップカバーを開けて高域用スピーカーを取り出し、本機とコンセントを付属の電源コードで接続してください。電源スイッチのON/OFF に関
係なく、電源端子とコンセントを接続するだけで充電が開始されます。

接続と電源の ON
内蔵のリチウムイオン電池によって駆動する手順を示していますが、電池残量が十分でない場合は充電をしながら使うことも可能です。その際は、
手順⑥と⑦の間で本機とコンセントを付属の電源コードで接続してください。

①	トップカバーを開けて高域用スピーカーと連結パーツ×2本を取り出します。

②	スピーカー接続ソケットに、高域用スピーカーや連結パーツを差し込みます。以下の図のように連結パーツの使用本数によって高域用スピー
カーの高さを3段階に変えることができます。聴き手の耳の高さに合わせて調整してください。

③	電源スイッチがOFF、VOLUMEつまみやMASTER	VOLUMEつまみが最小になっていることを確認してください。

④	マイクロホンや楽器、再生機器などを入力端子に接続します。

⑤	入力機器に合わせて、MIC/LINE ボタンやPHANTOM	ON/OFF ボタン、HI-Z	ON/OFF ボタンを設定します。

⑥	入力機器の電源をONにします。

⑦	本機の電源スイッチをONにします。

⑧	入力機器の出力レベルを、実際に使用する時の状態に設定します。

⑨	MASTER	VOLUMEつまみを中央付近 (12	時の位置 )まで上げます。

⑩	出力音を聴きながら、各チャンネルのVOLUMEつまみを希望の音量になるまで上げていきます。

⑪	必要に応じてTREBLEつまみやBASSつまみ、REVERBつまみで音質を調整してください。

⑫	最終的な音量をMASTER	VOLUMEつまみで調整します。
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電源の OFF
①	各チャンネルのVOLUMEつまみやMASTER	VOLUME	つまみを最小にします。

②	入力機器の出力レベルを最小にします。

③	本機の電源スイッチをOFF	にします。

④	入力機器の電源をOFF	にします。
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電池の取り外し、交換
内蔵リチウムイオン電池の、取り外し、交換の手順は以下の通りです。

・	必ず以下の手順に従って、取り外し、交換作業を行ってください。間違った手順で行うと、火災や感電、故障の原因となります。
・	濡れた手で、取り外し、交換作業を行わないでください。感電の原因となります。
・	外した電池は、分解しないでください。また、端子がショートしないように注意してください。火災や感電の原因となります。
・	電池をリサイクルに出す際は、絶縁テープで端子部を絶縁してください。輸送中にショートすると、火災や感電の原因となります。
・	交換の際は、必ず専用の電池を使用してください。他の物を使うと、火災や故障の原因となります。

①	電源スイッチをOFF にします。電源コードでコンセントと接続	
されている場合は外してください。

②	上下逆さまにします。

③	カバーを固定している8ヵ所のねじを外して、カバーを開けます。

④	電池を取り出します。電池左側面の溝にドライバー等を差し込ん
で持ち上げると取り出しやすいです。取り出した電池は奥に立て
掛けてください。
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⑨	電池を元の位置に収めます。

・ケーブルを筐体と電池の間に挟まないように注意してくだ
さい。ケーブル破損の原因となります。

⑩	カバーを閉じてねじで8ヵ所を固定します。

・ねじを締めすぎないように注意してください。破損の原因
となります。

⑤	本機と電池をつないでいる2本のケーブルを外します。ケーブル
はそれぞれ、赤と白の2つの端子で接続されています。まずは赤
の端子を外してください。端子の端と端を持って左右に引っ張れ
ば外れます。

・	ケーブルを持って引っ張らないでください。ケーブル破損
の原因となります。

⑥	次に白の端子を外します。白の端子には抜け防止のロック機構が
あります。端子中央部のフックをマイナスドライバーなどで押し
上げて外してください。

⑦	古い電池を外して、新しい電池を奥に立て掛けます。

⑧	本機の赤の端子と電池の赤の端子をつなぎます。白の端子も同じ
ようにつないでください。

・端子は奥までしっかりとつないでください。しっかりつなが
ないと、本機が動作しないばかりか、火災や感電の原因と
なります。
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仕様
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

インピーダンス
CH1～4：40k Ω（バランス、HI-Z ON 時の標準フォーンはアンバランス）
CH5/6：【RCA】5k Ω（アンバランス）

 【ステレオ・ミニフォーン】10k Ω（アンバランス）

出力
端子・形式 モニターL/R：RCA

スルー：XLR

インピーダンス モニターL/R：100 Ω（アンバランス）
スルー：37 Ω（バランス）

イコライザー 高域/低域：±12dB、シェルビング
電源 AC100V、50/60Hz
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） 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


