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独自技術「AirWired」で、PC の音を高品位にワイヤレス再生。 
卓越した臨場感を、さらなる高音質設計で磨き上げた新 YSP 誕生。 

ヤマハ デジタル・サウンド・プロジェクター 
 『YSP-4300』 『YSP-3300』 

 

ヤマハ株式会社（本社：静岡県浜松市中区中沢町 10-1、社長：梅村 充）は、デジタル・サウンド・プロジェクター

「YSP シリーズ」の新製品として、「YSP-3300」を 11 月中旬、「YSP-4300」を 11 月下旬より全国で発売いたします。

また「YSP-4300/3300」に付属の iPod 用ワイヤレストランスミッター「YIT-W12」を、11 月中旬より全国で発売。対応

するヤマハオーディオ製品と組み合わせて、iPod/iPhone/iPad に加え、PC の音声をワイヤレス再生できます。 

 

＜価格と発売時期＞ 

品名 モデル名 色 希望小売価格 
当初月産 
予定台数 

発売時期 

デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-4300 （B）ブラック オープン価格 2,000台 11月下旬 

デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-3300 （B）ブラック オープン価格 4,000台 11月中旬 

iPod 用ワイヤレストランスミッター YIT-W12 （B）ブラック オープン価格 1,000台 11月中旬 

 

＜製品の概要＞ 

2004 年発売の「YSP-1」以来、リアリティあふれる臨場感を実現するフロントサラウンドシステムとして、高い評価

をいただいてきたデジタル・サウンド・プロジェクター「YSP シリーズ」。今回発売の「YSP-4300/3300」は、テレビ

前に設置できるサウンドバー部にもウーファーユニットを内蔵するなど音質を徹底して磨き上げるとともに、サブ

ウーファー部を独自のデジタル伝送技術「AirWired」によりワイヤレス化。設置性をさらに向上させた高性能モ

デルです。また、iPod 用ワイヤレストランスミッター「YIT-W12」（11 月中旬に単体発売予定）を付属し、iPod や 

iPhone、iPad、に加え PC からのワイヤレス再生にも対応。映画から音楽、ゲームまで、リビングで楽しむ多彩な

音を１台で満喫できるハイクオリティシステムの誕生です。 

 

【YSP-4300／3300 主な特長】 

１．徹底した高音質設計で、“音のビーム”による臨場感がさらに進化。 

２．iPod や iPhone、iPad に加え、PC の音も。高音質ワイヤレス再生。 

３．高さ 8cm のサウンドバー＋ワイヤレスサブウーファーで、設置性に配慮。 

４．理想の視聴環境をフルオートで実現する「インテリビーム」。 

５．HDMI コントロール機能にも対応した、最新の HDMI 端子を搭載。 
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＜YSP-4300／3300 主な特長＞ 

１. 徹底した高音質設計で、“音のビーム”による臨場感がさらに進化。 

多くのフロントサラウンドシステムがバーチャルサラウンド方式を採用するなか、「YSP シリーズ」はビーム化した音を

壁面反射させることで、リアルな音をリスナーへ届ける 7.1ch サラウンドを実現しています。「YSP-3300」のサウンド

バーは、ビームスピーカー16 個に加え口径 6.5cm のウーファーをボディの左右に配置。迫真の臨場感に力強い

中低域をプラスしました。「YSP-4300」では、22 個に増えたビームスピーカーがより鋭い“音のビーム”を創出。左右

のウーファーは「YSP-3300」と同サイズながらパワーとキャビネット容量で上回り、より繊細かつ力強い音を再現しま

す。また、本機専用に設計したサブウーファーも、独自の YST（ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジー）方式の採

用により躍動感あふれる上質な重低音を再生します。こうした高音質設計の徹底により、音場の広さやセリフの定

位感といったサラウンド再生時の表現力はもちろん、音そのものの質感もさらに向上し、音楽再生も高品位なサウ

ンドで楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.1ch サラウンド再生概念図 “音のビーム”を創出するビームスピーカー

 

 

 

 

２. iPod や iPhone、iPad に加え、PC の音も。高音質ワイヤレス再生。 

ヤマハ独自の AirWired 技術を採用した iPod 用ワイヤレストランスミッター「YIT-W12」を付属。お手持ちの iPod や

iPhone、iPad をはじめ PC の音声も、手軽にワイヤレスで高音質再生が可能になりました。しかも伝送遅延が少な

いため、インターネット動画の視聴やゲームプレイにも 適です。さらに「YSP-4300」には、USB 端子も装備しまし

た。iPod/iPhone/iPad や USB メモリーの音楽を、USB デジタル接続によるクリアな音質で楽しめます。 
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iPod/iPhone/iPad に加え、PC の音声もワイヤレス再生 

 

 

 

 

 

 ワイヤレストランスミッター

「YIT-W12」を付属 



３. 高さ 8cm のサウンドバー＋ワイヤレスサブウーファーで、設置性に配慮。 

本格的なシアターサウンドが楽しめる「YSP シリーズ」。「YSP-4300/3300」

では、その魅力をより手軽にお楽しみいただけるよう、テレビの脚をまたい

で置けるスリムなサウンドバーと、縦置き・横置き自在でラック収納も可能

なサブウーファーの 2 ユニット構成としました。サウンドバーは付属のスペ

ーサーを使うことで、高さを 2 段階に調節可能。お使いのテレビに合わせ

てすっきりと設置できます。しかも、サウンドバーとサブウーファーの接続は、

クリアな高音質で定評のある AirWired 技術を採用したワイヤレス接続。レ

イアウトの自由度を大きく高めています。また、サウンドバーには、テレビリ

モコンの操作に影響が出ないよう、リモコン信号をテレビに受け渡すテレビ

リモコンリピーターも装備しました。 

※赤外線を使用したリモコン信号の伝送に有効です。 

 
 

４. 理想の視聴環境をフルオートで実現する「インテリビーム」。 
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設置する室内形状などにあわせて、サラウンドシステムを 適な状態に調整

するのは手間のかかる作業です。そこで「YSP シリーズ」では、理想の視聴環

境がフルオートで得られる音響測定・ 適化技術「インテリビーム」を搭載し

ています。付属の測定用マイクをつなぎ、テレビ画面の日本語メニューにした

がってリモコン操作をするだけで、約３分で設定完了。ビーム角度や音量、音

質などを、各チャンネルごとに 適な状態へと自動セッティングしてくれます。

さらに新モデルの「YSP-4300/3300」では、部屋の端に設置した場合の補正

精度が向上。左右の音の位置バランスまでおまかせで補正してくれるため、

従来機種で行っていた「フロント左／右チャンネルの位置調整」の手動セッテ

ィングが不要になりました。 

左右のバランスが悪い設置条件でも理想的な 

位置から音が聴こえるように YSP が自動補正 

 
 

５. HDMI コントロール機能にも対応した、最新の HDMI 端子を搭載。 

「YSP-4300/3300」両機種ともに、高精細４K 映像や HD オーディオ信号の伝送が可能な４系統の HDMI 入力端

子を装備。入力切り替えをすばやく行える InstaPort（インスタポート）にも対応するなど、多彩なソースを高品位な

まま満喫できる充実の性能を備えました。また、大手メーカーのテレビやレコーダーに対応した HDMI コントロール

機能（リンク機能）も搭載。本機と接続したテレビやレコーダーのリモコン操作に連動して、本機の電源投入や音量

調整、入力ソースの切替などを行います。さらに今回、東芝社製の一部のテレビリモコンで本機のメニューなどの

コントロールまで可能になりました。  ※テレビとレコーダーは同一メーカーの製品をお使いください。 

対応するテレビ機種などの詳細は当社ホームページでご確認ください。 

http://www.yamaha.co.jp/product/av/support/hdmi_cec/ 

多彩なソースを満喫 
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【その他の特長】 

●ヤマハ独自の音場プログラム「シネマ DSP」●電子番組表と連動して、自動的に音場プログラムを切り替える「おまかせサラウンド」

●3D 映像伝送とオーディオリターンチャンネル（ARC）に対応した HDMI 端子●番組と CM の音量差を自動補正し、テレビ音声を聴き

やすくする「ユニボリューム」●MP3 や WMA などの圧縮音源をいきいきと再生する「ミュージックエンハンサー」● 大 40 局までのプリセ

ットが可能な FM チューナー（YSP-4300 のみ）●電源の切り忘れ防止などに対応した ECO（エコ）モードを装備 

 

 

＜YSP-4300／3300 主な仕様＞ 

型番 YSP-4300 YSP-3300 

＜サウンドバー部＞ 

実用 大出力（JEITA） 194W（2W×22＋75W×2） 132W（2W×16＋50W×2） 

HDMI 4 系統 

音声 4 系統（光デジタル 2、同軸デジタル 1、アナログ 1）  

USB 1 - 

FM チューナー - 

入力端子 

その他 

無線（AirWired：YIT-W12） 

HDMI 1 系統（ARC 対応） 
出力端子 

その他 無線（AirWired）サブウーファー用 

ユニット 
2.8cm コーン型ビーム用スピーカー×22

6.5cm コーン型ウーファー×2 

2.8cm コーン型ビーム用スピーカー×16
6.5cm コーン型ウーファー×2 

外形 大寸法 

（幅×高さ×奥行） 

スペーサー有り：1102W×99.5H×161D mm

スペーサー無し：1102W×86H×161D mm

スペーサー有り：1002W×99.5H×161D mm

スペーサー無し：1002W×86H×161D mm

スピーカー センターユニット部 

質量 6.9kg 6.3kg 

消費電力 60W 40W 

消費電力（待機時） 
2.5W 以下（出荷設定=HDMI コントロールオン、AirWired インターロック機能オン時） 

0.5W 以下（HDMI コントロールオフ、AirWired インターロック機能オフ時） 

付属品 

iPod 用ワイヤレストランスミッター（YIT-W12）、USB ケーブル 0.3m、インテリビームマイク、簡

易マイクスタンド、光ケーブル 1.5m、FM 簡易アンテナ（YSP-4300 のみ）、センターユニット

用スペーサー×2、リモコン、単４乾電池×2、取扱説明書、簡易接続・操作ガイド、サラウンド

確認用DVD 

＜サブウーファー部（単独型番：NS-WSW160）＞ 

方式 アドバンストヤマハアクティブサーボテクノロジー 

ダイナミックパワー 130W 

入力 音声 無線（AirWired） 

ユニット 16cm コーン型ウーファー 

外形寸法 

（幅×高さ×奥行） 

横置き：435W×146H×371D mm（ 大寸法） 

縦置き：145W×446H×371D mm（ 大寸法） 
スピーカー 

ワイヤレス 

サブウーファー部 

質量 9.0kg 

消費電力 45W 
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＜YSP-4300／3300 機能一覧＞ 

対応可能フォーマット 

Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、Dolby Digital EX、Dolby PrologicII/x、 

dts-HD High Resolution、dts-HD MasterAudio、dts、dts ES(descrete、matrix)、dts neo:6、 

AAC、Multi-ch LPCM、2ch-PCM 

USB 再生フォーマット（YSP-4300 のみ）：MP3、WMA、AAC、WAV（ファイルシステム FAT16/FAT32） 

視聴モード切替 

ステレオモード：ステレオ／ビームステレオ 

サラウンドモード：5ch出力／7ch出力／自動選択* 

5ch 出力時（5 ビーム、ステレオ＋3 ビーム、3 ビーム、マイサラウンド） 

7ch 出力時（5 ビームプラス 2、ステレオ＋3 ビームプラス 2、3 ビーム、マイサラウンド） 

ターゲットモード 

シネマ DSP 

音楽：ミュージックビデオ、コンサートホール、ジャズクラブ 

映画：SFX、スペクタクル、アドベンチャー 

エンターテイメント：スポーツ、ドラマ、バラエティー、ゲーム 

圧縮音声補間 ミュージックエンハンサー 

音量モード ユニボリューム 

メニュー表示言語 日本語・英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・オランダ語・ロシア語・スウェーデン語 

ビーム調整モード 自動設定 詳細設定 

USB 端子対応

iPod/iPhone/iPad 

（YSP-4300 のみ） 

iPod touch（第 1～4 世代）、iPod nano（第 3～6 世代）、 

iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S、 

iPad、iPad2、iPad（第 3 世代） 

※上記機器は充電も可能 

＊自動選択：入力信号が 5ch までの時は 5ch 出力。入力信号が 7ch までの時には 7ch 出力となります。 

 

 

 

＜YIT-W12／主な仕様＞ 

型番 YIT-W12 

対応 iPod/iPhone/iPad 

iPod touch（第 1～4 世代）、iPod nano（第 3～6 世代）、 

iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S、 

iPad、iPad2、iPad（第 3 世代） 

対応パソコン 

（オペレーティングシステム） 

Windows 7、Windows Vista、Windows XP 

Mac OS X（10.6 Snow Leopard 以降） 

消費電力 0.3W 以下 

接続端子 ドックコネクタ、Micro USB 

サンプリング周波数 
48kHz（iPod/iPhone/iPad 接続時） 

32kHz、44.1kHz、48kHz（パソコン接続時） 

寸法（幅×高さ×奥行き） 40W×38.5H×10D mm 

質量 10.3g 

※iPod、iPhone、iPad は米国その他の国々で登録されている Apple Inc.の商標です。 

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマハ デジタル・サウンド・プロジェクター『YSP-4300』 
オープン価 格  

※YSP-4300 の画像データは下記プレスサイトよりダウンロードできます。 

 http://jp.yamaha.com/news_release/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマハ デジタル・サウンド・プロジェクター『YSP-3300』 
オープン価 格  

※YSP-3300 の画像データは下記プレスサイトよりダウンロードできます。 

 http://jp.yamaha.com/news_release/ 
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iPod 用ワイヤレストランスミッター『YIT-W12』 
オープン価 格  

※YIT-W12 の画像データは下記プレスサイトよりダウンロードできます。 

 http://jp.yamaha.com/news_release/ 

 

 

 

 

 

 

 

この件に関するお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 

■報道関係の方のお問い合わせ先 

 広報部  宣伝・ウェブコミュニケーショングループ 

窪 井 、千 葉  

 〒108-8568  東京都港区高輪 2-17-11  

 TEL  0 3 - 5 4 8 8 - 6 6 0 5   

 FAX 0 3 - 5 4 8 8 - 5 0 6 3  

 ウェブサイト http://jp.yamaha.com/news_release/  

  （取材申し込みや広報資料請求が可能です。）  

 

■一般の方のお問い合わせ先 

 ヤマハ株式会社  お客様コミュニケーションセンター  

オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口 

 〒430-8650  静岡県浜松市中区中沢町 10-1  

TEL  0 5 7 0 - 0 1 1 - 8 0 8 （ナビダイヤル：全国どこからでも市内通話料金） 

TEL  0 5 3 - 4 6 0 - 3 4 0 9 （携帯電話、PHS、IP 電話でご利用の場合） 
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