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２０１２年１１月１３日 

 

 

 ■ 独創的なモジュラーコンセプトを採用したラインアレイスピーカー 

NEXO スピーカーシステム『STM シリーズ』 

− 性能を最大限に引き出すパワード TD コントローラー「NXAMP」のオプション製品群も発売 − 

 

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、業務用スピーカーシス

テムの製造・販売を行う 100%子会社である NEXO（ネキソ）社（本社：フランス）の新製品として、NEXO

『STM シリーズ』を 2013 年 1 月に、パワード TD コントローラー「NXAMP」のオプション製品群を 2013

年 2 月に発売します。 

なお、本製品は、11 月 14 日（水）から 16 日（金）まで千葉・幕張メッセで開催される 2012 年国際

放送機器展「Inter BEE 2012」に出展します。（ヤマハブース：ホール 4-4410） 

 

＜価格と発売日＞ 

NEXO STM シリーズ    

品 名 品 番 価格 発売日 

メインモジュール STM M46 オープンプライス 2013 年 1 月 

ベースモジュール STM B112 オープンプライス 2013 年 1 月 

サブベースモジュール STM S118 オープンプライス 2013 年 1 月 

NEXO NXAMP 用オプション 
   

品 名 品 番 価格 発売日 

Dante™ネットワークカード NXDT104 
税込価格 199,500 円 

（本体価格 190,000 円） 
2013 年 2 月 

デジタルメーターユニット NXDMU オープンプライス 2013 年 2 月 

デジタルパッチユニット NXDPU オープンプライス 2013 年 2 月 

 

＜製品の概要＞ 

NEXO 社は、1979 年にフランスのパリに設立された業務用スピーカー製造・販売会社であり、高音質

を要求される大型コンサート会場・ホール・劇場等で使用される高出力業務用スピーカーで高い評価

を得ています。2005 年 6 月には当社と業務提携を開始し、2008 年 7月には子会社化、2009 年 1月には、

当社が NEXO 社製品の輸入・販売元として、日本国内における販売を開始しています。 

◇ 

このたび発売する『STM シリーズ』は、ラインアレイタイプでありながらモジュラーコンセプト、

モジュールの組み合わせで数百人規模から数万人規模までのシステムを構築 
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「Scale Through Modularity」を採用した新基軸のスピーカーシステムです。フルレンジのメインモ

ジュール『STM M46』、中低域を拡張するベースモジュール『STM B112』、超低域を拡張するサブベー

スモジュール『STM S118』、大規模システムのダウンフィルや小規模システムのメインとしてマルチ

使用が可能なオムニモジュール『STM M28』（※）という 4種類のモジュールをラインアップし、これ

らを自由に組合せることで数百人規模から数万人規模までのシステムの構築が可能となります。現場

の規模を問わない卓越したスケーラビリティを実現し、サウンドクオリティはもちろん、システムの

保管から輸送、設置、運用まで、サウンドビジネスに関わるあらゆる業務プロセスにおいて高品位か

つ高効率なソリューションを提供します。 

 ※『STM M28』のリリースは来春以降を予定しています。 

 

また、『STM シリーズ』をはじめとする NEXO スピーカー全モデルに対応し、ヤマハとの共同開発に

よる大出力 4ch パワーアンプの搭載により、システム全体を安全に駆動しながらスピーカーの能力を

最大限引き出すパワード TD コントローラー「NXAMP」のオプション製品群も発売します。 

 

詳細は以下の通りです。 

 

＜主な特長＞ 

● NEXO『STM シリーズ』 

・「Scale Through Modularity」コンセプトにより、数百人

規模から数万人規模まで、さまざまなサイズのシステムを

自由自在に構築。現場の規模を問わない卓越したスケーラ

ビリティを実現。 

・「PistonRig™」「REDLock™」および「コンプレッション・リギング方式」を採用し、あらゆる

サイズのシステムも一人で安全にリギング可能。 
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・メインモジュール『STM M46』 

中低域再生用には「Flat membrane driver」を採用し、

全帯域における精緻な指向性制御を実現。高域再生用に

は GEO テクノロジーの核となる「HRW」デバイスを搭載、

理想的なカップリング性能を実現。 

 

・ベースモジュール『STM B112』 

「Hybrid horn-loaded」を採用。ユニット口径を超えた

再生可能周波数帯域と最大音圧を実現。 

 

 

・サブベースモジュール『STM S118』 

「Band pass load」を採用。18”×1 というユニット

構成からは想像もつかない最大音圧を実現。 

 

 

 

 

 

 

 

● NXAMP 用 Dante™ネットワークカード『NXDT104』 

・Dante™ネットワークより 4ch の信号を入力可能 

（24bit / 48kHz）。 

・3rd ポートから遠隔監視・制御が可能。 

・「Dante Virtual Soundcard」に対応し、PC とダイレクト

に音声信号のやりとりが可能。 

 

● NXAMP 用デジタルメーターユニット『NXDMU』 

・NXAMP からのデジタル制御が可能なインプットパッチ機能を備えたメーターパネル。 

・アナログ、デジタル共にメーターを実装、入力レベルの高精度な監視が可能。 

・外部電源不要（GPI 端子を通じて NXAMP から供給）。 
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● NXAMP 用デジタルパッチユニット『NXDPU』 

・NXAMP からのデジタル制御可能なアウトプットパッチパネル。 

・各コネクターに独立配置された LCD ディスプレイにより高い視認性を確保。 

・電源は二重化が可能。 

 

 

＜主な仕様＞ 

メインモジュール『STM M46』 

再生周波数帯域 80Hz～20kHz (-6dB) 

再生周波数特性 85Hz～19kHz (±3dB) 

感度（1W, 1m） 110dB SPL Nominal 

最大音圧レベル（1m） 145dB SPL Peak 

高域指向角度（1unit） 水平 90°/ 垂直 0-10° 

クロスオーバー周波数 900Hz 

公称インピーダンス 低域-中域：16Ω(12Ωmini) / 高域：16Ω(12Ωmini) 

推奨パワーアンプ出力 
低域-中域： 3,700W / 2Ω(3 キャビネット) 

高域： 3,700W / 2Ω(3 キャビネット) 

ドライバー構成 

低域-中域： 4 x 6.5” Flat membrane high excursion drivers 

高域： 4 x 2.5” voice coil, 1.4” throat Neodymium drivers, 

 Ketone Polymer diaphragm 

コネクター 2 x NL8 スピコン (In, Loop Thru) & 1xNL4 スピコン (to B112 & S118) 

エンクロージャー 合成樹脂、黒色塗装 

寸法（幅×高×奥行） 575×350×715mm 

質量 約 55kg 

ベースモジュール『STM B112』 

再生周波数帯域 55Hz～250Hz (-6dB) 

再生周波数特性 63Hz～200Hz (±3dB) 

感度（1W, 1m） 107dB SPL Nominal 

最大音圧レベル（1m） 141dB SPL Peak 

公称インピーダンス 16Ω(12Ωmini) 

推奨パワーアンプ出力 7,400W / 4Ω(3 キャビネット) 

ドライバー構成 1x 12” 3000W high excursion Neodymium drivers 

コネクター 2 x NL4 スピコン 

エンクロージャー 合成樹脂、黒色塗装 

寸法（幅×高×奥行） 575×350×715mm 

質量 約 55kg 
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サブベースモジュール『STM S118』 

再生周波数帯域 23Hz～100Hz (-6dB) 

再生周波数特性 27Hz～85Hz (±3dB) 

感度（1W, 1m） 109dB SPL Nominal 

最大音圧レベル（1m） 143dB SPL Peak 

公称インピーダンス 16Ω(12Ωmini) 

推奨パワーアンプ出力 7,400W / 4Ω(3 キャビネット) 

ドライバー構成 1x 18” 3,000W high excursion Neodymium drivers 

コネクター 2 x,NL4 スピコン 

エンクロージャー バーチ材合板、黒色塗装 

寸法（幅×高×奥行） 575×350×715mm 

質量 約 85kg 

NXAMP 用 Dante™ネットワークカード『NXDT104』 

伝送規格 Dante™ ネットワークオーディオ ( TCP/IP, 100Mb or 1Gb ) 

入力信号 デジタル 4ch 

データ長 24bit 

サンプリング周波数 48ｋHz 

レイテンシー 0.15ms to 5.0ms 

コネクター 2 x Ethercon、1 x RJ45 ( 3rd port ) 

電源電圧、消費電力 +3.3V、8W ( from NXAMP Slot ) 

寸法（幅×高×奥行） 120×40×160mm 

NXAMP 用デジタルメーターユニット『NXDMU』 

入力信号 アナログ 4ch、デジタル 4ch 

パネル表示 
8 x VU メーター （4 x アナログ、4 x デジタル） 

2 x LED （各 Network 入力に対して） 

コネクター（フロント） 
アナログ入力用：4 x XLR-3-31、4 x XLR-3-32 ( パラレル接続用 ) 

デジタル(Network)入力用：3 x Ethercon 

コネクター（リア） 

アナログ入力用：4 x XLR-3-31 

デジタル入力用：3 x RJ45 

コントロール（GPI）用：D-Sub 25pin (male) 

電源電圧、消費電力 DC5V、1W ( from NXAMP GPI port ) 

寸法（幅×高×奥行） 482×44×50mm (1U) 

質量 約 1.2kg 

NXAMP 用デジタルパッチユニット『NXDPU』 

パネル表示 4 x LCD ディスプレイ（8文字表示） 

コネクター（フロント） 2 x NL8 スピコン & 4 x NL4 スピコン 

コネクター（リア） 

スピーカー出力用：2 x NL4 スピコン 

コントロール（RS232）用：1 x D-sub 9pin (male) 

電源用：2 x IEC コネクター（セキュリティラッチ付） 

電源電圧、消費電力 AC100V 50/60Hz、25W 

寸法（幅×高×奥行） 482×44×248mm (1U) 

質量 約 4.7kg 
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NEXO『STM シリーズ』 

写真上から、メインモジュール『STM M46』、ベースモジュール『STM B112』、サブベースモジュール『STM S118』 

 

＊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。 

 

 

  この件に関するお問い合わせ先 

■ 報道関係の方のお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 広報部 宣伝・ウェブコミュニケーショングループ 担当：木崎 

 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 

 TEL 03-5488-6605 

 FAX 03-5488-5063 

 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 プロオーディオインフォメーションセンター 

 TEL 03-5652-3618 

 FAX 03-5652-3634 

  （電話受付: 祝祭日を除く月～金／11:00～19:00）

 オンラインサポート http://jp.yamaha.com/support/proaudio 


