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２０１５年２月１０日 

 

 

 ■ 設置の自由度をさらに高めた商業空間向けシーリングスピーカー 

ヤマハ スピーカーシステム 

VXC シリーズ『Fモデル』 

− 安全かつ素早い施工を実現し、より幅広いアプリケーションに対応、4月発売 − 

 

 ヤマハ株式会社は、レストラン・アパレルショップ・ホテルなどの商業空間向け音響市場における

トータルソリューションを提案する商品群として、スピーカーシステム VXC シリーズ『F モデル』4

品番を 4月より発売します。 

 

＜価格と発売日＞ 

品 名 品 番 価 格 発売日 

ヤマハ スピーカーシステム 
VXC3F / VXC3FW 

29,000 円（税抜） 
（1ペア：2台 1組） 2015 年 4 月 

VXC5F / VXC5FW 
42,000 円（税抜） 
（1ペア：2台 1組） 2015 年 4 月 

※品番の末尾の“W”はホワイトモデルを示します。 

 

＜製品の概要＞ 

近年、店舗やレストランなどの商業空間において来場者が快適にすごすために、内装や空調、照明

に加え、BGM などの音響設備の重要性が注目されています。当社では、商業空間向け音響のラインアッ

プとして、マトリクスプロセッサー「MTX シリーズ」、パワーアンプリファイアー「XMV シリーズ」、

スピーカーシステム「VXS シリーズ」「VXC シリーズ」を 2013 年に追加、人数や規模に応じたレイア

ウトに柔軟に対応しながら良質で明瞭な拡声や音楽再生ができるトータルソリューションを実現し、

好評を得てきました。 

このたび発売する VXC シリーズ『Fモデル』は、レストラン・アパレルショップ・ホテルなど、さま

ざまなシーンで心地よい音楽再生を実現するシーリングスピーカーです。「VXC シリーズ」標準モデル

の「VXC4」「VXC6」「VXC8」に比べてバックカンの奥行きを浅くすることで、設置の自由度をさらに

高めました。また、標準モデル同様に 1台でローインピーダンス接続/ハイインピーダンス接続の両方

に対応しており、スピーカー本体には安全かつ素早い施工を実現するスマートな機構を備えています。 

 

詳細は以下の通りです。 

 

＜主な特長＞ 

レストラン・アパレルショップ・ホテルなどでの心地よい音楽再生を実現
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樹脂キャビネットを採用した 

バックカン 

アンチドロップタブを用いた仮留め

切換えタップを備えたフロント 

１．心地よい音楽再生を実現と自由度の高い設置性を両立 

VXC シリーズ『F モデル』は、新開発のスピーカーユニッ

トと樹脂キャビネットにより、BGM 再生において目立ちや

すい中高域の歪みを抑え、空間をリッチで品位の高い音で

満たします。ユニット口径のサイズとバックカンの容積バ

ランスにこだわり、低域から高域までバランスの良い明瞭

な拡声と高品位な音楽再生を実現します。 

同時に、バックカンの奥行きを浅く設計したことにより、

設置空間の狭い天井にも対応する自由度の高い設置性を確

保しています。 

 

 

２．均一な音質で広いエリアをカバーする広指向角度 

新開発の小口径フルレンジユニットにより、広い指向角度を実現しました。1本のスピーカーで

広いエリアに均一で高品位な音質を届けることにより、少ない本数で心地よい空間演出を可能

とします。 

 

 

３．安全かつ素早い施工に寄与するスマートな機構 

VXC シリーズ『F モデル』は、新開発の薄型かつ軽量な

バックカンに加え、施工時に簡単に持ち運ぶことができ

るキャリングバンド、確実に仮留めと取り外しを行うこ

とができるアンチドロップタブとリリースレーバーな

ど、スピーカー本体に安全かつ素早い施工を実現する機

構を備えています。 

 

 

４．柔軟なシステム設計に対応 

1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続

の両方に対応しているため、用途に応じた柔軟なシステ

ム設計が可能です。また、フロント側にある切替タップ

により、スピーカー設置後でも出力ワット数の切替えを

簡単に行うことができます。 

 

 



 3

＜主な仕様＞ 

モデル VXC5F / VXC5FW  VXC3F / VXC3FW 

形式 フルレンジバックカン バスレフ 

コンポーネント 11.5cm (4.5 インチ)  

フルレンジユニット  

9cm (3.5 インチ)  

フルレンジユニット  

公称指向角度 (1kHz～4kHz 平均) *1 130°円錐状 140°円錐状 

許容入力 / 

定格インピー

ダンス 

Lo-Z 
40W(NOISE), 80W(PGM), 160W(MAX)

/ 8Ω 

20W(NOISE), 40W(PGM), 80W(MAX) / 

8Ω 

100V ライン 

30W / 330Ω 

15W / 670Ω 

7.5W / 1.3kΩ 

15W / 670Ω 

7.5W / 1.3kΩ 

3.8W / 2.7kΩ 

70V ライン 

30W / 170Ω 

15W / 330Ω 

7.5W / 670Ω 

3.8W / 1.3kΩ 

15W / 330Ω 

7.5W / 670Ω 

3.8W / 1.3kΩ 

1.9W / 2.7kΩ 

出力音圧レベル (1W, 1m) *1 89 dB SPL  87 dB SPL 

大出力音圧レベル (計算値, 1m) *2 111 dB SPL 106 dB SPL 

再生周波数帯域 (-10 dB) *1 60 Hz – 20 kHz  71 Hz – 20 kHz 

コネクター ユーロブロック (4 ピン) × 1 (インプット: +/-, ループスルー: +/-)

プロテクション 全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 

仕上げ VXC5F: 黒 (マンセル N3 近似値) 

VXC5FW: 白 (マンセル N9.3 近似値)

VXC3F: 黒 (マンセル N3 近似値) 

VXC3FW: 白 (マンセル N9.3 近似値)

寸法 Ø324 × 143H mm Ø285 × 112H mm 

質量 3.1 kg 2.5 kg 

*1: Half-space (2π) 

*2: Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression 
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ヤマハ スピーカーシステム VXC シリーズ『Fモデル』 

写真左から『VXC3F』『VXC3FW』『VXC5F』『VXC5FW』 

 

 

 

 

 

＊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 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 

株式会社ヤマハミュージックジャパン PA 営業部 

 プロオーディオ・インフォメーションセンター 

 TEL 03-5652-3618 

  （電話受付: 祝祭日を除く月～金／11:00～19:00）

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


