2019 年 6 月 21 日

■オールインワンの PA システムに、 軽量・コンパクトながら
簡単セットアップ＆シンプルな設定で高音質を提供する新モデルを発売

ヤマハ

ポータブル PA システム『STAGEPAS 1K』

ヤマハ株式会社は、プロフェッショナルオーディオ機器の新製品として、ポータブル PA システム
『STAGEPAS 1K』を 2019 年 8 月に発売します。

このたび発売する『STAGEPAS 1K』は、「いつでも、どこでも、ス
テージに」をコンセプトとする「STAGEPAS シリーズ」で実現してきた
性能と利便性をさらにブラッシュアップし、高い音質・音圧と軽量・
コンパクトなキャビネット設計、本格的なミキシング機能とシンプ
ルな操作性といった、ポータブル PA システムに求められる、相反す
るニーズを高い次元で両立しました。コンサートクオリティのデジ
タルミキサーやスピーカーを開発し、音響の入口から出口までのノ
ウハウを有するヤマハだからこそできる新提案で、ポータブル PA
システムの標準を再定義します。

＜概要＞
１． コンパクトな筐体と高品質・高音圧なサウンドを両立
・1.5 インチユニット 10 基のアレイスピーカーを搭載
・独自の流体音制御技術を採用したサブウーファー
２． 複雑な調整もシンプルな操作で実現する
オンボードデジタルミキサー
・モノラル 3 系統、ステレオ 1 系統の入力端子
ポータブル PA システム

・初心者でも単一ノブだけで行える音質調整機能

『STAGEPAS 1K』

３．優れたポータビリティとユーティリティ
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発売時期

ヤマハ ポータブル PA システム

STAGEPAS 1K

オープンプライス

2019 年 8 月

ヤマハ スピーカーアクセサリー

DL-SP1K

オープンプライス

2019 年 8 月

■ 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 プロオーディオ・インフォメーションセンター
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Tel. 0570−050−808

＜主な特長＞
１．コンパクトな筐体と高品質・高音圧なサウンドを両立
中高域を再生するアレイスピーカーは、ネオジム磁石を使用した 1.5 インチ
の小口径ユニットを 10 基搭載し、170°の広い水平指向角とともに、ユニッ
トを J 形状のカーブに配置することでスピーカーの下方向のカバーエリアを
広げ、30°の広い垂直指向角も実現しました。また、ユニット 10 基で構成
されるアレイ構造は高い遠達性能を発揮し、前方から後方の聴衆までを均一
かつ高品質な音で包み込みます。低域を再生するサブウーファーは、クラス
最大級の 12 インチユニットを採用すると同時に、ポータビリティ向上のた
めの徹底的な小型・軽量化に取り組み、12 インチクラスに見えないコンパク
トなキャビネットサイズを実現しました。加えて、小型バスレフ型サブウー
ファーで発生しやすいポート端部の風切り音を、当社独自の流体音制御技術
「TWISTED FLARE PORT™」により軽減し、クリアで迫力のある重低音再生を
可能にしています。
これらのコンパクトなスピーカーキャビネットから最大 119dB SPL を引き出

1.5 インチユニットを

す要となるアンプには、クラス最大級の 1,000（1K）W の Class-D アンプを

10 基搭載した

採用しました。出力が大きいだけでなく、高負荷時においても高精度・高音

アレイスピーカー

質を維持する安定性が特長です。

２．複雑な調整もシンプルな操作で実現するオンボードデジタルミキサー
『STAGEPAS 1K』は、サブウーファーの背面に、2ch の Hi-Z 入力を含む計
3ch のモノラルマイク／ライン入力とステレオ入力 1 系統の、合計 5ch の
入力端子を持ったデジタルミキサーを搭載しています。ステレオ入力に
は、フォーン端子やステレオミニ端子といったアナログ入力はもちろん、
Bluetooth 機能によるワイヤレス接続も可能です。また、複数帯域の調整
を同時に行う「1knob EQ」、業務用エフェクターとして定番の高品位な
デジタルリバーブ「SPX」、“Speech”“Music”などシーンに合わせて
サウンドの調整を行う「Mode」など、豊富な音質調整機能を搭載してい
ます。これらの機能は、それぞれ単一のノブによる調整が可能なため、
PA 機器の初心者でも、音質調整を簡単に行うことができます。
さらに、リモートコントロールのための iOS／Android 用アプリケー
ション「STAGEPAS Editor」を使用することで、『STAGEPAS 1K』から離
れた場所での音量や EQ の調整が可能となり、リハーサル時間の効率化や
パフォーマンスの向上に貢献します。 加えて、一度設定した内容の保存
や呼び出しも可能なため、セッティング時間の大幅な短縮にも寄与します。
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サブウーファー背面の
デジタルミキサー部

３．優れたポータビリティとユーティリティ
『STAGEPAS 1K』は、サブウーファーにアレイスピーカーと高さ調整用のスペー
サーを固定するだけでセットアップが可能です。本体以外のケーブルやスピー
カースタンドは不要で、PA 機器の接続知識や経験も必要としません。また、
付属の専用キャリングケースは、運搬時や保管時にスピーカーを保護するだけで
なく、スペーサーやアレイスピーカーはもちろん、電源コードや同時に使用する
マイクロフォンやケーブルまで収納することができます。さらに、別売りの専用
台車『DL-SP1K』 を活用することで、可搬性はさらに高まります。
より広いエリアをカバーするための、より大きな音圧が必要な場合には、2 台の
『STAGEPAS 1K』をリンクすることで対応可能です。ステレオでのリンク、モノ

『DL-SP1K』を使用した

ラルでのリンクのどちらかを選択でき、モノラルリンクを使用する場合には、2

設置イメージ

台両方の入力を使用することができます（合計モノラル 6 系統、ステレオ 2 系統）。

＜『STAGEPAS 1K』主な仕様＞

主要規格

ミキサー部

アンプ部

スピーカー部

アクセサリー

システムタイプ
ポータブルサブウーファー + ラインアレイスピーカー
再生周波数帯域（-10dB）
37Hz – 20kHz
公称指向角度（水平×垂直）
170°×30°
クロスオーバー周波数
240Hz
最大出力音圧（実測値ピーク）
119dB SPL
電源電圧
100V，50/60Hz
消費電力
25W（Idle），85W（1/8 出力）
寸法（最大時）
334W×2,000H×418D mm
質量（最大時）
23.0kg
ミキシングチャンネル数
5（3 mono + 1 stereo）
Bluetooth オーディオ
Bluetooth Ver5.0，A2DP（SBC，AAC）
チャンネル機能
Hi-Z ス イ ッ チ ： ch2-3
1knob EQ：全 ch
EQ／エフェクター
Reverb（HALL／PLATE／ROOM／ECHO）：ch1-3
MODE（SPEECH／MUSIC／CLUB）
出力
LINK OUT（MONO／R），MONITOR OUT（MONO）
STAGEPAS Editor（iOS／Android アプリ）
外部コントロール
リバーブフットスイッチ「FC5」
定格出力（Dynamic）
1,000W（LF：810W，HF：190W）
パワードサブウーファー
バスレフ型
形式
ラインアレイスピーカー
密閉型
パワードサブウーファー
12 インチ（30cm）コーン
コンポーネント
ラインアレイスピーカー 1.5 インチ（3.8cm）コーン×10
パワードサブウーファー
334W×550H×418D mm
寸法
ラインアレイスピーカー
67W×582H×86D mm
スペーサー
67W×555H×86D mm
パワードサブウーファー
20.0kg
質量
ラインアレイスピーカー
1.8kg
スペーサー
0.6kg
付属品
電源コード（2.5m）×1，専用カバー×1，3P-2P 変換アダプタ
別売アクセサリー
DL-SP1K（専用台車），FC5（フットスイッチ）
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※今回の新製品の詳細については、プロオーディオサイトをご参照ください。
https://jp.yamaha.com/products/proaudio

ヤマハ ポータブル PA システム
『STAGEPAS 1K』

ヤマハ スピーカーアクセサリー（専用台車）
『DL-SP1K』

＊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。

■ 報道関係の方のお問い合わせ先
ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 担当：佐藤
TEL. 03-5488-6605
ウェブサイト https://www.yamaha.com/ja/news_release/（取材申し込みや画像ダウンロードが可能です）
■ 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 プロオーディオ・インフォメーションセンター
TEL. 0570-050-808（ナビダイヤル、全国どこからでも市内通話料金）
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