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2023 年 1 月 18 日 

バッテリー駆動に対応し、5ch ミキサーと多彩なエフェクトを搭載した 

ワンボックス型のオールインワン PA システム 

ヤマハ ポータブル PA システム『STAGEPAS 200』 

 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、シリーズ初となるバッテリー

駆動に対応したポータブル PA システムの新モデル『STAGEPAS 200』を 1 月 25 日（水）に発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回発売する『STAGEPAS 200』は、30 センチ・ワンボックス型のコンパクトな筐体に高い音質・クラス

最大級の音圧を実現したスピーカーとアンプ、本格的なミキシング機能を持つミキサーに加え、シンプルな操作

性を備えた、小規模なライブや各種イベントでの音楽やスピーチの拡声に最適なポータブル PA システムです。

シリーズで初めてバッテリー駆動による最大 10 時間の連続稼働に対応し、電源のない場所でも使用できます。

ミキサー部には 3ch のマイクプリアンプを備えた最大 5ch のミックスが可能な入出力と、柔軟な音質調整が可

能なプロセッシング機能を搭載しました。また、Bluetooth®によるスマートフォンやタブレットのワイヤレス

接続での音声再生や、 専用アプリによる快適なリモート操作も可能です。さらに、付属のラバースタンドを

使ったフロア設置や、キャビネット側面のポールマウントソケットを使ったスタンド設置にも対応しています。 

 

品 名 品 番 価格 発売日 

ポータブル PA システム 
STAGEPAS 200 オープン価格 

1 月 25 日（水） 
STAGEPAS 200BTR オープン価格 

バッテリーパック BTR-STP200 オープン価格 

キャリングケース CASE-STP200 オープン価格 

＜概要＞ 

１．コンパクトなワンボックス型の筐体にスピーカーとアンプ、ミキサーを内蔵 

２．電源のない場所でも使用できる最大 10 時間のバッテリー駆動に対応 

３．アプリによる快適操作、チルト機構（角度調整）によるフレキシブルな設置性とポータビリティを実現 

 

 

■ 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 

https://jp.yamaha.com/support/contacts/av_pa/ （Webフォームよりお問い合わせが可能です） 

 

 

 

 

 

ポータブル PA システム『STAGEPAS 200』 
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＜主な特長＞ 

１．柔軟な設置性を持つコンパクトなワンボックス型の筐体を採用 

『STAGEPAS 200』は 1 辺が 30 センチのコンパクトなワンボックス型キャビ

ネットでありながら、8 インチウーファーとコンプレッションドライバーに

よる 2 ウェイ同軸スピーカーと計 200W レンジのバイアンプ方式により、

クラス最高の音圧と音質を実現しています。また、付属のラバースタンド

をキャビネット底面に取り付けることで、演奏環境や用途に合わせ本体を

30度または 60度の角度で傾けることができます。これにより、『STAGEPAS 200』

を客席に向けて設置したり、フロアモニターとして使用する際には演奏者

側に向けて設置することが可能です。 

 

２．電源のない場所でも使用できる最大 10 時間のバッテリー駆動に対応 

『STAGEPAS 200』は、最大 10 時間の連続稼働が可能な大容量リチウム

イオン電池を用いたバッテリー駆動に対応し、別売りのバッテリーパック

「 BTR-STP200」があれば電源の確保が難しい場所でも使用可能です。

『STAGEPAS 200BTR』は購入時よりバッテリーパック「BTR-STP200」がセッ

トになっています。 

 

３．3ch のマイクプリアンプを備えた 5ch のミックスが可能なミキサー部 

『STAGEPAS 200』は、デュオやトリオでの小規模バンドにも対応可能な 3ch

のマイクプリアンプを含む 5ch（モノラル 3、ステレオ 1）のデジタルミキサー

をコンパクトな筐体に内蔵しています。また、各 ch には複数の音声処理を

1 つのノブで行う“1-knob EQ/preset”を採用し、搭載されたマイクシミュ

レーターを使った、アコースティックギターの弾き語りなどのソロパフォーマ

ンスに便利なギターエフェクトなどの複雑な処理をシンプルに操作可能です。 

 

 

４．思い通りの音作りを可能にする音質・音量調整機能 

『STAGEPAS 200』は、優先マイクや特定の音源からの入力時に、BGM などの

入力信号の音量を自動的に下げることで、マイクの音声を明瞭に届ける

「ダッカー機能」を搭載しています。下がった音量は、話し終えると自動的

に元のレベルに戻ります。専用アプリ（後述）からの操作もしくは、本体

のボタンから機能のオン／オフができ、どの程度の音量を減衰させるかは、

お好みで調整可能です。また、マイクがスピーカーからの音を拾うことで

発生するハウリングを自動的に除去する「フィードバックサプレッサー」

も搭載し、演者と聴衆の双方が聴き取りやすいサウンドを実現します。 

バッテリーパック 

「BTR-STP200」 
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５．兼ね備えた操作性、ユーティリティとポータビリティ 

iOS/Android 向け操作アプリケーション「STAGEPAS Controller」により、リハーサルや

演奏中でも、実際の音を聞きながら、Bluetooth®経由でステージや客席から音量だけでな

く 1-knob EQ、4 バンド PEQ の詳細な調整をすることができます。調整後の設定は最

大 8 パターン保存可能で、演奏シーンごとに呼び出すこともできるため、セットアップ時

間の短縮も実現します。また、『STAGEPAS 200』のキャビネットの側面には直径 35mm

のポールマウントソケットがあり、対応するスピーカースタンドに設置したり、ディス

タンスロッドを使用してサブウーファーと一緒に設置することが可能です。さらに、

オプションの専用キャリングケース「CASE-STP200」はキャスターと大容量ポケットを

装備し、『STAGEPAS 200』を安全かつ簡単に持ち運ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリングケース「CASE-STP200」 
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＜『STAGEPAS 200』主な仕様＞ 

モデル名 STAGEPAS 200／STAGEPAS 200BTR 

主要規格 

システムタイプ 2 ウェイ バイアンプパワードスピーカー+ミキサー 

再生周波数帯域(-10dB) 60Hz – 20kHz 

公称指向角度(水平×垂直) 90°× 90° 

クロスオーバー周波数 2.0kHz、24dB／Oct slope 

最大出力音圧 

(実測値ピーク、IECノイズ @1m) 
125dB SPL 

電源電圧 100V～240V、50/60Hz 

消費電力 10W (Idle)、20W (1/8 出力) 

寸法 (最大時、W×H×D) 300×308×301 mm 

質量 （製品本体のみ） 12.0kg 

ミキサー部 

ミキシングチャンネル数 5 

アナログ入力 Mono Mic／Line × 3、Stereo Line × 1 

Bluetooth オーディオ A2DP (SBC、AAC)、Ver 5.0、Class 1 

 

コンテンツ保護方式 SCMS-T 

駆動周波数範囲 2,402 ～ 2,480 MHz 

無線最大出力電力（EIRP） 15dBm (32mW) 

アンプ部 

パワーアンプ Class-D 

定格電力 
Dynamic 180W (LF: 150W、HF: 30W) 

Continuous 100W (LF: 90W、HF: 10W) 

冷却方法 自然対流(冷却ファンなし) 

AD／DA 24bit 48 kHz Sampling 

スピーカー部 

スピーカータイプ Coaxial speaker + compression driver 

LF 8 インチコーン、 2.0 インチボイスコイル 

HF 1 インチ throat compression driver、1.4 インチボイスコイル 

スピーカー磁石 フェライト(LF、HF) 

筐体材質、色 ABS (黒色) 

フロアモニター角度 30° or 60° 

グリル スチール金網(艶なし黒色塗装付き) 

ハンドル 上面 

付属品 

電源コード×1、取扱説明書 

充電式リチウムイオンバッテリーパック「BTR-STP200」×1 

(『STAGEPAS 200BTR』のみ) 

オプション品 
充電式リチウムイオンバッテリーパック「BTR-STP200」 

専用ケース「CASE-STP200」 
 

＊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。 

＊掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。 
 

■ 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 圭   TEL. 03-5488-6605 

ウェブサイト https://www.yamaha.com/ja/news_release/（問い合わせ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 

https://jp.yamaha.com/support/contacts/av_pa/ （Web フォームよりお問い合わせが可能です） 


