
スピーカーブラケットSPM-50S 取付説明書
ヤマハスピーカーブラケットSPM-50Sをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
取り付けの前にこの取付説明書を必ずお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意（安全に正しくお使いいただくために）
この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ
な絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この「安全上のご注意」に書かれている内容には、お客様が購入された製品に含まれないものも記載されています。

 Printed in Japan  WF76840-1

絵表示の例

してはいけない行為を表しています。
たとえば は「分解禁止」を示しています。

警告

水ぬれ禁止 

本機を下記の場所には設置しない。
●浴室・台所・海岸・水辺 ●加湿器を過度にきかせた部屋
●雨や雪、水がかかるところ ●屋外に設置しないこと
水滴によりさびて破損の原因となります。

分解禁止 

指定された箇所以外の分解・改造は厳禁。
破損やけがの原因となります。
修理は販売店にご依頼ください。

必ず行う 

スピーカーケーブルは必ず壁等に固定する。
ケーブルに足や手を引っかけるとスピーカーが落下し、破損したり、けが
の原因となります。

必ず行う 

取り付け後は必ず安全性を確認する。
また、定期的に転倒・落下の可能性がないか安全点検を実施してください。
取り付け箇所、取り付け方法の不備による事故等の責任は、一切負いかね
ますのでご了承ください。

注意 

取り付ける天井、壁の材質を確認し、十分な強度が確保できる取
付ネジを使用する。
取り付けは必ずスピーカーおよびブラケットの重量を確認し、
取り付ける天井、壁の材質に合った取付ネジを使用してくださ
い。強度が足りない場合スピーカーの落下により、けがや事故
の原因となります。

必ず行う 

高い場所への取り付け作業は必ず安全性を確認する。
踏み台などを必要とする高い場所への取り付けの場合、踏み台
などが不安定でないかを確認の上、2人以上で作業を行ってく
ださい。不安定な状態での作業は転倒し、けがや事故の原因と
なります。

禁止 

スピ－カ－側ブラケットにある抜け止めネジは絶対にゆるめな
い。
スピ－カ－が落下し、破損したり、けがの原因となります。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

禁止 

不安定な場所や振動する場所には設置しない。
本機が落下してけがの原因となることがあります。

禁止 

直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所（暖房機のそばなど）に
は設置しない。
本機の外装が変形することがあります。

禁止 

薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。
外装が傷むことがあります。

注意 

設置する際は、以下のことに注意する。
●壁に取り付ける場合、くぎなどの抜けやすいものは絶対に使用しないでく
ださい。

●薄いベニヤ板の壁や柔らかい壁には取り付けないでください。
正しい取り付け方法をしないと、スピーカーが落下して、けがの原因
となることがあります。

必ず行う 

スピーカーと本製品は必ず付属の取付ネジを使用して固定す
る。
スピーカーが落下すると、けがの原因となることがあります。

禁止 

本機にぶら下がったりしない。
落下したり破損したりして、けがの原因となることがありま
す。

禁止 

スピ－カーの取り付け・固定以外の目的では使用しない。
本製品はスピ－カ－取り付け・固定用のブラケットです。他の
目的での使用は絶対にしないでください。

禁止 

指定されたスピ－カ－以外を取り付けない。
スピ－カ－が破損したり、スピーカ－が落下し、けがの原因と
なります。

気をつけなければならない内容を表しています。
たとえば は「感電注意」を示しています。

必ずしなければならない行為を表していま
す。
たとえば は「電源プラグをコンセントから
抜くこと」を示しています。

注意
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$ スピーカーの向きを調節する

取り付け作業が終わったら、下記のようにスピーカーの向きを調節してください。

% 落下防止ワイヤーを取り付ける（NS-2HXは除く）

落下防止のために、スピーカー背面の取付金具に付属の落下防止ワイヤーを取り付けてください。天井や壁などの確実な箇所に付属の平
座金2ヶの上から市販のM5ボルト1本、M5六角ナット2ヶを使用して落下防止ワイヤーを確実に固定してください。

#“天井・壁側ブラケット”と“スピーカー側ブラケット”を結合する

ジョイント部の凹凸を確実にかみ合わせたうえで固定してください。そのとき、バネ座金、平座金、スナップピンを忘れず
に使用してください。

平座金 

スナップピン 

バネ座金 

ジョイント 
ボルト 

しまる 

六角レンチ（大） 

1の角度を調整するには
付属の六角レンチ（小）で2ヶ所にある回転ロックネジをゆるめ、次に
1の角度を決め、最後に締め付けます。
（回転ロックネジ2ヶ所を必ずゆるめてから動かしてください。）

2の角度を調整するには
付属の六角レンチ（大）でネジを2回転くらいゆるめ、次に2の角度を
決め、最後に締め付けます。

ご注意 

ゆるめすぎますとクラッチがはずれ落下する危険性がありますので、
ゆるめる量は必要最小限として角度を調節してください。

3の角度を調整するには
付属の六角レンチ（小）で2ヶ所にある回転ロックネジをゆるめ、次に
3の角度を決め、最後に締め付けます。
（回転ロックネジ2ヶ所を必ずゆるめてから動かしてください。）

ご注意 

抜け止めネジは抜け防止用ですので絶対にゆるめないでください。

 最大360°回転可能

 最大220°回転可能
最小回転度数は6°

1

2

3
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示して
います。

４ ５

回転ロックネジ（２ヶ所）

ジョイントボルト

回転ロックネジ（２ヶ所）

ご注意 

• 取り付け後は、スピーカーおよびブラケットが確実に固定されているか確認してください。
• 一年に一度くらいは取り付け状態をご確認ください。
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■取付手順
取付工事は、できる限りお買い上げ店または専門の施行業者にご依頼ください。
取り付けの際には、この取付説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
取り付け作業を始める前に、取り付ける壁や天井は十分な強度があるか、また、スピーカーの向きなどを調節するための充分な
スペースがあるかご確認ください。

!“スピーカー側ブラケット”とスピーカーを固定する

付属の取付ネジ（平座金、バネ座金付）2本または４本で、“スピーカー側ブラケット”をスピーカーに固定します。

取取取取取付付付付付ネネネネネジジジジジををををを手手手手手ででででで軽軽軽軽軽くくくくく締締締締締めめめめめ（（（（（３３３３３回回回回回程程程程程度度度度度回回回回回ししししし、、、、、）））））まままままっっっっっすすすすすぐぐぐぐぐはははははいいいいいっっっっったたたたたここここことととととををををを確確確確確認認認認認しししししたたたたたうううううえええええででででで、、、、、
工具で確実に締めてください。工具で確実に締めてください。工具で確実に締めてください。工具で確実に締めてください。工具で確実に締めてください。

■各部の名称

■設置場所を決める
横の壁に取り付ける場合はジョイント部をまっすぐにした形で取り付けてください（図A）。
ジョイント部を90°曲げての取り付けの場合、固定した角度が維持できず、斜めに傾いてしまいます（図B）。

※固定した角度が維持できず
斜めに傾いてしまう。

※スピーカーの機種によっては
取り付けることができます。

背面に取り付ける場合 底面に取り付ける場合

（図A） （図B）

＜４つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜４つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜４つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜４つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜４つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞

両端のスピーカー固定穴４つを使用します。

■付属品
付属品がすべてそろっているか、ご確認ください。
●六角レンチ×２本（大、小）
●取付ネジ(M６×１８、平座金、バネ座金付)×４本
●落下防止ワイヤー×１本
●平座金×２個（落下防止ワイヤー用）

天井・壁側のブラケット・落下防止ワイヤーの固定には
以下のものが別途必要になります。
〈ブラケット固定用〉　　　〈落下防止ワイヤー固定用〉
●M5ボルト×６本　　　　　●M5ボルト×１本
●M5六角ナット×１２個　　●M5六角ナット×２個
●M5平座金×１２個

■寸法図
■取付前の準備

ジョイントボルトの取りはずし方

天井・壁側ブラケットのスナップピンを抜き、ジョイントボルト（バネ座金と平座金付）を外します。このとき、スナップピンやバネ座
金をなくさないように注意してください。

＜２つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜２つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜２つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜２つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜２つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞

真ん中のスピーカー固定穴２つを使用します。

ご注意 

誤って取付ネジを斜めに締めると
スピーカー内部のナットのネジ山
を潰すことがあります。特に電動
工具を使用する場合にはネジ山を
潰さないようにご注意ください。

手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度
回し、回し、回し、回し、回し、まっすぐまっすぐまっすぐまっすぐまっすぐ
入ったことを確入ったことを確入ったことを確入ったことを確入ったことを確
認！認！認！認！認！

背面に取り付ける場合 底面に取り付ける場合

ご注意 

壁面に取り付けてご使用になる場合は、天井・壁側ブラケットを必ず下図のように縦にして取り付けてください。
（強度的に有利です。）

手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度
回し、回し、回し、回し、回し、まっすぐまっすぐまっすぐまっすぐまっすぐ
入ったことを確入ったことを確入ったことを確入ったことを確入ったことを確
認！認！認！認！認！

@ 充分に強度のある天井または壁に、“天井・壁側ブラケット”を固定する

市販のM5ボルト6本、M5六角ナット12本と座金12ヶで固定し、確実に締め付けてください。このとき、取付面側の強度
を必ず確認してください。スピーカーコードを天井または壁の裏側から配線する場合は、取付金具のスピーカーコード通し
穴をご利用ください。穴から取り出したスピーカーコードは、コードクランプでたるまないようにしてスピーカーまで持っ
ていきます。コードクランプは簡単に取外し、取り付けができます。

１ ２ ３

■対応スピーカー
本製品は以下のヤマハ製スピーカーに使用することができます。
●NS-2HX
●NS-M515
●NS-M325
●NS-M525

ご注意 

スピーカーに金具を取り付ける方法、設置する場所によっては、ご希望の角度に調整できないことがあります。
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付属の取付ネジ（平座金、バネ座金付）2本または４本で、“スピーカー側ブラケット”をスピーカーに固定します。

取取取取取付付付付付ネネネネネジジジジジををををを手手手手手ででででで軽軽軽軽軽くくくくく締締締締締めめめめめ（（（（（３３３３３回回回回回程程程程程度度度度度回回回回回ししししし、、、、、）））））まままままっっっっっすすすすすぐぐぐぐぐはははははいいいいいっっっっったたたたたここここことととととををををを確確確確確認認認認認しししししたたたたたうううううえええええででででで、、、、、
工具で確実に締めてください。工具で確実に締めてください。工具で確実に締めてください。工具で確実に締めてください。工具で確実に締めてください。

■各部の名称

■設置場所を決める
横の壁に取り付ける場合はジョイント部をまっすぐにした形で取り付けてください（図A）。
ジョイント部を90°曲げての取り付けの場合、固定した角度が維持できず、斜めに傾いてしまいます（図B）。

※固定した角度が維持できず
斜めに傾いてしまう。

※スピーカーの機種によっては
取り付けることができます。

背面に取り付ける場合 底面に取り付ける場合

（図A） （図B）

＜４つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜４つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜４つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜４つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜４つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞

両端のスピーカー固定穴４つを使用します。

■付属品
付属品がすべてそろっているか、ご確認ください。
●六角レンチ×２本（大、小）
●取付ネジ(M６×１８、平座金、バネ座金付)×４本
●落下防止ワイヤー×１本
●平座金×２個（落下防止ワイヤー用）

天井・壁側のブラケット・落下防止ワイヤーの固定には
以下のものが別途必要になります。
〈ブラケット固定用〉　　　〈落下防止ワイヤー固定用〉
●M5ボルト×６本　　　　　●M5ボルト×１本
●M5六角ナット×１２個　　●M5六角ナット×２個
●M5平座金×１２個

■寸法図
■取付前の準備

ジョイントボルトの取りはずし方

天井・壁側ブラケットのスナップピンを抜き、ジョイントボルト（バネ座金と平座金付）を外します。このとき、スナップピンやバネ座
金をなくさないように注意してください。

＜２つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜２つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜２つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜２つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞＜２つ穴のスピーカーに取り付ける場合＞

真ん中のスピーカー固定穴２つを使用します。

ご注意 

誤って取付ネジを斜めに締めると
スピーカー内部のナットのネジ山
を潰すことがあります。特に電動
工具を使用する場合にはネジ山を
潰さないようにご注意ください。

手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度
回し、回し、回し、回し、回し、まっすぐまっすぐまっすぐまっすぐまっすぐ
入ったことを確入ったことを確入ったことを確入ったことを確入ったことを確
認！認！認！認！認！

背面に取り付ける場合 底面に取り付ける場合

ご注意 

壁面に取り付けてご使用になる場合は、天井・壁側ブラケットを必ず下図のように縦にして取り付けてください。
（強度的に有利です。）

手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度手で軽く３回程度
回し、回し、回し、回し、回し、まっすぐまっすぐまっすぐまっすぐまっすぐ
入ったことを確入ったことを確入ったことを確入ったことを確入ったことを確
認！認！認！認！認！

@ 充分に強度のある天井または壁に、“天井・壁側ブラケット”を固定する

市販のM5ボルト6本、M5六角ナット12本と座金12ヶで固定し、確実に締め付けてください。このとき、取付面側の強度
を必ず確認してください。スピーカーコードを天井または壁の裏側から配線する場合は、取付金具のスピーカーコード通し
穴をご利用ください。穴から取り出したスピーカーコードは、コードクランプでたるまないようにしてスピーカーまで持っ
ていきます。コードクランプは簡単に取外し、取り付けができます。

１ ２ ３

■対応スピーカー
本製品は以下のヤマハ製スピーカーに使用することができます。
●NS-2HX
●NS-M515
●NS-M325
●NS-M525

ご注意 

スピーカーに金具を取り付ける方法、設置する場所によっては、ご希望の角度に調整できないことがあります。
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スピーカーブラケットSPM-50S 取付説明書
ヤマハスピーカーブラケットSPM-50Sをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
取り付けの前にこの取付説明書を必ずお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意（安全に正しくお使いいただくために）
この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ
な絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この「安全上のご注意」に書かれている内容には、お客様が購入された製品に含まれないものも記載されています。

 Printed in Japan  WF76840-1

絵表示の例

してはいけない行為を表しています。
たとえば は「分解禁止」を示しています。

警告

水ぬれ禁止 

本機を下記の場所には設置しない。
●浴室・台所・海岸・水辺 ●加湿器を過度にきかせた部屋
●雨や雪、水がかかるところ ●屋外に設置しないこと
水滴によりさびて破損の原因となります。

分解禁止 

指定された箇所以外の分解・改造は厳禁。
破損やけがの原因となります。
修理は販売店にご依頼ください。

必ず行う 

スピーカーケーブルは必ず壁等に固定する。
ケーブルに足や手を引っかけるとスピーカーが落下し、破損したり、けが
の原因となります。

必ず行う 

取り付け後は必ず安全性を確認する。
また、定期的に転倒・落下の可能性がないか安全点検を実施してください。
取り付け箇所、取り付け方法の不備による事故等の責任は、一切負いかね
ますのでご了承ください。

注意 

取り付ける天井、壁の材質を確認し、十分な強度が確保できる取
付ネジを使用する。
取り付けは必ずスピーカーおよびブラケットの重量を確認し、
取り付ける天井、壁の材質に合った取付ネジを使用してくださ
い。強度が足りない場合スピーカーの落下により、けがや事故
の原因となります。

必ず行う 

高い場所への取り付け作業は必ず安全性を確認する。
踏み台などを必要とする高い場所への取り付けの場合、踏み台
などが不安定でないかを確認の上、2人以上で作業を行ってく
ださい。不安定な状態での作業は転倒し、けがや事故の原因と
なります。

禁止 

スピ－カ－側ブラケットにある抜け止めネジは絶対にゆるめな
い。
スピ－カ－が落下し、破損したり、けがの原因となります。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

禁止 

不安定な場所や振動する場所には設置しない。
本機が落下してけがの原因となることがあります。

禁止 

直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所（暖房機のそばなど）に
は設置しない。
本機の外装が変形することがあります。

禁止 

薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。
外装が傷むことがあります。

注意 

設置する際は、以下のことに注意する。
●壁に取り付ける場合、くぎなどの抜けやすいものは絶対に使用しないでく
ださい。

●薄いベニヤ板の壁や柔らかい壁には取り付けないでください。
正しい取り付け方法をしないと、スピーカーが落下して、けがの原因
となることがあります。

必ず行う 

スピーカーと本製品は必ず付属の取付ネジを使用して固定す
る。
スピーカーが落下すると、けがの原因となることがあります。

禁止 

本機にぶら下がったりしない。
落下したり破損したりして、けがの原因となることがありま
す。

禁止 

スピ－カーの取り付け・固定以外の目的では使用しない。
本製品はスピ－カ－取り付け・固定用のブラケットです。他の
目的での使用は絶対にしないでください。

禁止 

指定されたスピ－カ－以外を取り付けない。
スピ－カ－が破損したり、スピーカ－が落下し、けがの原因と
なります。

気をつけなければならない内容を表しています。
たとえば は「感電注意」を示しています。

必ずしなければならない行為を表していま
す。
たとえば は「電源プラグをコンセントから
抜くこと」を示しています。

注意
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$ スピーカーの向きを調節する

取り付け作業が終わったら、下記のようにスピーカーの向きを調節してください。

% 落下防止ワイヤーを取り付ける（NS-2HXは除く）

落下防止のために、スピーカー背面の取付金具に付属の落下防止ワイヤーを取り付けてください。天井や壁などの確実な箇所に付属の平
座金2ヶの上から市販のM5ボルト1本、M5六角ナット2ヶを使用して落下防止ワイヤーを確実に固定してください。

#“天井・壁側ブラケット”と“スピーカー側ブラケット”を結合する

ジョイント部の凹凸を確実にかみ合わせたうえで固定してください。そのとき、バネ座金、平座金、スナップピンを忘れず
に使用してください。

平座金 

スナップピン 

バネ座金 

ジョイント 
ボルト 

しまる 

六角レンチ（大） 

1の角度を調整するには
付属の六角レンチ（小）で2ヶ所にある回転ロックネジをゆるめ、次に
1の角度を決め、最後に締め付けます。
（回転ロックネジ2ヶ所を必ずゆるめてから動かしてください。）

2の角度を調整するには
付属の六角レンチ（大）でネジを2回転くらいゆるめ、次に2の角度を
決め、最後に締め付けます。

ご注意 

ゆるめすぎますとクラッチがはずれ落下する危険性がありますので、
ゆるめる量は必要最小限として角度を調節してください。

3の角度を調整するには
付属の六角レンチ（小）で2ヶ所にある回転ロックネジをゆるめ、次に
3の角度を決め、最後に締め付けます。
（回転ロックネジ2ヶ所を必ずゆるめてから動かしてください。）

ご注意 

抜け止めネジは抜け防止用ですので絶対にゆるめないでください。

 最大360°回転可能

 最大220°回転可能
最小回転度数は6°

1

2

3
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示して
います。

４ ５

回転ロックネジ（２ヶ所）

ジョイントボルト

回転ロックネジ（２ヶ所）

ご注意 

• 取り付け後は、スピーカーおよびブラケットが確実に固定されているか確認してください。
• 一年に一度くらいは取り付け状態をご確認ください。
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スピーカーブラケットSPM-50S 取付説明書
ヤマハスピーカーブラケットSPM-50Sをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
取り付けの前にこの取付説明書を必ずお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意（安全に正しくお使いいただくために）
この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ
な絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この「安全上のご注意」に書かれている内容には、お客様が購入された製品に含まれないものも記載されています。

 Printed in Japan  WF76840-1

絵表示の例

してはいけない行為を表しています。
たとえば は「分解禁止」を示しています。

警告

水ぬれ禁止 

本機を下記の場所には設置しない。
●浴室・台所・海岸・水辺 ●加湿器を過度にきかせた部屋
●雨や雪、水がかかるところ ●屋外に設置しないこと
水滴によりさびて破損の原因となります。

分解禁止 

指定された箇所以外の分解・改造は厳禁。
破損やけがの原因となります。
修理は販売店にご依頼ください。

必ず行う 

スピーカーケーブルは必ず壁等に固定する。
ケーブルに足や手を引っかけるとスピーカーが落下し、破損したり、けが
の原因となります。

必ず行う 

取り付け後は必ず安全性を確認する。
また、定期的に転倒・落下の可能性がないか安全点検を実施してください。
取り付け箇所、取り付け方法の不備による事故等の責任は、一切負いかね
ますのでご了承ください。

注意 

取り付ける天井、壁の材質を確認し、十分な強度が確保できる取
付ネジを使用する。
取り付けは必ずスピーカーおよびブラケットの重量を確認し、
取り付ける天井、壁の材質に合った取付ネジを使用してくださ
い。強度が足りない場合スピーカーの落下により、けがや事故
の原因となります。

必ず行う 

高い場所への取り付け作業は必ず安全性を確認する。
踏み台などを必要とする高い場所への取り付けの場合、踏み台
などが不安定でないかを確認の上、2人以上で作業を行ってく
ださい。不安定な状態での作業は転倒し、けがや事故の原因と
なります。

禁止 

スピ－カ－側ブラケットにある抜け止めネジは絶対にゆるめな
い。
スピ－カ－が落下し、破損したり、けがの原因となります。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

禁止 

不安定な場所や振動する場所には設置しない。
本機が落下してけがの原因となることがあります。

禁止 

直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所（暖房機のそばなど）に
は設置しない。
本機の外装が変形することがあります。

禁止 

薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。
外装が傷むことがあります。

注意 

設置する際は、以下のことに注意する。
●壁に取り付ける場合、くぎなどの抜けやすいものは絶対に使用しないでく
ださい。

●薄いベニヤ板の壁や柔らかい壁には取り付けないでください。
正しい取り付け方法をしないと、スピーカーが落下して、けがの原因
となることがあります。

必ず行う 

スピーカーと本製品は必ず付属の取付ネジを使用して固定す
る。
スピーカーが落下すると、けがの原因となることがあります。

禁止 

本機にぶら下がったりしない。
落下したり破損したりして、けがの原因となることがありま
す。

禁止 

スピ－カーの取り付け・固定以外の目的では使用しない。
本製品はスピ－カ－取り付け・固定用のブラケットです。他の
目的での使用は絶対にしないでください。

禁止 

指定されたスピ－カ－以外を取り付けない。
スピ－カ－が破損したり、スピーカ－が落下し、けがの原因と
なります。

気をつけなければならない内容を表しています。
たとえば は「感電注意」を示しています。

必ずしなければならない行為を表していま
す。
たとえば は「電源プラグをコンセントから
抜くこと」を示しています。

注意
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$ スピーカーの向きを調節する

取り付け作業が終わったら、下記のようにスピーカーの向きを調節してください。

% 落下防止ワイヤーを取り付ける（NS-2HXは除く）

落下防止のために、スピーカー背面の取付金具に付属の落下防止ワイヤーを取り付けてください。天井や壁などの確実な箇所に付属の平
座金2ヶの上から市販のM5ボルト1本、M5六角ナット2ヶを使用して落下防止ワイヤーを確実に固定してください。

#“天井・壁側ブラケット”と“スピーカー側ブラケット”を結合する

ジョイント部の凹凸を確実にかみ合わせたうえで固定してください。そのとき、バネ座金、平座金、スナップピンを忘れず
に使用してください。

平座金 

スナップピン 

バネ座金 

ジョイント 
ボルト 

しまる 

六角レンチ（大） 

1の角度を調整するには
付属の六角レンチ（小）で2ヶ所にある回転ロックネジをゆるめ、次に
1の角度を決め、最後に締め付けます。
（回転ロックネジ2ヶ所を必ずゆるめてから動かしてください。）

2の角度を調整するには
付属の六角レンチ（大）でネジを2回転くらいゆるめ、次に2の角度を
決め、最後に締め付けます。

ご注意 

ゆるめすぎますとクラッチがはずれ落下する危険性がありますので、
ゆるめる量は必要最小限として角度を調節してください。

3の角度を調整するには
付属の六角レンチ（小）で2ヶ所にある回転ロックネジをゆるめ、次に
3の角度を決め、最後に締め付けます。
（回転ロックネジ2ヶ所を必ずゆるめてから動かしてください。）

ご注意 

抜け止めネジは抜け防止用ですので絶対にゆるめないでください。

 最大360°回転可能

 最大220°回転可能
最小回転度数は6°

1

2

3
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示して
います。

４ ５

回転ロックネジ（２ヶ所）

ジョイントボルト

回転ロックネジ（２ヶ所）

ご注意 

• 取り付け後は、スピーカーおよびブラケットが確実に固定されているか確認してください。
• 一年に一度くらいは取り付け状態をご確認ください。
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