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• この取扱説明書に掲載されているイラストは、すべて操作
説明のためのものです。
• 本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登
録商標または商標です。
• この取扱説明書では、特にことわりがない場合、「HS8」は
HS8とHS8I、「HS7」はHS7とHS7I、「HS5」はHS5
とHS5Iを指します。
• この製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合し
ています。

HSシリーズの主な特長
 スタジオモニターに求められる精確な原音再生

 選べるフルレンジ3モデルと超低域のモニタリン
グを可能にするサブウーファー 

 最適化されたウーファーとツイーターによるシン
プルな2wayデザイン 

 環境に応じて設定可能な音響調整スイッチ類

 スタジオで標準的なXLR端子に加え、電子楽器な
どで標準的なPhone端子を装備

付属品(お確かめください)
• 電源コード

• ブラケット取付ネジ 
(2本、HS8I/HS7I/HS5Iのみ)

• 取扱説明書(本書)
保証書は86ページに記載されています。

オプション品
HS8I/HS7I用
• バトンブラケット BBS251
• シーリングブラケット BCS251
• ウォールブラケット BWS251
• ウォールブラケット/シーリングブラケット 
BWS50

HS5I用
• ウォールブラケット/シーリングブラケット 
BWS20

• シーリングブラケット BCS20

このたびはヤマハ パワードスピーカーシステム

HS8、HS7、HS5、HS8I、HS7I、HS5I、

HS8Sをお買い求めいただきまして、まことにあ

りがとうございます。HS8、HS7、HS5、

HS8I、HS7I、HS5I、HS8S (以下HSシリーズ)

の優れた機能を十分発揮させるとともに、末永く

ご愛用いただくために、この取扱説明書をご使用

の前に必ずお読みください。

また、ご一読いただいたあとも、不明な点が生じ

た場合に備えて、大切に保管いただきますようお

願いいたします。
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安全上のご注意
ご使用の前に、必ずよくお読みください。

必ずお守りください
本製品はレコーディングや音素材の編集、ミキシングな
どで正確なモニタリングをするために使用する機器で
す。スピーカーとしての用途以外では使用しないでくだ
さい。
取り扱いに不慣れな方や、本書に従って取り扱いできな
い方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が
補助してください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用い
ただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を
未然に防止するためのものです。
お読みになったあとは、本製品を使用される方がいつで
も見られる所に必ず保管してください。

「警告」「注意」「ご注意」について
誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容
を、危害や損害の大きさと切迫の程度により区分して掲
載しています。

記号表示について
本製品や取扱説明書に表示されている記号には、
次のような意味があります。

異常に気づいたら
下記のような異常が発生した場合、すぐに電
源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
• 電源コード/プラグが破損した場合
• 製品から異常なにおいや煙が出た場合
• 製品の内部に水や異物が入った場合
• 使用中に音が出なくなった場合
• 製品に亀裂、破損がある場合
そのまま使用を続けると、感電や火災、または故障の
おそれがあります。至急、お買い上げの販売店または
ヤマハ修理ご相談センターに点検や修理をご依頼くだ
さい。

電源 / 電源コード
電源コードが破損するようなことをしない。
• ストーブなどの熱器具に近づけない
• 無理に曲げない
• 傷つけない
• 電源コードに重いものをのせない
感電や火災の原因になります。

電源は本製品に表示している電源電圧で使用
する。
誤って接続すると、感電や火災のおそれがあります。

電源コードは、必ず付属のものを使用する。
故障、発熱、火災などの原因になります。
付属の電源コードは日本国内専用(125Vまで)です。

付属の電源コードをほかの製品に使用しな
い。
故障、発熱、火災などの原因になります。

電源プラグのほこりをきれいに拭き取る。
感電やショートのおそれがあります。
必要に応じて、定期的にほこりを拭き取ってください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
火災やショートのおそれがあります。

警告
「死亡する可能性または重傷を
負う可能性が想定される」内容
です。

注意 「傷害を負う可能性が想定され
る」内容です。

ご注意
「故障、損傷や誤動作、データの
損失の発生が想定される」内容
です。

注意喚起

禁止

必ず実行

一般注意

禁止

必ず実行

分解禁止

必ず接地接続 電源プラグを抜く

水ぬれ禁止 ぬれ手禁止

警告

必ず実行

禁止

必ず実行

必ず実行

禁止

必ず実行

必ず実行

PA-11 1/3



HS8/HS7/HS5/HS8I/HS7I/HS5I/HS8S 取扱説明書 75

日
本
語

本製品をコンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感
じた場合にはすぐに電源を切り、電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。また、電源を切った状態で
も電源プラグをコンセントから抜かないかぎり電源か
ら完全に遮断されません。電源プラグに容易に手が届
き、操作できるように設置してご使用ください。

• 長時間使用しないときは、必ずコンセント
から電源プラグを抜く。
• 雷が鳴りだしたときは、本製品や電源プラ
グに触らない。

感電や火災、故障の原因になることがあります。

接続
• 接地接続は必ず、主電源プラグをコンセン
トに差し込む前に行なう。
• 接地接続の取り外しは、必ず主電源プラグ
をコンセントから抜いた状態で行なう。

電源コードには、アース線が付いています。必ずアー
ス線を接地接続してから、電源プラグをコンセントに
差し込んでください。確実に接地接続しないと、感電
や火災、または故障の原因になります。

電源プラグは保護接地されている適切な
コンセントに接続する。
確実に接地接続しないと、感電や火災、または故障の
原因になります。

分解禁止
本製品を分解したり改造したりしない。
感電や火災、けが、または故
障の原因になります。本製品
の内部には、お客様が修理/
交換できる部品はありませ
ん。

水や火に注意
• 本製品の上に花瓶や薬品など液体の入った
ものを置かない。
• 浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところ
で使用しない。

内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故
障の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

本製品の近くで、火気を使用しない。
火災の原因になります。

聴覚障害
電源を入れたり切ったりする前に、必ず本製
品や接続している機器の音量(ボリューム)を
最小にする。
聴覚障害または機器の損傷の原因になることがありま
す。

オーディオシステムの電源を入れるときは、
本製品をいつも最後に入れる。電源を切ると
きは、本製品を最初に切る。
聴覚障害やスピーカーの損傷の原因になることがあり
ます。

電源 /電源コード
電源プラグを抜くときは、電源コードを持た
ずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。
電源コードが破損して、感電や火災の原因になること
があります。

設置と接続
不安定な場所や振動の多い場所に置かない。
本製品が転倒して故障したり、けがをしたりする原因
になります。

本製品を子供の手の届くところに置かない。
本製品は子供がいる可能性のある場所での使用には適
していません。

本製品を設置する際は、 
• 布やテーブルクロスをかけない。 
• じゅうたんやカーペットなどの上には設置
しない。 
• 天面以外を上にして設置しない。 
• 風通しの悪い狭いところへは押し込まない。
製品内部に熱がこもり、故障や火災の原因になること
があります。本機の周囲に上20cm、左右20cm、背
面20cm以上のスペースを確保してください。

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しな
い。
故障の原因になります。

本製品を移動するときは、必ずすべての接続
ケーブルを外した上で行なう。
ケーブルをいためたり、お客様やほかの方々が転倒し
たりするおそれがあります。

必ず実行

必ず実行

必ず実行

必ず実行

禁止

禁止

禁止

禁止

注意

必ず実行

必ず実行

必ず実行

禁止

禁止

禁止

禁止

必ず実行

PA-11 2/3
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スピーカーのリアパネルを壁に押しつけない。
スピーカーを壁に押し付けると、電源プラグが壁に接
触し、電源コードが外れてショートするなど、故障や
火災の原因となるおそれがあります。

(HS8I/HS7I/HS5Iのみ)
取り付け工事は、必ずお買い上げの販売店に
依頼する。また、取り付ける場合は、以下の
点に注意する。
• この機器の重量に十分に耐えられる取り付
け器具と場所を選ぶ
• 継続して振動があるような場所は避ける
• 必ず指定された取り付け工具を使用する
• 定期的に保守点検を行なう
不適切な取り付けは、事故やけが、本製品の損傷や故
障の原因となります。

お手入れ
本製品をお手入れをするときは、必ずコンセ
ントから電源プラグを抜く。
感電の原因になることがあります。

取り扱い
本製品のバスレフポート(背面の穴)に手や指
を入れない。
けがをするおそれがあります。

本製品の上にのったり重いものをのせたりし
ない。
本製品が破損したり、けがをしたりする原因になりま
す。

音がひずんだ状態では本製品を使用しない。
本製品が発熱し、火災の原因になることがあります。

使用上のご注意
製品の故障、損傷や誤動作、データの損失を防ぐため、
以下の内容をお守りください。

■ 製品の取り扱い/お手入れに関するご注意
• テレビやラジオなど、他の電気製品の近くで使用しない。
本製品、または他の電気製品に雑音が生じる原因になりま
す。

• 極端に温度の高いところや低いところ、ほこりや振動の
多いところで使用しない。
本製品のパネルが変形したり、内部の部品が故障したり、
動作が不安定になったりする原因になります。

• 温度変化が激しい場所に設置しない。
製品内部や表面に結露が発生し、故障したり木部が変形し
たりする原因になります。
木部の結露は放置せず、柔らかい布ですぐにふき取ってく
ださい。

• 結露が発生しているおそれがあるときは、しばらく放置
してから電源を入れる。
結露した状態で電源が入ると、故障の原因になります。

• スピーカーユニットに触れない。
故障の原因になります。

• 本製品上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品
などを置かない。
パネルの変色/変質の原因になります。

• お手入れのときは、ベンジン、シンナー、洗剤、化学ぞ
うきんなどで製品の表面を拭かない。
変色/変質する原因になります。

• バッフル前面を下にして置かないでください。

• 横置きはしないでください。

• バスレフポートから空気が吹き出す場合がありますが、本
製品の故障ではありません。特に、低音成分の多い音を出
力する場合に起こります。

• 使用後は必ず電源をオフにしましょう。

■ コネクターに関するご注意
• XLRタイプコネクターのピン配列は、以下のとおりです
(IEC60268規格に基づいています)。
1: グラウンド(GND)、2: ホット(＋)、3: コールド(－)

廃棄に関するお知らせ
本製品は、リサイクル可能な部品を含んでいます。廃棄さ
れる際には、廃棄する地方自治体にお問い合わせください。

不適切な使用や改造により故障した場合の補償はいたしか
ねますので、ご了承ください。

禁止

必ず実行

必ず実行

禁止

禁止

禁止

PA-11 3/3
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接続できるケーブル

■ XLRタイプ
XLRタイプのプラグは、プロ用機器や設備機器によく使
われます。HSシリーズのXLRタイプの端子は、おもにバ
ランス接続に使われます。

■ フォーン
フォーンプラグには、バランス型とアンバランス型があり
ます。
バランス接続する場合は、TRSフォーンプラグが付いて
いるバランスケーブルが必要です。TRSフォーンプラグ
は、標準ステレオフォーンプラグと基本的 に同じです。

アンバランス接続する場合は、標準モノフォーンプラグを
使用します。

■ RCAピン
RCAピン端子の機器を接続する場合は、RCAピンプラグ
からフォーンプラグに変換するアダプターを使うか、片方
にRCAピンプラグともう片方にフォー ンプラグが付いて
いるケーブルを使います。
この場合もアンバランス接続になります。

2: ホット(＋)

3: コールド(－)

1: グラウンド(GND)

1: グラウンド (GND)

3: コールド(－)

2: ホット(＋)

Tip: ホット(＋)

Ring: コールド(－)

Sleeve: 
グラウンド (GND)

Tip: ホット(＋)

Sleeve: 
グラウンド (GND)

バランス方式 : 外部からのノイズを打ち消す仕組みに
なっています。ノイズを拾いやすい長いケーブルを使
うときはバランス方式が有利です。

アンバランス方式 : ギターやシンセサイザーなど楽器
との接続では一般的です。距離が、1～2メートル程
度なら問題ありません。
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リアパネル
HS8/HS7/HS5/HS8Sのスイッチや端子などはリアパネルにあります。
ここではリアパネルについて説明します。

HS8/HS7/HS5 スピーカーへの入力と音質制御

5 電源スイッチ
この機器の電源をオン/オフします。スイッチを右[ ]に倒す
と電源がオンになり、フロントパネルのロゴが点灯します。
スイッチを左[ ]に倒すと電源がオフになります。
ご注意
• 電源スイッチのオン/オフを連続して素早く切り替えると、誤動作の原因
になることがあります。電源スイッチをオフにしてから再度オンにする
場合は、3秒以上の間隔を空けてください。

• 電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。この製品を長時
間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

6 AC IN端子
付属の電源コードを接続します。まずこの機器と電源コードを
接続し、次に電源プラグをコンセントに差し込みます。

1

2

3

4

5

6

1 LEVELコントロール
スピーカーからの音量を調整します。
12時の位置が+4dBとなります。

2 INPUT 1/2端子
スピーカーに信号を入力する端子です。XLRタイプ
とフォーンタイプの２種類のバランス型入力端子があ
ります。

NOTE XLRタイプとフォーンタイプの端子を同時に使用する
ことはできません。どちらか一方の端子だけをご使用
ください。

NOTE 端子の詳細については「接続できるケーブル」(77
ページ)を参照してください。

3 ROOM CONTROLスイッチ
スピーカーからの低域の出力特性を補正します。
設置環境による音の反射によって低域の聞こえ方が強
くなりすぎるのを調整します。
[0]にするとフラットな特性になります。[－2dB]に
すると500Hz以下を2dBカット、[－4dB]にすると
4dBカットします。

4 HIGH TRIMスイッチ
高域のレベルを調整します。
[0]にするとフラットな特性になります。[+2dB]に
すると2kHz以上を2dBブースト、[－2dB]にすると
2dBカットします。
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HS8S (サブウーファー )

サブウーファーへの信号入力

サブウーファーからHS8/HS7/HS5への
出力

サブウーファーの音質制御

8 電源スイッチ
この機器の電源をオン/オフします。スイッチを右[ ]に倒す
と電源がオンになり、フロントパネルのロゴが点灯します。
スイッチを左[ ]に倒すと電源がオフになります。
ご注意
• 電源スイッチのオン/オフを連続して素早く切り替えると、誤動作の原因
になることがあります。電源スイッチをオフにしてから再度オンにする
場合は、3秒以上の間隔を空けてください。

• 電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しな
いときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

9 AC IN端子
付属の電源コードを接続します。まずこの機器と電源コード
を接続し、次に電源プラグをコンセントに差し込みます。

63

1 2 4 5 7

8

9

1 INPUT L/R端子
サブウーファーに信号を入力する端子です。XLRタ
イプとフォーンタイプの２種類のバランス型入力端子
があります。
L/Rの2系統の信号を同時に入力できます。L/Rの2
系統の信号を同時に入力した場合は、内部でミックス
されます。

NOTE XLRタイプとフォーンタイプの端子を同時に使用する
ことはできません。どちらか一方の端子だけをご使用
ください。

NOTE 端子の詳細については「接続できるケーブル」(77
ページ)を参照してください。

2 OUTPUT L/R端子
サブウーファーから信号を出力する端子です。XLR
タイプのバランス型出力端子です。INPUT L/R端子
に入力された信号を、それぞれOUTPUT L/R端子か
ら出力します。LOW CUTスイッチとLOW CUTコン
トロールで出力する低域成分を調整できます。

3 LOW CUTスイッチ
LOW CUTスイッチをONにすると、OUTPUT端子
から出力される信号の低域をカットします。LOW 
CUTコントロールでカットオフ周波数を設定できま
す。

4 LOW CUTコントロール
LOW CUTスイッチがONの状態で、カットオフ周波
数を80Hzから120Hzの範囲で設定できます。

1

5 6 7

234HS8Sの
信号の流れ

5 HIGH CUTコントロール
サブウーファーから出力される音の高域カットオフ周
波数を80Hzから120Hzの範囲で設定できます。

6 PHASEスイッチ
サブウーファーから出力される音の位相を切り替える
スイッチです。
通常は[NORM.]で使用します。ただし、組み合わせ
るスピーカーや設置場所によっては、[REV.]にする
と低域再生が良好になる場合があります。試聴して適
切な低域再生になる方を選んでください。

7 LEVELコントロール
サブウーファーの音量を調整します。
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セットアップ
ここではモニタースピーカーの接続と設置について説明します。
この例を参考にして、自分にとって快適なレベルや作業環境を見つけ出してください。

ケーブルの準備

HSシリーズをオーディオインターフェースなどの接続機
器に接続するケーブルを準備する必要があります。

• 高品質で短いケーブル
できるだけ短いケーブルを使用してください。長いケー
ブルを使うと、ノイズが混じることがあります。

• バランスケーブル
バランスケーブルはアンバランスケーブルに比べてノイ
ズに強い特長があります。アンバランス出力しかない楽
器と接続する場合は、できるだけ短いアンバランスケー
ブルを使用してください。

接続

ご注意
付属の電源コードでスピーカーをコンセントに接続してください。まず電
源コードをスピーカーに接続し、次にコンセントに差し込んでください。

HSシリーズをオーディオインターフェース(Steinberg 
URシリーズ、AXRシリーズなど)に直接接続する場合は、
オーディオインターフェースの出力端子に接続します。
DAW (Digital Audio Workstation)の設定にもよります
が、通常はオーディオインターフェースの LINE OUT 1/2
端子(1L/2R出力端子)に接続します。

■ おすすめのケーブル
接続先がバランス型のフォーン端子の場合

接続先がアンバランス型のフォーン端子の場合

NOTE 端子の詳細については「接続できるケーブル」(77ページ)を参
照してください。バランス型とアンバランス型のフォーン端子の
形状は異なります。

HSシリーズをミキサー (ヤマハ MGPシリーズ、MGシリー
ズなど)に直接接続する場合は、ミキサーのMONITOR 
OUT端子またはC-R OUT (Control Room)端子に接続し
ます。MONITOR OUT端子またはC-R OUT端子に接続す
ると、ミキサーのメインバスに送られる信号のレベルとは
独立してモニターレベルを調整できます。

オーディオインターフェースを接続する
場合

HS8/HS7/HS5 HS8/HS7/HS5

ミキサーを接続する場合

HS8/HS7/HS5

または

HS8/HS7/HS5

HS8/HS7/HS5 HS8/HS7/HS5

INPUT INPUT

MONITOR
OUT
または

C-R OUT

L R
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■ おすすめのケーブル
接続先がXLR端子の場合

接続先がアンバランス型のフォーン端子の場合

NOTE 端子の詳細については「接続できるケーブル」(77ページ)を参
照してください。バランス型とアンバランス型のフォーン端子の
形状は異なります。

HSシリーズを電子楽器(ヤマハ MONTAGEなど)に直接接
続する場合は、電子楽器のOUTPUT L/MONO、R出力端
子に接続します。

■ おすすめのケーブル
接続先がアンバランス型のフォーン端子の場合

NOTE 端子の詳細については「接続できるケーブル」(77ページ)を参
照してください。バランス型とアンバランス型のフォーン端子の
形状は異なります。

設置(より良い音で聞くために)

モニタースピーカーの設置にはいくつかのポイントがあり
ます。

■ ポイント1
壁やコーナーから1.5m以上離れた場所に設置が理想
壁やコーナーから1.5m以上離れた場所に設置するのが理
想的です。
壁や部屋のコーナーに近づけば近づくほど、壁からの音の
反射によってスピーカーの低音が強調されやすくなりま
す。壁からの距離を確保できない場合は、ROOM 
CONTROLスイッチを使って、スピーカーの低音が強調
されるのを補正してください。壁に近づくにつれて、
ROOM CONTROLスイッチを[0] → [－2] → [－4]にす
ると、自然な低音になります。

シンセサイザーなどの電子楽器を接続する
場合

HS8/HS7/HS5

HS8/HS7/HS5

HS8/HS7/HS5 HS8/HS7/HS5

OUTPUT L/MONO OUTPUT R

HS8/HS7/HS5

60˚

1.5m
以上

1.5m以上



HS8/HS7/HS5/HS8I/HS7I/HS5I/HS8S 取扱説明書82

■ ポイント2
左右対称に設置
左右対称の位置にスピーカーを設置することをおすすめし
ます。スピーカーから壁までの距離を同一にしてください。

■ ポイント3
自分の位置と正三角形を作るように設置
スピーカー2台と自分の位置(リスニングポイント)の3点
で正三角形を作るようにします。また、スピーカーのフロ
ントパネルを自分の方向に向けてください。

■ ポイント4
ツイーターと耳の高さを合わせて設置
ツイーターと自分の耳が並ぶ高さにスピーカーを設置して
ください。より正確なモニタリングができるようになりま
す。

HS8/HS7/HS5の設定

設置したあと、以下の手順で設定してください。

1 接続機器(オーディオインターフェースなど)の出
力レベルを絞った状態にしてください。

2 HS8/HS7/HS5のLEVELコントロールを12時、
ROOM CONTROLスイッチ、HIGH TRIMス
イッチを0dBに設定してください。

3 接続機器、スピーカーの順に電源をオンしてくだ
さい。
ご注意
電源を切るときは、スピーカー、接続機器の順で切ってください。

4 接続機器から信号を出して、徐々にレベルを上げ
てください。
ご注意
急に大きな音を入力しないでください。機器が破損するおそれがあ
ります。

5 長時間使用しても疲れないレベルに設定してくだ
さい。

NOTE 必要に応じてROOM CONTROLスイッチとHIGH TRIMスイッ
チで調整してください (78ページ)。

サブウーファー (HS8S)を追加

サブウーファーを追加することにより低音の再生帯域が広
がり、ミックス全体の質が向上します。
サブウーファーは、左右のスピーカー間の床に通常は設置
しますが、設置位置を心配する必要はありません。人間の
耳では方向性を聴きとることができない約200Hz以下の
周波帯域を再生するためです。
必要なケーブルはオーディオインターフェースなどの接続
機器とHS8Sの接続に2本、左右のHS8/HS7/HS5と
HS8Sの接続に2本、計4本です。
接続は以下の通りです。

ご注意
付属の電源コードでスピーカー /サブウーファーをコンセントに接続して
ください。まず電源コードをスピーカー /サブウーファーに接続し、次に
コンセントに差し込んでください。

HS8/HS7/HS5 HS8/HS7/HS5

HS8S
HS8/HS7/HS5

HS8S

オーディオインター
フェースなど
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■ おすすめのケーブル

接続機器(オーディオインターフェースなど)と
HS8Sを接続するケーブル
接続先がバランス型のフォーン端子の場合

接続先がXLR端子の場合

接続先がアンバランス型のフォーン端子の場合

HS8SとHS8/HS7/HS5を接続するケーブル

NOTE 端子の詳細については「接続できるケーブル」(77ページ)を参
照してください。バランス型とアンバランス型のフォーン端子の
形状は異なります。

■ サブウーファーを追加した場合の設定
設置したあと、以下の手順で設定してください。

1 接続機器(オーディオインターフェースなど)の出
力レベルを絞った状態にしてください。

2 HS8/HS7/HS5のLEVELコントロールを12時、
ROOM CONTROLスイッチ、HIGH TRIMスイッ
チを0dBに設定してください。

3 HS8SのLEVELコントロールを0、HIGH CUTコ
ントロールとLOW CUTコントロールを12時、
LOW CUTスイッチをOFFに設定してください。

4 接続機器、サブウーファー、スピーカーの順に電
源をオンしてください。
ご注意
電源を切るときは、スピーカー、サブウーファー、接続機器の順で
切ってください。

5 接続機器から信号を出して、徐々にレベルを上げ
てください。
ご注意
急に大きな音を入力しないでください。機器が破損するおそれがあ
ります。

6 HS8SのLEVELコントロールを10時から12時の
あいだ、LOW CUTスイッチをONに設定してく
ださい。

7 長時間使用しても疲れないレベルに設定してくだ
さい。

NOTE • 必要に応じてROOM CONTROLスイッチとHIGH TRIMスイッ
チで調整してください (78ページ)。

• 必要に応じてLOW CUTコントロールとHIGH CUTコントロー
ル、PHASEスイッチで調整してください (79ページ)。

ブラケットの取り付け
(HS8I/HS7I/HS5Iのみ)

HS8I/HS7I/HS5Iは、別売りのブラケットを取り付けた
設置が可能です。ブラケットを取り付けるためのネジ穴は、
4面 (天面、底面、左右の側面)に各2つずつあります。

HS8S

HS8S

HS8S

HS8S

HS8
HS7
HS5

HS8
HS7
HS5

ブラケットの取付説明書をあわせて参照してくださ
い。ただしブラケットをスピーカーに取り付ける際
は、スピーカーに付属したネジを使用してください。

ブラケット取り付け用の
ネジ穴
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図のように製品本体のネジを外し、付属のブラケット取付
ネジで取り付けてください。

注意
• 取り付け工事は、専門業者に必ず依頼してください。

• スピーカーを横向きに設置しないでください。

• 取り付けの際、コーンを触らないように注意してください。

• 安全にご使用いただくため、定期的に保守点検を行なってください。摩
耗や腐食などによる部品の劣化や取り付け部の緩みがある場合がありま
す。

• 壁、天井、接続金具(ボルト、ナット類)などは、スピーカーの重量に十
分耐えられる強度のものか確認してください。

• 落下防止ワイヤーを使って、必ず落下防止対策を施してください。

• 落下防止ワイヤーを天井または壁に取り付ける場合は、スピーカーのワ
イヤー取り付け位置より高いところに、たるみが少なくなるように取り
付けてください。また、万一落下したときに、人に当たらない高さを確
保してください。

• 取り付け箇所の強度不足や、取り付け方法の不備による落下などの事故
に対しては、当社は一切の責任を負いかねます。

• 付属のブラケット取付ネジの推奨締め付けトルクは、M8ネジ (HS8Iお
よびHS7I用)なら6.2Nm、M5ネジ (HS5I用)なら2.4Nmです。

• 落下防止ワイヤーは以下の仕様のものを使用してください。

NOTE ブラケットを取り付けない箇所のネジを外したまま使用しないで
ください。エア漏れにより音質に悪影響を及ぼします。

困ったときは

線径 φ3.0mm以上

長さ 600mm未満

材質 ステンレス

破断荷重 6370N (650kg)以上

補強プレート

エンクロージャー
ワッシャーなど

アイボルト

HS8I: 25～50mm
HS7I: 25～30mm
HS5I: 20～25mm

HS8I/HS7I: Ø18、HS5I: Ø12
HS8I/HS7I: M8、HS5I: M5

製品本体の
ネジ

付属の
ブラケット
取付ネジ

断面図

アイナット

落下防止
ワイヤ

アイボルト

※壁側の取付方法は例です。

症状 考えられる原因 対策方法

電源が入らない、
フロントパネル
のロゴが点灯し
ない

電源コードが正しく接続されていない 電源コードを正しく接続してください。

電源スイッチがオンになっていない 電源スイッチをオンにしてください。それでも電源が入ら
ない場合は、ヤマハ修理ご相談センターにご連絡ください。

音が出ない ケーブルが正しく接続されていない ケーブルを正しく接続してください。

外部機器から信号が出力されていない 外部機器から信号を出力してください。

レベルが低い 外部機器からの出力を上げるか、LEVELコントロールでレ
ベルを上げてください。

INPUT端子でXLRタイプとフォーンタイプ
の端子の両方を使っている

XLRタイプとフォーンタイプの端子を同時に使用すること
はできません。どちらか一方の端子だけをご使用ください。

音が異常 ケーブルが劣化/断線している ケーブルを交換してください。

外来ノイズを拾っている ケーブルの配置を変えてみてください。

スピーカー周辺にある機器の位置を変えてみてください。
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アフターサービス
お問い合わせ窓口
お問い合わせや修理のご依頼は、お買い上げ店、または
次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

●機能や取り扱いに関するお問い合わせ

●修理に関するお問い合わせ

●販売元
(株)ヤマハミュージックジャパン PA営業部
〒103-0015  東京都中央区日本橋箱崎町41-12
KDX箱崎ビル

保証と修理について
保証と修理についての詳細は下記のとおりです。

●保証書
本書に保証書が掲載されています。購入を証明する書類
(レシート、売買契約書、納品書など)とあわせて、大切に
保管してください。

●保証期間と期間中の修理
保証書をご覧ください。保証書記載内容に基づいて修理さ
せていただきます。お客様に製品を持ち込んでいただく
か、サービスマンが出張修理にお伺いするのかは、製品ご
とに定められています。

●保証期間経過後の修理
ご要望により有料にて修理させていただきます。
使用時間や使用環境などで劣化する下記の有寿命部品など
は、消耗劣化に応じて交換が必要となります。有寿命部品
の交換は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センター
までご連絡ください。 

●補修用性能部品の最低保有期間
製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間
は、製造終了後8年です。

●修理のご依頼
本書をもう一度お読みいただき、接続や設定などをご確認
のうえ、お買い上げの販売店またはヤマハ修理ご相談セン
ターまでご連絡ください。修理をご依頼いただくときは、
製品名、モデル名などとあわせて、製品の状態をできるだ
け詳しくお知らせください。

●損害に対する責任
本製品(搭載プログラムを含む)のご使用により、お客様に
生じた損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損
失、そのほかの特別損失や逸失利益)については、当社は
一切その責任を負わないものとします。また、いかなる場
合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払い
になったこの商品の代価相当額をもって、その上限としま
す。

ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター

上記番号でつながらない場合は 03-5488-5447
受付時間 月曜日～金曜日11:00～17:00 

(土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)

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

ヤマハ修理ご相談センター

上記番号でつながらない場合は 053-460-4830
FAX 03-5762-2125  東日本(北海道/東北/関東/甲信越/東海)

06-6649-9340  西日本(北陸/近畿/四国/中国/九州/沖縄)

修理品お持込み窓口
東日本サービスセンター
〒143-0006　東京都大田区平和島2丁目1-1
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F
FAX  03-5762-2125

西日本サービスセンター
〒556-0011　大阪府大阪市浪速区難波中1丁目13-17
ナンバ辻本ビル7F
FAX  06-6649-9340

受付時間
月曜日～金曜日  10:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)

*名称、住所、電話番号、営業時間、URLなどは変更になる場合が
あります。

0570-050-808
※固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。
　通話料金は音声案内で確認できます。

0570-012-808
※固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。
　通話料金は音声案内で確認できます。

有寿命部品
フェーダー、ボリューム、スイッチ、接続端子など

ASCAMIPAMPPCA13

https://jp.yamaha.com/support/
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1. 保証期間中、正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意
書に従った使用状態）で故障した場合には、無償修理を致します。

2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合は、商品と本書をご
持参ご提示のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。

3. ご贈答品、ご転居後の修理についてお買上げの販売店にご依頼できない
場合には、※ヤマハ修理ご相談センターにお問合わせください。

4. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
（1）本書のご提示がない場合。

（2）本書にお買上げの年月日、お客様、お買上げの販売店の記入がない
場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。

（3）使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造に
よる故障及び損傷。

（4）お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。

（5）火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常
電圧などによる故障及び損傷。

（6）お客様のご要望により出張修理を行なう場合の出張料金。

5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

6. この保証書は再発行致しかねますので大切に保管してください。

＊この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束す
るものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限
するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明
の場合は、お買上げの販売店、※ヤマハ修理ご相談センターにお問合わせ
ください。

＊ご記入いただきましたお客様のお名前、ご住所などの個人情報は、本保証
規定に基づく無料修理に関する場合のみ使用致します。取得した個人情報
は適切に管理し、法令に定める場合を除き、お客様の同意なく第三者に提
供することはありません。

※その他の連絡窓口につきましては、本取扱説明書をご参照ください。

ご販売店様へ　※印欄は必ずご記入ください。

持込修理

品　　　　　名 パワードスピーカーシステム

※品　　　　番

※シリアル番号

保　証　期　間 本　　体 お買上げの日から1ケ年間

※お買上げ日 年　　　月　　　日

お　客　様 ご住所

お名前　　　　　　　　　　　　　様

電　話　　　　（　　　）

本書は、本書記載内容で無償修理を行う事をお約束するものです。
お買上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示
の上お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
ご依頼の際は、購入を証明する書類(レシート、売買契約書、納品書
など)をあわせてご提示ください。

（詳細は下項をご覧ください）

株式会社ヤマハミュージックジャパン  PA営業部
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町41番12号 KDX箱崎ビル
TEL. 03-5652-3850

※
販
　
売
　
店

店　名

所在地

電　話 　　　　　　（　　　）

印

保 証 書

保証規定
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Information for users on collection and disposal of old 
equipment:

This symbol on the products, packaging, and/or accompanying 
documents means that used electrical and electronic products 
should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, 
please take them to applicable collection points, in accordance 
with your national legislation.

By disposing of these products correctly, you will help to save 
valuable resources and prevent any potential negative effects on 

human health and the environment which could otherwise arise from 
inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products, please 
contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale 
where you purchased the items.

For business users in the European Union:
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your 
dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union:
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these 
items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct 
method of disposal.

(weee_eu_en_02)

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung 
alter Elektrogeräte

Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung 
und/oder beiliegenden Unterlagen, so sollten benutzte 
elektrische Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall 
entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen bringen 
Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten Entsorgung, 
Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den 
entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle 
Ressourcen zu schützen, und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch 
unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter 
Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, 
Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union:
Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren 
Händler oder Zulieferer für weitere Informationen.

Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union:
Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel 
ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren 
Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

 (weee_eu_de_02)

Informations concernant la collecte et le traitement des 
déchets d’équipements électriques et électroniques

Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents 
joints signifie que les produits électriques ou électroniques 
usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets 
domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés 
des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez 
les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, 
conformément à la réglementation nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à 
la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient 
advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets 
d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, 
votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez 
acheté les produits.

Pour les professionnels dans l'Union européenne :
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus 
d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union 
européenne :
Ce symbole est seulement valable dans l'Union européenne. Si vous souhaitez 
vous débarrasser de déchets d’équipements électriques et électroniques, 
veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la 
méthode de traitement appropriée.

 (weee_eu_fr_02)

Información para usuarios sobre la recogida y 
eliminación de los equipos antiguos

Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos 
significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben 
mezclarse con los desperdicios domésticos normales.
Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los 
productos antiguos, llévelos a puntos de reciclaje 
correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.

Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a 
ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles efectos 

desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se 
producirían si se trataran los desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los 
productos antiguos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el 
servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los 
artículos.

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con 
su vendedor o proveedor para obtener más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos 
artículos, póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor y 
pregúnteles el método correcto.

 (weee_eu_es_02)

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento 
di vecchia attrezzatura

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che 
li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici 
non devono essere mischiati con i rifiuti generici.
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi 
prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in 
accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare 
risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla 

salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei 
rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega 
di contattare l’amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei 
rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare 
il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione 
europea:
Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera 
scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e 
richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

(weee_eu_it_02)

Informações para os utilizadores relativas à recolha e 
eliminação de equipamentos usados

Este símbolo, presente em produtos, embalagens e/ou incluído 
na documentação associada, indica que os produtos elétricos e 
eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com 
os resíduos domésticos em geral.
O procedimento correto consiste no tratamento, recuperação e 
reciclagem de produtos usados, pelo que deve proceder à 
respetiva entrega nos pontos de recolha adequados, em 
conformidade com a legislação nacional em vigor.

A eliminação destes produtos de forma adequada permite poupar recursos 
valiosos e evitar potenciais efeitos prejudiciais para a saúde pública e para o 
ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.

Para mais informações relativas à recolha e reciclagem de produtos usados, 
contacte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos ou o ponto 
de venda onde foram adquiridos os itens relevantes.

Informações para utilizadores empresariais na União Europeia:
Para proceder à eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu 
revendedor ou fornecedor para obter informações adicionais.

Informações relativas à eliminação em países não pertencentes à União 
Europeia:
Este símbolo é válido exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda eliminar 
este tipo de itens, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor e informe-
se acerca do procedimento correto para proceder à respetiva eliminação.

(weee_eu_pt_02a)
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* The contents of this manual apply to the latest specifications as of the publishing date. To obtain the latest manual, access the 
Yamaha website then download the manual file. Since specifications, equipment or separately sold accessories may not be the 
same in every locale, please check with your Yamaha dealer.

* Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die neuesten technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um die neueste 
Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der 
Bedienungsanleitung herunter. Da die Technischen Daten, das Gerät selbst oder gesondert erhältliches Zubehör nicht in jedem 
Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.

* Le contenu de ce mode d’emploi s’applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication du manuel. 
Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel concerné. 
Étant donné que les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires vendus séparément varient d’un pays à 
l’autre, adressez-vous pour cela à votre distributeur Yamaha.

* El contenido de este manual se aplica a las últimas especificaciones según la fecha de publicación. Para obtener el último manual, 
acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual. Puesto que las especificaciones, los equipos o los accesorios 
que se vendan aparte podrían no ser iguales en todos los sitios, consulte al distribuidor de Yamaha.

* O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data de publicação. Para obter o manual mais 
recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual. Como as especificações, os equipamentos ou os 
acessórios vendidos separadamente podem não ser iguais em todas as localidades; consulte o revendedor Yamaha.

* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la 
versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente. Dal momento che le specifiche 
tecniche, le apparecchiature e gli accessori venduti separatamente potrebbero variare a seconda del paese in cui viene distribuito il 
prodotto, verificarli con il rivenditore Yamaha.

* В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации технические характеристики. Для 
получения последней версии руководства посетите веб-сайт корпорации Yamaha и загрузите файл с руководством. Так как 
технические характеристики, оборудование и отдельно продаваемые принадлежности могут различаться в разных странах, 
обратитесь за информацией к представителю корпорации Yamaha в своем регионе.

* この取扱説明書では、発行時点の最新仕様で説明をしております。最新版の取扱説明書につきましては、ヤマハウェブサイトか
らダウンロードしてお読みいただけますようお願いいたします。

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 

가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 

지역에서 사용할 수 있습니다.

(class b korea)
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Specifications

Dimensions
HS8/HS8I HS7/HS7I

Model HS8 HS8I HS7 HS7I HS5 HS5I HS8S
General Specifications
Type Bi-amp 2-way powered speaker Powered subwoofer
Crossover Frequency 2 kHz –
Overall 
Frequency 
Response

-3dB 47 Hz – 24 kHz 55 Hz – 24 kHz 74 Hz – 24 kHz 33 Hz – 124 Hz

-10dB 38 Hz – 30 kHz 43 Hz – 30 kHz 54 Hz – 30 kHz 22 Hz – 160 Hz

Mounting Points – Four surfaces x 2 x M8 
(120 mm pitch) – Four surfaces x 2 x M8 

(120 mm pitch) – Four surfaces x 2 x M5 
(60 mm pitch) –

Dimensions (W x H x D) 250 x 390 x 334 mm
9-13/16 x 15-3/8 x 13-1/8"

210 x 332 x 284 mm
8-1/4 x 13-1/16 x 11-3/16"

170 x 285 x 222 mm
6-11/16 x 11-1/4 x 8-3/4"

300 x 350 x 389 mm
11-13/16 x 13-3/4 x 15-5/16"

Weight 10.2 kg 
(22.5 lb.)

10.7 kg
(23.6 lb.)

8.2 kg 
(18.1 lb.)

8.7 kg
(19.2 lb.)

5.3 kg 
(11.7 lb.)

5.5 kg
(12.1 lb.) 12.5 kg (27.6 lb.)

Speaker Components

Speaker Components LF: 8" cone
HF: 1" dome

LF: 6.5" cone
HF: 1" dome

LF: 5" cone
HF: 1" dome 8" cone

Enclosure Bass-reflex type, Material: MDF

Amplifier Unit

Output Power
Total 120 W (dynamic power) 95 W (dynamic power) 70 W (dynamic power) 150 W, 4 ohms (dynamic 

power)
LF 75 W (4 ohms) 60 W (4 ohms) 45 W (4 ohms) –
HF 45 W (8 ohms) 35 W (8 ohms) 25 W (8 ohms) –

Input Sensitivity / Impedance -10 dBu/10k ohms
Output Level/Impedance – -10 dBu/600 ohms

Input Connectors (Parallel) 1: XLR-3-31 type (balanced)
2: PHONE (balanced)

Output Connectors – XLR-3-32 type (balanced) x2 
(L&R)

Controls
LEVEL control (+4 dB, center click)
EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2 dB at HF), 
       ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz)

LEVEL control
PHASE switch (NORM./REV.)
HIGH CUT control 
(80 – 120 Hz, center click)
LOW CUT control 
(80 – 120 Hz, center click)
LOW CUT switch (ON/OFF)

Indicator Power ON (White LED)
Power Consumption 60 W 55 W 45 W 70 W

250 (9-13/16")

39
0 

(1
5-

3/
8"

)

334 (13-1/8")

120

2-M8
(HS8I Only)

75

2975

12
0

15
0

2-M8
(HS8I Only)

Unit: mm (inch)

210 (8-1/4")

33
2 

(1
3-

1/
16

")

284 (11-3/16")

2-M8
(HS7I only)

2-M8
(HS7I only)

120

75

75 29

12
0

12
0

Unit: mm (inch)
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HS5/HS5I HS8S

Performance Graph

Block Diagram

170 (6-11/16")

28
5 

(1
1-

1/
4"

)

222 (8-3/4")

2-M5
(HS5I only)

2-M5
(HS5I only)

60

44

97 17

11
0

60

Unit: mm (inch)

300 (11-13/16") 389 (15-5/16")

35
0 

(1
3-

3/
4"

)

Unit: mm (inch)

HS8/HS8I HS7/HS7I HS5/HS5I HS8S

INPUT 1

HIGH CUT LIMITER

HIGH TRIM

INPUT 2

LF

HFLEVEL
LOW CUT ROOM CONTROL

LOW BOOST STEP FILTER P.AMP

STEP FILTER LOWCUT P.AMP

INPUT

OUTPUT

LOW CUT

OUTPUT

R
 c

h
L 

ch

LOW CUT   ON/OFF

SUM

SPEAKER

PHASE

NORMAL
REVERSE

LEVEL
P.AMP

INPUT

INPUT

INPUT

LOW CUT

HIGH CUT

LIMITTER

HS8/HS7/HS5
HS8I/HS7I/HS5I

HS8S
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Tilt Angle (HS8I/HS7I/HS5I only)
Wall mount

Ceiling mount

Model Bracket Maximum tilt angle

HS8I

BWS251-300 30°

BWS251-400 45°

BWS50-260 0°

BWS50-190 Not compatible

HS7I

BWS251-300 35°

BWS251-400 45°

BWS50-260 0°

BWS50-190 Not compatible

HS5I
BWS20-190 0°

BWS20-120 Not compatible

Model Bracket Maximum tilt angle

HS8I

BCS251 45°

BWS50-260
30°

BWS50-190

HS7I

BCS251 45°

BWS50-260
30°

BWS50-190

HS5I

BCS20-210

20°
BCS20-150

BWS20-190

BWS20-120
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