
2016年6月作成 カタログコードANS1606
このカタログは環境に
やさしい植物油インキを
使用しています。

このカタログは無塩素
漂白（ECF）パルプ
を使用しています。

〒430-8650　静岡県浜松市中区中沢町10-1

〒108-8568　東京都港区高輪2-17-11

プレミアムブックシェルフスピーカーカタログ

NS-5000

2016.6

http://jp.yamaha.com/av/

●ZYLON®は東洋紡株式会社の登録商標です。ZB-284C　●他の品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。●規格および仕様は、改良の際に予告なく変更することがあります。●オーディオ製品の補修用性能部品の最低保有期間

は製造打ち切り後8年です。●保証書はお買上げ販売店で所定の事項が記入されたものをお受け取りください。●掲載製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります●本カタログ掲載製品についての詳細は、お近くの販売店または当社

お客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。※表紙の写真はヤマハ銀座ビル ヤマハホールにて撮影したものです。

NS-5000 主な仕様

本カタログの掲載製品についての詳細は、お近くの販売店
または当社お客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。お客様コミュニケーションセンター　オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

左記番号で
つながらない場合は まで

月曜日～金曜日 10：00～17：00
（土日・祝日・センター指定定休日を除く）ナビダイヤル

本カタログに掲載の製品の価格はすべて本体価格です。価格は税抜金額を表示しています。本カタログに掲載されております製品の設置などに要する料金については、お買上げ販売店にご相談ください。
本カタログの内容は、特別な記載がない限りにおいて制作時点での現行販売品についてのものです。カタログ制作時期によっては実状との差異が発生する場合がありますのでご了承ください。

 注意 ご使用の際は、取 扱 説 明 書の注 意 事 項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本体価格 1,500,000円（税抜）［2台1組］ 
（BP）ピアノブラック
JANコード：45 13744 07142 8
※スピーカースタンドSPS-5000は別売りです。

Speaker

NS-5000

型式 3ウェイブックシェルフ・バスレフ型（非防磁）

再生周波数帯域 26Hz～40kHz（-10dB）

許容入力 200W

最大入力 600W

出力音圧レベル 88dB/2.83V,1m

インピーダンス 6Ω（最小3.5Ω）

振動板 ZYLON®

ボイスコイル 真四角銅線

スピーカーユニット 3cmツィーター、8cmミッドレンジ、30cmウーファー

マグネット フェライト

クロスオーバー周波数 750Hz/4.5kHz

フィルター特性 ツィーター：-18dB/oct、ミッドレンジ：-12dB/oct（Low）／-6dB/oct（High）、ウーファー：-6dB/oct

入力端子 バナナプラグ対応ネジ式

外形寸法（幅×高さ×奥行） 395W×690H×381Dmm　395Wx690Hx422Dmm(突起含む)

質量 35.0kg（1台）

付属品 プロテクター（ツィーター用・ミッドレンジ用・ウーファー用）左右各1ヶ、ポートプラグ左右各1ヶ、取扱説明書

 ※スピーカーケーブルは付属しておりません。お好みのケーブルを別途ご用意ください。

SPS-5000 主な仕様

材質 アルミ（脚部4本はアルミ無垢材）、スチール（天板・スパイク・スペーサー）

外形寸法（幅×高さ×奥行） 393W×304H×376Dmm（スパイク含む） 393W×285H×376Dmm（スパイク除く＊） ＊スパイクは着脱可能

質量 8.0kg

付属品 スピーカー固定用ネジ1ヶ、取扱説明書

NS-5000を強固に支えながら、スタンド自身は

不要な音を放射させないことを設計目標に、スリムで

滑らかな形状のアルミニウム製脚部を採用した専

用スピーカースタンド。4本の脚部はバッフル面に

対していずれも42度の角度となるよう配置し、椅子

に座ったときの耳の高さとツィーターの高さが揃う

よう、スタンドの高さを304mm＊に設定しています。

＊スパイク含む。

SPS-5000
本体価格 75,000円（税抜）［1台］ 
JANコード：49 57812 59983 2 （B）ブラック

Speaker Stand

NS-5000 開発者からのメッセージ

楽器メーカーのヤマハがもつ音楽へのこだわりを具現化

すること。これこそがNS-5000開発の最大のテーマでした。

楽器の音は人を瞬時に魅惑し、心を開放させて音楽の中に

引き込んでしまう力を持っています。NS-5000を聴いたとき、

同じ感覚のままにあの幸福な時間の追体験が出来ればと

強く想い、スピーカーの既成概念を超えるための妥協のない

挑戦をしてきました。NS-5000はスピーカーというより、むしろ

「楽器」に近い存在です。オーディオ的な脚色や演出を取り

去り、表現者である演奏家が作品に込めた真意を限りなく

忠実に目の前へ投射しようと努めました。人生に寄り添い、

永く信頼される存在であって欲しいと考えています。

NS-5000　チーフエンジニア　岡崎　浩二

NEW

NEW

5年保証
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次の世 代に手 渡していける音を、ヤマハから世 界 へ 。

ノンカラーレーション、ワイドレンジ、全帯域にわたる一貫した音色、そして圧倒的な低歪。

ハイレゾ時代のフラッグシップスピーカーが備えるべき音の資質をひとつひとつ科学的に究明し、

未知なる技術と素材に挑戦してHiFi再生の理想を指し示す新たな標準器が完成した。

30cm3ウェイ・ブックシェルフスピーカーNS-5000。日本のHiFiスピーカーのスタンダードとして

次の世代に手渡していける音を、ヤマハから世界へ。
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繊維や樹脂、金属など、長年にわたり親しまれて

きた振動板素材にはそれぞれ固有の音色的

キャラクターがあり、スピーカーの音の魅力や個性

の源泉となってきました。そうしたキャラクターに

寄り添いながら、経験値と勘を頼りに魅力的な

音へと脚色していく作業こそ開発者の腕の

見せどころであり、いままでのスピーカーづくりの

すべてであったといって過言ではありません。

これに対して、世界一の強度＊と理想的な

弾性率を誇る日本生まれの高強度繊維糸

=ZYLON®を100％使用した織物は、ベリリウム

に匹敵する音速と圧倒的な情報量を有しながら

固有の音色的キャラクターを持たない、従来

のいかなる振動板素材とも異なる際立った

特性を備えています。この稀有の素質をほん

とうに活かし切ることができたなら、音楽をより

ストレートに、ありのままに再現する、真にヤマハ

らしい「21世紀のNS-1000M」を生み出せ

るのではないか。その想いを実現するために、

ヤマハでは2008年からZYLON®糸100%

の織物を使用したスピーカー振動板の開発

に着手。高級乗用車のウッドパネルや産業

用工作機械の開発・生産を手掛けるヤマハ

ファインテック（株）の生産協力により、精密

工作機器を駆使して実現したダイヤフラム/

サラウンドの一体成型、素材の特性を損

なうことなく音をファインチューニングする

モネル合金コーティングなど独自の技術を積

み重ね、3cm口径ソフトドーム型ツィーター＝

JA-05K6型、8cm口径ソフトドーム型ミッド

レンジ＝JA-08B5型、そして30cm口径

コンケーブ型ウーファー＝JA-3132型からなる

世界初の100% ZYLON® 3ウェイ・スピーカー

ユニット群を完成させました。さらに、ユニット

背面の管共鳴をキャンセルするR.S.チャンバー

（ツィーターとミッドレンジに装着）、ウーファーの

高音域を減衰させていた大量の吸音材を

取り除き音楽本来の響きも蘇らせるアコー

スティックアブソーバー、レーザー計測を駆使

した最先端のFEM解析で箱鳴りを抑制

するエンクロージャー構造という3つの新技術

が定在波の解消と不要共振の排除を推

し進め、100% ZYLON®スピーカーユニット

特有のノンカラーレーションとワイドレンジ、

深い静寂性と澄んだ響きを引き出します。

100% ZYLON® 8cm口径ソフトドーム型

ミッドレンジ JA-08B5型

ドーム型として世界最大級の口径を誇る

8cmミッドレンジのJA-08B5型は、100% 

ZYLON®振動板の可能性を極限まで追求

した、NS-5000の設計コンセプトを象徴する

ユニットです。ドーム型だからこそ実現できる

ロスのない駆動と、広い指向特性がもたらす

豊かな音場感。独自の特殊成形技術により

ダイヤフラムからサラウンド（エッジ）まですべて

を継ぎ目のない100% ZYLON®とすることで、

素材が秘める音速と情報量を最大限に

生かします。ハイパス周波数は本ユニットの

魅力をもっとも贅沢に味わえる750Hzです。

100% ZYLON® 3cm口径ソフトドーム型

ツィーター JA-05K6型

8cmミッドレンジと同じく、ダイヤフラムから

サラウンド（エッジ）までをひと続きの100% 

ZYLON®とした3cm口径ソフトドーム型ツィー

ター＝JA-05K6型。振動板素材には縦横の

糸の太さや本数がミッドレンジ用と異なる

ツィーター専用の織布を開発、また磁気回路

のヨークには金属材料にストレスを掛けない

完全切削加工品を用いることで、高域端に

至るスムースな伸びやS/N感、解像度や情報量

を追求しました。ボイスコイルにはミッドレンジ

やウーファーと共通の断面形状を持つ真四角

銅線を採用することで、電気音響変換時の

最大効率化と、高い駆動力により微細な情報

まで再現を可能にし、さらにボイスコイルから

リード線を介さず端子板に直結する事で伝送

ロスの低減と軽量化も実現しました。

100% ZYLON® 30ｃｍ口径コンケープ型

ウーファーJA-3132型

センターキャップレスの100% ZYLON®コン

ケープ型を採用した30cmウーファー＝

JA-3132型。750Hzという高めのローパス

側クロスオーバー周波数で最適なパフォー

マンスを発揮できるよう、30cmクラスのウー

ファーとしては異例のワイドレンジ設計としま

した。アルミダイキャスト製ウーファーフレーム

はエンクロージャー装着状態でのFEM解析

を重ねて開発した専用設計で、背面の空気

抵抗を抑えながら高剛性を実現しています。

中高域の不要共振を打ち消す

新開発R.S.チャンバー

ツィーターやミッドレンジの背面から放射され

る不要音を抑えるために、吸音材を詰めた

小さなバックチャンバーなど様々なアイデア、

形状が提案されています。しかし、従来のほと

んどの方式ではチャンバー内部の強い共鳴

を排除するために大量の吸音材が必要で、音

楽本来の自然な響きまでも奪われていました。

そこで100% ZYLON®8cmミッドレンジと

3cmツィーターの背面には、中央部のメイン

チャンバーで発生した共鳴のピークを長さが

異なる左右2本の共鳴管で打ち消すR.S.

（ResonanceSurpression）チャンバー

（特許出願済）を装着。各ユニット本来の

フラットな周波数特性を取り戻し、音楽のデリ

ケートなニュアンスまでも克明に描写します。

「NS-1000M」の伝統を継承する30cm

3ウェイブックシェルフ型

本機の開発にあたっては、さまざまなエンクロー

ジャー形状の可能性を検討した結果として、

当社製モニタースピーカーの代表作である

「NS-1000M」（1974年発売）の伝統を

継承するブックシェルフ型を採用しました。

30cm3ウェイ構成として最小限のサイズと

なる内容積65ℓのバスレフ方式エンクロー

ジャーは総三方留め構造をはじめとする伝統

的工法によって強固に組み上げられ、さらに

FEM解析に基づく補強桟の作用で、エンク

ロージャーの6面から時間差を伴って放出

される、人間の聴覚では検知できないレベルの

“箱鳴り”までも根本的に抑制することに成功

しました。スピーカーユニットが発した音がエン

クロージャーの6面にどのように伝わり、どのよ

うに再放射されるのか。それを高精度にシミュ

レートして設計された独自の補強桟がエンク

ロージャーの響きの時間軸を完璧なまでに整え、

圧倒的なS/N感のなかに自然な響きがある、

異次元のリスニング体験をもたらします。

エンクロージャー素材には

北海道産白樺の積層合板を選定

機械的強度や音響特性はもちろんのこと、

木材の節や穴を丁寧に取り除いて加工する

品質の高さや耐久性も総合的に満たす北海

道産白樺の積層合板をエンクロージャー

素材として採用しました。板厚はバッフル面

が29.5mm厚、その他の5面が20mm厚

（いずれも塗装下地材および塗膜厚を除く）です。

吸音材を追放して音楽本来の臨場感を

蘇らせる新開発アコースティックアブソーバー

調音パネルの開発で得たノウハウを投入し、

コンパクトなJ字型共鳴管で狙った周波数の

定在波を除去するアコースティックアブソーバー

（特許出願済）を組み込みました。エンクロー

ジャー形状をシンプルな直方体とすることで

定在波を特定の周波数に集約し、その周波数

を狙って打ち消すことで、これまで必要だった

大量の吸音材のほとんどをなくすことができ、

音楽本来の自然な響きを蘇らせることに成功

しました。さらに、吸音材を詰めた従来のエン

クロージャーと比べてウーファーからの高域

エネルギーが損なわれにくく、8cmミッドレンジ

とのスムースな音の一体感も実現しています。

S/N感の向上に寄与し、所有する

歓びをも満たす黒鏡面ピアノフィニッシュ

エンクロージャー外装の６面すべてに、ヤマハ

のグランドピアノと同じピアノ専用塗料と

下地材、研磨工程による黒鏡面ピアノフィニッ

シュを採用。均一で高硬度な塗装皮膜が

エンクロージャー全体の剛性をさらに高めると

ともに微細な振動までも抑え込み、ひときわ

S/N感の高い冴えたサウンドを聴かせます。

全ユニット正相駆動・シングルワイヤリングで

自然な聴き心地を目指したネットワーク回路

全ユニット正相駆動・シングルワイヤリングと

して自然な聴き心地にこだわったネットワーク

回路には、銅箔厚140μの極厚プリントパ

ターンによる両面基板を採用。信号経路の

最短化によって情報量を高めました。構成素

子類にも信号伝送のロスを可能な限り排除

する最高級品のみを厳選し、音響用コンデン

サーの最高峰であるドイツムンドルフ社製

オーディオコンデンサー「MCap SUPREME 

EVO」、ムンドルフ社製高音質アッテネーター

「MResist SUPREME」、単体質量1.6kg

のウーファー用コイルなどを投入しています。
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Premium Bookshelf Speaker NS-5000

【1】計算された音の透過率と美しいアピアランスとを兼ね備え、ユニット前面にワンタッチで確実に固定できるマグネット式プロテクター 【2】ダイヤフラムとサラウンドを継ぎ目なく一体成型した世界初の100% ZYLON® 8cm口径ソフトドーム型ミッドレンジJA-08B5型（奥）と100% ZYLON® 3cm口径ソフトドーム型ツィーターJA-05K6型（手前） 【3】ミッドレンジ/ツィーターとの音色統一を徹底させるとともに、
750Hzのローパス周波数で最適なパフォーマンスを発揮するワイドレンジ設計の100% ZYLON® 30cm口径コンケーブ型ウーファーJA-3132型 【4】中央のメインチャンバーで発生した共鳴を、長さが異なる左右2本の共鳴管で打ち消す新開発R.S.チャンバーをミッドレンジとツィーターの背面に装着 【5】R.S.チャンバー（右）と直管型共鳴管（左）の動作シミュレーション比較。共鳴管内部の音圧に著しい
ムラのある直管型に対し、R.S.チャンバーではほぼ均一であることがわかる 【6】エンクロージャー内に設置する新開発アコースティックアブソーバー 【7】アコースティックアブソーバー装着（右）と非装着（左）の動作シミュレーション比較。コンパクトなアコースティックアブソーバーが定在波を選択的・効率的に打ち消していることがわかる 【8】ネットワーク回路を構成するパーツ群 【9】真鍮切削シングルスピーカー端子
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Low
Sound Pressure

High

Low
Sound Pressure 8

9

＊現存する有機繊維の中での比較データ（2015年5月時点、東洋紡株式会社調べ）



2016年6月作成 カタログコードANS1606
このカタログは環境に
やさしい植物油インキを
使用しています。

このカタログは無塩素
漂白（ECF）パルプ
を使用しています。

〒430-8650　静岡県浜松市中区中沢町10-1

〒108-8568　東京都港区高輪2-17-11

プレミアムブックシェルフスピーカーカタログ

NS-5000

2016.6

http://jp.yamaha.com/av/

●ZYLON®は東洋紡株式会社の登録商標です。ZB-284C　●他の品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。●規格および仕様は、改良の際に予告なく変更することがあります。●オーディオ製品の補修用性能部品の最低保有期間

は製造打ち切り後8年です。●保証書はお買上げ販売店で所定の事項が記入されたものをお受け取りください。●掲載製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります●本カタログ掲載製品についての詳細は、お近くの販売店または当社

お客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。※表紙の写真はヤマハ銀座ビル ヤマハホールにて撮影したものです。

NS-5000 主な仕様

本カタログの掲載製品についての詳細は、お近くの販売店
または当社お客様コミュニケーションセンターへお問い合わせください。お客様コミュニケーションセンター　オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

左記番号で
つながらない場合は まで

月曜日～金曜日 10：00～17：00
（土日・祝日・センター指定定休日を除く）ナビダイヤル

本カタログに掲載の製品の価格はすべて本体価格です。価格は税抜金額を表示しています。本カタログに掲載されております製品の設置などに要する料金については、お買上げ販売店にご相談ください。
本カタログの内容は、特別な記載がない限りにおいて制作時点での現行販売品についてのものです。カタログ制作時期によっては実状との差異が発生する場合がありますのでご了承ください。

 注意 ご使用の際は、取 扱 説 明 書の注 意 事 項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本体価格 1,500,000円（税抜）［2台1組］ 
（BP）ピアノブラック
JANコード：45 13744 07142 8
※スピーカースタンドSPS-5000は別売りです。

Speaker

NS-5000

型式 3ウェイブックシェルフ・バスレフ型（非防磁）

再生周波数帯域 26Hz～40kHz（-10dB）

許容入力 200W

最大入力 600W

出力音圧レベル 88dB/2.83V,1m

インピーダンス 6Ω（最小3.5Ω）

振動板 ZYLON®

ボイスコイル 真四角銅線

スピーカーユニット 3cmツィーター、8cmミッドレンジ、30cmウーファー

マグネット フェライト

クロスオーバー周波数 750Hz/4.5kHz

フィルター特性 ツィーター：-18dB/oct、ミッドレンジ：-12dB/oct（Low）／-6dB/oct（High）、ウーファー：-6dB/oct

入力端子 バナナプラグ対応ネジ式

外形寸法（幅×高さ×奥行） 395W×690H×381Dmm　395Wx690Hx422Dmm(突起含む)

質量 35.0kg（1台）

付属品 プロテクター（ツィーター用・ミッドレンジ用・ウーファー用）左右各1ヶ、ポートプラグ左右各1ヶ、取扱説明書

 ※スピーカーケーブルは付属しておりません。お好みのケーブルを別途ご用意ください。

SPS-5000 主な仕様

材質 アルミ（脚部4本はアルミ無垢材）、スチール（天板・スパイク・スペーサー）

外形寸法（幅×高さ×奥行） 393W×304H×376Dmm（スパイク含む） 393W×285H×376Dmm（スパイク除く＊） ＊スパイクは着脱可能

質量 8.0kg

付属品 スピーカー固定用ネジ1ヶ、取扱説明書

NS-5000を強固に支えながら、スタンド自身は

不要な音を放射させないことを設計目標に、スリムで

滑らかな形状のアルミニウム製脚部を採用した専

用スピーカースタンド。4本の脚部はバッフル面に

対していずれも42度の角度となるよう配置し、椅子

に座ったときの耳の高さとツィーターの高さが揃う

よう、スタンドの高さを304mm＊に設定しています。

＊スパイク含む。

SPS-5000
本体価格 75,000円（税抜）［1台］ 
JANコード：49 57812 59983 2 （B）ブラック

Speaker Stand

NS-5000 開発者からのメッセージ

楽器メーカーのヤマハがもつ音楽へのこだわりを具現化

すること。これこそがNS-5000開発の最大のテーマでした。

楽器の音は人を瞬時に魅惑し、心を開放させて音楽の中に

引き込んでしまう力を持っています。NS-5000を聴いたとき、

同じ感覚のままにあの幸福な時間の追体験が出来ればと

強く想い、スピーカーの既成概念を超えるための妥協のない

挑戦をしてきました。NS-5000はスピーカーというより、むしろ

「楽器」に近い存在です。オーディオ的な脚色や演出を取り

去り、表現者である演奏家が作品に込めた真意を限りなく

忠実に目の前へ投射しようと努めました。人生に寄り添い、

永く信頼される存在であって欲しいと考えています。

NS-5000　チーフエンジニア　岡崎　浩二

NEW

NEW

5年保証


