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リビングボードにはハヤミ工産「SV-6318」を使用しています。※当社販売製品ではございません。詳しくはハヤミ工産株式会社ホームページをご確認ください。
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テレビラックの中に、夢のリアル3Dサラウンド。

デジタル制御された「音のビーム」を壁面に投射して、バーチャルではないリアルサラウンドをワンボディで実現する

ヤマハのYSP＝デジタル・サウンド・プロジェクター。比類のない、その独創技術が次世代の3Dサラウンドフォーマットにいち早く応えました。

3Dサラウンドに欠かせないハイトスピーカーの音と定位を、新開発「垂直ビーム専用アレイスピーカー」の天井投射によって忠実に再現し、

最大7.1.2ch相当のリアル3Dサラウンド再生を可能にしたYSPの新たなフラッグシップモデル＝YSP-5600の誕生です。

サウンドバーとして世界で初めてDolby Atmos®に対応＊したほか、3Dネイティブでない既存コンテンツにも立体的なプレゼンスを与える

３ＤサラウンドモードとシネマDSP<3Dモード>も搭載。そして、ふたつの専用アプリがもたらす洗練された操作感覚や

フロント面を一枚のパンチンググリルで覆ったノイズレスな外観デザインも、あなたの美意識にきっと適うはず。

夢のリアル3Dサラウンドがテレビラックにすっきり収まる、この驚きを、この心地よさを、ご自身の耳と目で感じてください。
＊ファームウェア更新によりDTS:Xにも対応予定

希望小売価格：オープン価格
（B）ブラック JANコード：49 57812 59426 4

Digital Sound Projector

YSP-5600 NEW
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ワンボディでリアル3Dサラウンド。YSPの進化は、あなたの想像力を超える。

Dolby Atmos®にサウンドバーとして世界初対応。もちろんDTS:Xにも

話題の3Dサラウンドフォーマット、Dolby Atmos®に一体型サウンドバータイプの
ホームシアターシステムとして世界で初めて対応。ハイトチャンネルを含む最大
7.1.2ch相当のサラウンド音声をワンボディで精密に描き分ける、ヤマハ独自の
リアルサラウンド技術が成し遂げた成果です。もちろん、ファームウェア更新に
よってDTS:Xもサポート。3D収録ではない既存コンテンツを、3Dサラウンドに
迫る立体的な臨場感とともに再現するアップミックス機能も装備して、まるで
天から音が降り注ぐようなプレゼンスをさまざまなプログラムソースで楽しめます。

新たに“垂直ビーム専用”を加えたYSP史上空前の44＋2スピーカー構成

壁面へ向けた水平方向のビームを作り出す3列・32個の水平ビーム専用アレ
イスピーカーに加えて、新たに天井面へ向けた垂直方向のビームを作り出す
左右各6個の垂直ビーム専用アレイスピーカーを装備。これに左右各1個の
ウーファーを加えたYSP史上空前の44＋2スピーカー構成を採用することで、
最大7.1.2ch相当のリアル3Dサラウンド再生を実現しました。この垂直ビーム
スピーカーは、「3Dサラウンドモード」では鋭い音のビームを天井に反射させ、
実物のハイトスピーカーに迫る音像定位とクリアな音質を再現。また「ステレオ
モード」ではツィーターとして動作させ、伸びやかなHiFiサウンドを聴かせます。

ハイトchを含む、各chのビーム角度・音量・音質を自動調整する「インテリビーム」

左右のバランスが悪い設置条件でも理想
の視聴環境を付属のインテリビームマイク
（高性能測定用マイク）を使用して自動で
行うことができます。お使いになるお部屋に
合わせて最適な視聴空間をつくりだします。

フラッグシップにふさわしい高音質設計とシネマDSP＜3Dモード＞対応

キレのある低音を響かせる左右の11cmコーン型ウーファーと高剛性・大容量
ウーファーエンクロージャー、小型高効率ビームスピーカー（計44個）、実用最大
出力128W（JEITA）の44＋2chヤマハオリジナル・デジタルパワーアンプなど、
YSPのフラッグシップモデルにふさわしい高音質設計を実践しました。さらに、
音場に「高さ」方向のデータを加えて立体的なサラウンド空間を再現する
シネマDSP＜3Dモード＞にもYSPシリーズとして初対応。3Dサラウンド再生時の
チャンネル間の音のつながりを最適化し、より自然な音場の広がりが得られます。

映画を。音楽を。誰かと。ひとりで。ビームを活かしたリスニングモード4種類

5本の水平ビームと2本の垂直ビームすべてを駆使して最大7.1.2ch相当の
立体音場を再現する「3Dサラウンドモード」、5本の水平ビームで通常の5.1ch
サラウンド再生を行う「サラウンドモード」、垂直ビームスピーカーをツィーターとして
利用する高音質2chステレオ再生専用の「ステレオモード」、そして広いリビング
ルームと連続したキッチンエリアなど、室内の特定の場所だけを狙ってセリフ
などを聞き取りやすいモノラル音声で届ける「ターゲットモード」。44個のアレイス
ピーカーが作り出すYSPの音のビームを活かした4種類のリスニングモードを、
視聴するコンテンツのタイプや視聴シーンに合わせてお選びいただけます。

お手持ちのスマートフォン/タブレットと専用アプリで、YSPをもっと多才に

本機をはじめとするヤマハ製音響機器に搭載された新機能「MusicCast®」（ミュー
ジックキャスト）を使いこなすための「MusicCast CONTROLLER＊」、本機の基本
操作や設定をより便利にする「HOME THEATER CONTROLLER（WLAN）＊」
のふたつの専用アプリに対応。お手持ちのスマートフォン/タブレットにインストール
して、Wi-FiまたはWireless Direct経由で本機にアクセスすれば、本機はもちろん、
ネットワーク上の音楽コンテンツやインターネットラジオ（vTuner、radiko.jp対応）、
MusicCast®対応音響機器などもふたつのアプリで快適にコントロールできます。
＊：iOS版はApp Storeから、Android版はGoogle Playから無償ダウンロードしてご利用いただけます。

ヤマハが提案する新概念の音楽ネットワーク機能「MusicCast®」

「MusicCast®」は、家庭内に設置した複数のMusicCast®対応音響機器（本機
含む）をワイヤレスで結び、対応機器の一括操作や機器間相互の音楽コンテンツ
の配信/受信などをお手持ちのスマートフォン/タブレットと専用アプリで簡単に行え
るヤマハ独自の音楽ネットワーク機能です。たとえば、別室のMusicCast®対応
AVレシーバーやサウンドバーと音楽コンテンツをシェアしたり、キッチンや寝室に
置いたワイヤレスストリーミングスピーカー「WX-030」で同じBGMを流すなど、
楽しみ方はアイディア次第。音楽のある暮らしをもっと身近にします。
※対応製品については当社製品サイトでご確認ください。

［3Dサラウンドモード］

［ステレオモード］

［サラウンドモード］

［ターゲットモード］
MusicCast CONTROLLER画面例 WX-030

HDMI端子
（4入力）

HDMI端子
（1出力）

最新の4Kテレビも安心のHDCP2.2＆4K/60p映像信号対応HDMI端子

最新の4Kテレビやレコーダーなどに採用されているHDCP2.2および4K/60p
（YCbCr 4:2 :0）映像信号の伝送（パススルー）に対応した4入力/1出力の
HDMI端子＊1を装備。加えて、お手持ちのテレビと本機とをHDMIケーブル1本で
接続できるオーディオリターンチャンネル（ARC）＊2、主要メーカー製テレビ/レコー
ダーとのリンク機能＊3、対応テレビ＊3の電子番組表と本機のシネマDSPとを連動さ
せて番組内容にマッチしたサラウンドプログラムを自動選択する「おまかせサラウ
ンド」にも対応し、お手持ちのテレビやレコーダーの機能を最大限に活かせます。
＊1：HDCP2.2に対応したHDMI端子は1入力/1出力です。
＊2：オーディオリターンチャンネル（ARC）対応テレビが必要です。
＊3：対応機器に関する詳細は当社製品サイトでご確認ください。

CD

TV番組

ブルーレイ YSP-5600

MusicCast 
CONTROLLER

YSP-5600

4K Ultra HD 
Pass -Through HDCP2.2

ウーファー（各11cm口径）

左右各6個ずつの垂直ビーム専用
アレイスピーカー（各2.8cm口径）

3列・32個の水平ビーム専用
アレイスピーカー（各4cm口径）

無操作時には消灯する
前面FLディスプレイ

※画像は機能説明のために合成したもので、実際の製品では内部のスピーカーユニットなどは見えません。またフロントグリルを取り外すことはできません。

7.1.2ch

画面とセリフとの一体感が生まれるダイアログリフト機能

垂直ビーム専用アレイスピーカーを活用し
てセリフの位置（高さ）を初期値に対して
3段階までリフトアップできるダイアログリフ
ト機能を装備。スクリーンの裏側にスピー
カーが設置される実際の映画館のような、
映像とセリフとの一体感が生まれます。

音声の送信と受信に対応したBluetooth®オーディオ機能

お手持ちのBluetooth®対応スマートフォンやタブレット、携帯音楽プレーヤーな
どの音声を本機でワイヤレス再生（受信）したり、本機の音声をBluetooth®対応
ヘッドホンやスピーカーなどで聴ける（送信）Bluetooth®オーディオ機能を内蔵。
Bluetooth®受信については高音質のAACフォーマット＊に対応しています。
＊：iPhoneやiPadなどAACフォーマット対応Bluetooth®機器との
　無線接続時に高音質再生を実現します。

セリフの高さを
3段階に調整

インテリ
ビームマイク



Op t i o n

シアター鑑賞の雰囲気を大切にした

シンプルな外観デザイン

テレビ画面の直下に設置した際にもシアター
鑑賞の邪魔にならないよう、動作状態などを
表示するFLディスプレイ部（無操作時には消灯）
をスピーカー部と一体のパンチンググリルで
覆うとともに、アプリや付属リモコンでの操作を
前提に本体の操作ボタン類も本体上面に集
約し、Wi-Fiアンテナも内蔵化しています。

セリフやナレーションを聞き取りやすくするクリアボイス機能

映像作品などに含まれる人の声と背景音とを判別し、人の声のみを強調することで、
BGMや効果音に埋もれがちなセリフやナレーションを聞き取りやすくするクリア
ボイス機能。本機の音量を控えめにしているときや、テレビから少し離れた場所での
視聴時など、セリフやナレーションが聞き取りにくいと感じる場合に有効です。

外部サブウーファーをワイヤレス化するワイヤレスサブウーファーキット

YSP-5600と外部パワード（アンプ内蔵）サブウーファーとの音声接続、電源連動を
ワイヤレス化。ケーブルから解放され、サブウーファーを自由にレイアウトできます。

スタイリッシュな壁掛け設置を実現するYSP専用壁掛け金具

YSP-5600の壁掛け設置を実現する専用壁掛け金具。薄型デザインを最大限
に活かした、浮遊感のあるスタイリッシュなホームシアターシーンを演出できます。

SWK-W16
ワイヤレスサブウーファーキット

希望小売価格：オープン価格
（B）ブラック JANコード：49 57812 59366 3

希望小売価格：5,000円（税抜）
（B）ブラック JANコード：49 57812 37124 7

YSP-5600 SWK-W16
ワイヤレスサブ
ウーファーキット

パワード
（アンプ内蔵）
サブウーファー

SPM-K30
YSP専用壁掛け金具

YSP-5600 主な仕様

＊：ワイヤレスサブウーファーキット「SWK-W16」(別売)が必要です。

2015年12月作成

カタログコード ASP1512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。

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。
本カタログに掲載の製品の価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は税別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。

製品サイト

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

〒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

●インテリビーム、IntelliBeam、  　　　　 、シネマDSP、CINEMA DSP、　　　　 および　　　　はヤマハ株式会社の登録商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Surround、Surround EX、　および　 はドルビーラボラトリーズの商標です。
●DTSの特許に関しては http://patents.dts.comをご覧ください。本製品はDTS,Inc.のライセンスに基づき製造しています。DTS、  　およびDTSとそのシンボルマークの組み合わせ、DTS:X、        は、米国およびその他の国 に々おけるDTS Inc.の登録商標または商標です。
©DTS, Inc. All Rights Reserved.●HDMI、          およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国 に々おけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。● 　　 はWi-Fi Allianceの認証マークです。●　　　 はWi-Fi Alliance
のマークです。●「Made for iPod」、「Made for iPhone」、「Made for iPad」とは、それぞれiPod、 iPhoneまたはiPad専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。
アップルは、これらの機器操作または、安全規制基準に関する一切の責任を負いません。本機をiPodまたはiPhoneと使用する場合、無線通信の性能に影響する場合があります。ｉTunes、Mac、AirPlay、iPad、iPhone、iPod、iPod touchは、米国およびその他の国 で々登
録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●Android、Google Play、Google Playロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。●DLNAはDigital Living Network Allianceの登録商
標です。●Bluetooth®および             はBluetooth SIGの登録商標であり、ヤマハ株式会社はライセンスに基づき使用しています。他の商標および商号は、各所有権者の財産です。●Wi-Fi製品、Bluetooth®対応製品が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有
する周波数帯です。他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断されることがあります。●ラジコ、radikoおよび　　　　　は株式会社radikoの登録商標です。●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。
●レコード、テープ、放送、ビデオソフトなどから録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●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。※3D映像を楽しむには、3D映像に対応したテレビ、レコーダーなどが必要となります。※本カタログに掲載の写真は接続ケーブルなどを
一部省略して撮影しています。ご使用の際にはスピーカーケーブルなどの配線が必要です。

実用最大出力（JEITA） 128W（アレイスピーカー部：88W+ウーファー部：20W×2）

入力端子 HDMI 4系統（1系統がHDCP2.2に対応）

音声 4系統（光デジタル2、同軸デジタル1、アナログ1）

出力端子 HDMI 1系統（HDCP2.2に対応）

音声 2系統（サブウーファー出力：有線1、Wireless*1）

その他端子 3系統(システム接続、IR端子、RS-232C)

HDMI関連 音声フォーマット ビットストリーム（HDオーディオ/SDオーディオ）、PCM（192kHz/24bitまで）

映像フォーマット 4K（50/60Hz、YCbCr 4:2:0）

スピーカー 型式 密閉型

ユニット 2.8cm 高さ方向サウンドビーム用アレイスピーカー×12
4.0cm 水平方向サウンドビーム用アレイスピーカー×32
11cmウーファー×2

ネットワーク Ethernet規格 100BASE-T・10BASE-T

サポートフォーマット 192kHz/24bit （WAV/FLAC/AIFF）、96kHz/24bit 
（ALAC）、 48kHz （MP3/WMA/MPEG-4 AAC）

その他対応 DLNA Ver.1.5、AirPlay、インターネットラジオ、radiko.jp

無線ネットワーク（Wi-Fi） 無線LAN規格 IEEE802.11b/g/n

使用周波数帯域 2.4GHz

WPS（Wi-Fi Protected Setup）プッシュボタン式、PINコード式

対応セキュリティ WEP、WPA2-PSK（AES）、Mixed Mode

モバイル機器の直接接続対応 Wireless Direct

Bluetooth® バージョン Ver.2.1+EDR

対応プロファイル 受信時：A2DP/AVRCP、送信時：A2DP

対応コーデック 受信時：SBC/MPEG4 AAC、送信時：SBC

無線出力 Bluetooth Class2

コンテンツ保護 SCMS－T方式（受信）

その他機能 ミュージックエンハンサー、日本語対応OSD（オンスクリーン・ディス
プレイ）機能、ECOモード、オートパワースタンバイ

設置方法 自立設置、オプションのSPM-K30を使った壁掛け設置

消費電力 45W

待機時消費電力 0.3W（HDMIコントロールオフ、ネットワークスタンバイオフ時）
1.6W（HDMIコントロールオフ、ネットワークスタンバイオン、
Wi-Fiオン時）

外形寸法
（幅×高さ×奥行）

1100W×212H×93Dmm（転倒防止スタンド未装着時）、
1100W×216H×122Dmm（転倒防止スタンド装着時）

質量 11.7kg

付属品 リモコン、単4乾電池2本、光ケーブル（1.5ｍ）、
電源コード（2m）、インテリビームマイク、
簡易マイクスタンド、転倒防止スタンド（2個）、
簡易接続ガイド、MusicCastガイド、取扱説明書

HOME THEATER CONTROLLER（WLAN）画面例

基本操作のための専用アプリ「HOME THEATER CONTROLLER（WLAN）」

「HOME THEATER CONTROLLER（WLAN）」は、スマートフォン/タブレット
を使って本機の音量調整/入力選択/シネマDSP選択などの基本操作を行うた
めの専用アプリです。本機の動作状態をアイコンでわかりやすく表示するほか、
ハイトチャンネルを含むビームの角度や各チャンネルの音量レベル、ターゲットモード
（4ページ参照）のポジションなどの詳細設定も、ビジュアライズされた画面を
見ながら視聴位置から直感
的に調整可能。「MusicCast 
CONTROLLER」アプリとは
画面上のリンクボタンで相互に
リンクでき、ひと続きのアプリとし
て快適に使えます。
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