
　　 ご使用の前に、必ずよくお読みください。お読みになったあとは、使用
される方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

本書は安全に設置いただくためのご注意と同梱品について説明しています。
具体的な設置方法については下記ウェブサイトでご覧いただけます。
必要に応じてご活用ください。
https://sound-solution.yamaha.com/products/speechprivacy/vsp-2/

取扱説明書の記載内容に関するお知らせ

 • 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などは、各社の登録商標または
商標です。

安全上のご注意

必ずお守りください

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。
必ずお守りください。

「警告」と「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
さと切迫の程度を区分して掲載しています。

 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 「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能
性が想定される」内容です。

記号表示について

この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。

注意喚起を示す記号 禁止を示す記号
         

行為を指示する記号
    

           警告

分解禁止

この機器の内部を開けたり、内部の部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。
異常を感じた場合など、点検や修理は、必ずお買い上げの販売
店またはヤマハスピーチプライバシーシステムお客様相談セン
ターにご依頼ください。

水に注意

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。入った場合は、すぐに VSP-CU2 の電源を切り、
お買い上げの販売店またはヤマハスピーチプライバシーシステ
ムお客様相談センターに点検をご依頼ください。

火に注意

この機器の近くで、火気を使用しない。
火災の原因になります

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 VSP-CU2 の電源
を切る。
 • 製品から異常なにおいや煙が出た場合
 • 製品の内部に異物が入った場合
 • 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スピーチプ
ライバシーシステムお客様相談センターに点検や修理をご依頼
ください。

  注意

設置

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。

地震など災害が発生した場合は機器に近づかない。
機器が転倒または落下して、けがをする原因になります。

この機器を移動するときは、必ず接続ケーブルをすべて外した
上で行なう。
機器が転倒または落下して、けがをする原因になります。

取り付け工事は、必ず専門の施工業者に依頼する。
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

接続

付属以外のスピーカーケーブルをご使用する際は、スピーカー
接続専用のケーブルを使用する。
それ以外のケーブルを使うと、火災の原因になることがあります。

取り扱い

 • この機器の上に重いものをのせたりしない。
 • 入力端子などに無理な力を加えない。

この機器が破損したり、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この機器を使用しない。
機器が発熱し、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／手入れに関する注意
 • 直射日光のあたる場所（日中の車内など）やストーブの近くなど極端に温度
が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多
いところに設置しないでください。この機器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。

 • この機器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で
ください。この機器が変色／変質する原因になります。

 • 手入れするときは、乾いた柔らかい布をご使用ください。ベンジンやシン
ナー、洗剤、化学ぞうきんなどを使用すると、変色／変質する原因になり
ますので、使用しないでください。

 • VSP-SP2 はスピーチプライバシーシステム専用のスピーカーです。スピー
チプライバシーシステムコントロールユニット VSP-CU2 以外に接続しな
いでください。

 • スピーカーを並列接続する場合は、必ず VSP-CU2 の取扱説明書を参考に
して接続してください。アンプの故障の原因になります。

 • グリルをはめたままグリルを下にして地面などに置かないでください。グリ
ルが変形する原因となります。

 • 本製品に触れるときは、人体や衣服から静電気を除去してください。
 • 本製品を譲渡する際は、本書も合わせて譲渡してください。
 • 廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください。

サポート規定（お客様サポートについて）

はじめに
ヤマハ株式会社は、お客様が本製品を快適に、またその性能・機能を最大限に
活かしてご利用出来ますよう、以下の内容・条件にてサポートを提供いたします。

1. サポート方法
 • FAQ、設置例等の Web 掲載
 • 電話でのご質問への回答
 • カタログ送付
 • 代理店・販売店からの回答 
ご質問内容によっては代理店・販売店へご質問内容を案内し、代理店・販
売店より回答させていただく場合がありますので、あらかじめご了承のほ
どお願いいたします。

 • お問い合わせ時に製番を確認させていただく場合がございます。製番は本
体の銘板シールに印刷されています。

2. サポート項目
 • 使用方法、設置・設定について
 • 製品の修理について
 • 代理店または販売店のご紹介

3. 免責事項・注意事項
 • 回答内容につきましては正確性を欠くことのないように万全の配慮を
もって行いますが、回答内容の保証、および回答結果に起因して生じる
あらゆる事項について弊社は一切の責任を負うことはできません。 
また、本製品をご利用いただいて生じた個人情報の流出による損失や動作
不良によって発生した経済的損失、その対応のために費やされた時間的・
経済的損失、直接的か間接的かを問わず逸失利益等を含む損失およびそ
れらに付随的な損失等のあらゆる損失について弊社は一切の責任を負う
ことはできません。 
なお、これらの責任に関しては弊社が事前にその可能性を知らされてい
た場合でも同様です。ただし、契約および法律でその履行義務を定めた
内容は、その定めるところを遵守するものといたします。

 • 質問受付対応、修理対応は生産終了後 5 年間行います。
 • ご使用になる実環境での会話は、音量・音質・発声法等がさまざまで、ま
た個々人の聴力には差異があるため性能保証は行っておりません。

 • 期日・時間指定のサポート、および海外での使用、日本語以外でのサポー
トは行っていません。

 • お問い合わせの回答を行うにあたって、必要な情報のご提供をお願いす
る場合があります。情報のご提供がない場合は適切なサポートができな
い場合があります。

 • 再現性がない、および特殊な環境でしか起きない等の事象に関しては、適
切なサポートが行えない場合があります。

 • やむを得ない事由により本製品の返品・交換が生じた場合は、ご購入店
経由となります。なお、交換、返品に際しましてはご購入店、ご購入金
額を証明する証憑が必要となります。

 • 製品の修理は代理店・販売店経由で受付けさせていただきます。弊社へ
の直接持ち込みはできません。また、着払いでの修理品受付はいたして
おりません。 
発送は弊社指定の通常宅配便（国内発送のみ）にて行わせていただきます。
修理完了予定期間は変更になる場合がありますのでご了承のほどお願い
いたします。なお、保証期間中の無償修理（無償例外事項）等の詳細規
定は保証書に記載しております。

 • 上記サポート規定は予告なく変更されることがあります。

同梱品

VSP-SP2
 • スピーカー × 2

 • スピーカーケーブル（20 m）× 1
メモ
各スピーカー用に必要な長さに切ってご使用ください。

 • マウント金具 × 2

 • ユーロブロックプラグ× 2 
（2 ピン、5.08 mm ピッチ）

 • レールマウントアダプター × 2

 • レールマウントアダプター専用ネジ（Φ 4 × 12）× 4

 • 取扱説明書（保証書付き） 
（本紙）

スピーチプライバシーシステムスピーカー 取扱説明書
VSP-SP2

VCH3420

日本語：保証書付

JA 取扱説明書

https://sound-solution.yamaha.com/products/speechprivacy/vsp-2/


仕様
形式 フルレンジ密閉型

再生周波数帯域（ － 10 dB） 180 Hz ̶ 20 kHz

公称指向角度 
（Horizontal × Vertical）

170° × 170°

定格インピーダンス 8 Ω

出力音圧レベル（1 W、1 m）*1 79 dB SPL

コンポーネント 3.8 cm（1.5 インチ）コーン

コネクター ユーロブロック（2P）× 1 
（インプット：＋ / －）

寸法・質量（スピーカーのみ） 62（W）× 62（H）× 82（D）mm・ 
0.17 kg

*1：フルスペースで測定
※マンセル近似値 : ブラック (B) :N3

ホワイト (W):N9

スピーカー本体

マウント金具

レールマウントアダプター

45

25
.4

20
.8

22
.8

単位：mm

取付方法

壁に取り付ける
1

壁側

注意
 • 同梱品のネジは使用できません
ので、取付け場所に適したネジ
をご用意ください。
 • 2 個所の長孔の幅は 5mm です。

3

2

3 mm以下

ユーロブロックプラグ

良い例

4-5 mm

悪い例

4

照明レールに取り付ける
1

           

マウント金具

同梱品のネジ
4

2

ユーロブロック
プラグ

3 mm以下

5

3

3 mm以上

1.5 mm以上 6.0 mm以内

注意
照明用のレールに取り付ける場合
は電源を落としてから取り付けて
ください。

6

取り付け例

注意
レールマウントアダプターは、開口部が下向きの照明レール以外には取り付け
ないでください。

サポート窓口のご案内
本製品に関する技術的なご質問やお問い合わせは、下記へご連絡ください。

ヤマハ スピーチ プライバシー システム お客様ご相談センター
TEL：03-5651-1839
ご相談受付時間
9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00

（土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます。）

本製品の保守サービスについて

保証期間
ご購入から 1 年間です。

保証書について
保証書をお受取りの際は、お買い上げ年月日・販売店などを必ずご確認の上保
管してください。万一紛失なさいますと、保証期間中であっても実費を頂戴さ
せていただくことになります。

保証期間中の修理
保証期間中に万一故障した場合には、ご購入の販売店または上記お客様ご相談
センターまでご連絡の上、製品をご送付ください。その際必ず保証書を同封し
てください。

保証期間後の修理
保証期間終了後の修理は有料となりますが、引続き責任をもって対応させてい
ただきます。ご購入の販売店または上記お客様ご相談センターまでご連絡くだ
さい。ただし、修理対応期間は製造打ち切り後 5 年間です。

 • この製品の内部には、お客様が修理／交換できる部品はありません。
点検や修理は、必ずお買い上げの販売店またはヤマハスピーチプライ
バシーシステムお客様ご相談センターにご依頼ください。

 • 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。

無償修理規定
1. 正常な使用状態（取扱説明書などの注意書に従った使用状態）で故障した

場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、商品と本書をご持

参ご提示の上、お買い上げの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い上げ販売店にご依頼できない場

合には、取扱説明書に記載されているヤマハサービス窓口にお問い合わせ
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、お買い上げの年月日、お客様、お買い上げの販売店の記入が

ない場合、および本書の字句を書き替えられた場合。
（3） 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
（4） お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
（5） 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、

異常電圧などによる故障および損傷。
（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 isvalid 
only in Japan.

6. この保証書は再発行いたしません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料修理をお約束す
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規
制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、お買い上げの販売店、または取扱説明書に記載されておりま
すヤマハサービス窓口までお問い合わせください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控え）は、保証期間内の無料
修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が
ございますのでご了承ください。

保証期間経過後の修理について

修理可能な部分は、ご要望により有料にて修理させていただきます。ただし、
修理料金の金額や補修部品の保有期間の都合により、相当品の代替購入をお
すすめする場合もございます。

持込修理

品名 スピーチプライバシーシステム スピーカー 品番 VSP-SP2 製造番号

お
客
様

ご住所 〒 お名前

電　話 （ ）

販売店 / 住所 / 電話番号

お買い上げ日 年 月 日 　お買い上げ日から 1 年間です。

※保証書は、「お買い上げ年月日」が確認できるレシートと一緒に大切に保管ください。

このたびはヤマハ製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
本書は、本書記載の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下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い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証書

ヤマハ株式会社
〒 430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1

ヤマハスピーチプライバシーシステム お客様ご相談センター
TEL 03-5651-1839

Manual Development Group
© 2019 Yamaha Corporation
2019 年 4 月発行 HS-A0
Printed in Indonesia

このたびはヤマハ製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
本書は、本書記載の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下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い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証書

スピーチプライバシーシステム スピーカー

このたびはヤマハ製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
本書は、本書記載の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下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い上げの販売店に修理をご依頼ください。

スピーチプライバシーシステム スピーカー 品番 VSP-SP2

お名前

電　話

このたびはヤマハ製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
本書は、本書記載の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下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い上げの販売店に修理をご依頼ください。
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