
このたびは、TOAスピーカー取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
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注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

禁　止

製品の上に乗らない
本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。 禁　止

金属のエッジで手をこすらない
強くこすると、けがの原因となることがあります。

定期的な点検をする
販売店に、定期的な点検を依頼してください。
スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因
となることがあります。

強　制

強　制

指定方法以外の取り付けかたをしない
指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因とな
ります。

適切なボルト、ナット類を使用する
壁または天井の材質、構造に適したねじ類を使用してください。
守らないと、落下して、けがの原因となります。

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける
取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。

指定のスピーカーと組み合わせて使用する
指定以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。

禁　止

強　制

強　制

常に振動する場所に取り付けない
振動で金具が破損し、落下して、けがの原因となります。

禁　止

屋内プールなど錆の発生しやすい場所に設置しない
錆により部品が腐食し、落下して、けがの原因となります。

禁　止

取り付けは2人以上で行う
1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。

強　制

安全上のご注意
● ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

警告 誤った取り扱いをすると、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。

設置場所の強度を確認する
スピーカーを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。 強　制

屋外に設置しない
本機は、屋内専用品です。
屋外に設置すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。 禁　止



3

HSシリーズのスピーカーシステムを天井または壁に取り付けるための専用金具です。
HY-1200VB、HY-1200VW、HY-1500VB、HY-1500VW（Vシリーズ金具）はスピーカーを縦長で設置するこ
とができ、HY-1200HB、HY-1200HW、HY-1500HB、HY-1500HW（Hシリーズ金具）はスピーカーを横長
で設置することができます。
スピーカーの垂直方向の角度を調節＊できます。
別売のスピーカー天井取付金具HY-C0801、HY-C0801W、またはスピーカー壁取付金具HY-W0801、
HY-W0801Wと組み合わせると水平方向の角度も調節することができます。

＊調節範囲は水平方向を基準（0°）として、
［天井取り付けの場合］

Vシリーズ金具 ：上向き15°～下向き90°
Hシリーズ金具 ：0°～下向き90°

［壁取り付けの場合］
Vシリーズ、Hシリーズ金具：上向き15°～下向き60°

●天井への設置例

※取り付けかたは、「天井への設置のしかた」をお読みください。（ P. 4）

●壁への設置例

※取り付けかたは、「壁への設置のしかた」をお読みください。（ P. 10）

概　要

Vシリーズ金具を使用した場合 Hシリーズ金具を使用した場合 Vシリーズ金具と
天井取付金具を組み合わせた場合

Vシリーズ金具を使用した場合 Hシリーズ金具を使用した場合 Vシリーズ金具と
壁取付金具を組み合わせた場合



天井への設置のしかた
使用する金具は以下のとおりです。
スピーカー縦長設置の場合：Vシリーズ金具（HY-1200VB、HY-1200VW、HY-1500VB、HY-1500VW）
スピーカー横長設置の場合：Hシリーズ金具（HY-1200HB、HY-1200HW、HY-1500HB、HY-1500HW）
ここでは、HS-1200シリーズのスピーカーに取り付ける例で説明しています。

■本機のみを使用する場合

1 付属の金具ホルダーをスピーカーに取り付ける。
金具ホルダーのラインマークとスピーカー本体の△印を合わせ、
付属のねじ（M6×20）2本で取り付けます。

※反対側も同様に取り付けます。

4

スピーカーを天井や壁などに取り付けて使用する場合は、必要に応じて落下防止用の安全ワイヤーを取り付
けてください。

安全ワイヤーの取り付けについて

ねじの取り付け位置は、スピーカーの垂直方向の角度によって下図のように異なります。
角度は水平方向を基準（0°）にしています。

ご注意

1-1 スピーカー縦長設置の場合（Vシリーズ金具）
角度調節範囲は、上向き15°～下向き90°です。

● スピーカーを下向き75°～90°の
　 範囲に設置するとき

● スピーカーを上向き15°～下向き60°の
　 範囲に設置するとき

小ねじM6×20
（付属品）

金具ホルダー（付属品）

△印（スピーカー側）

ラインマーク
（金具ホルダー側）

警告 安全ワイヤーを取り付けるときは、次のことを必ずお守りください。
守らないと、スピーカーが落下して、けがの原因となります。

● 直径2 mm以上のワイヤーロープをご用意ください。（安全ワイヤーは付属していません。）
● 安全ワイヤーは、たるまないように長さを調節してください。安全ワイヤーがたるむと、落下時
の衝撃で取り付け部が破損したりワイヤーが断線したりします。

● 天井や壁側は、取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
● スピーカー側は、下図に示すM8用のねじ穴の1カ所を使用し、吊り下げ用のボルトなどを取り
付けてください。

安全ワイヤー取り付け位置：M8（ねじピッチ：1.25 mm、有効深さ：24 mm）
スピーカー底面

マークの縁をつかんで回転させると、
向きが変えられます。

［ブランドマークの向きを変える場合］
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1-2 スピーカー横長設置の場合（Hシリーズ金具）
角度調節範囲は、0°～下向き90°です。

● スピーカーを下向き75°～90°の
　 範囲に設置するとき

● スピーカーを0°～下向き60°の
　 範囲に設置するとき

小ねじM6×20
（付属品）

金具ホルダー（付属品）

2-2 スピーカー横長設置の場合（Hシリーズ金具）
角度調節範囲は、0°～下向き90°です。

金具ホルダー

● スピーカーを下向き75°～90°の
　 範囲に設置するとき

● スピーカーを0°～下向き60°の
　 範囲に設置するとき

六角ボルトM6×30
（付属品）

2 付属の六角ボルトを金具ホルダーに仮止めする。
付属の六角ボルト（M6×30）1本を金具が差し込める程度
（約4 mm）の隙間を残して取り付けます。

※反対側も同様に取り付けます。

約4 mm

金具ホルダー

六角ボルトM6×30
（付属品）

2-1 スピーカー縦長設置の場合（Vシリーズ金具）
角度調節範囲は、上向き15°～下向き90°です。

● スピーカーを下向き75°～90°の範囲に
　 設置するとき

● スピーカーを上向き15°～下向き60°の
　 範囲に設置するとき

金具ホルダー

六角ボルトM6×30
（付属品）

ボルトの取り付け位置は、スピーカーの垂直方向の角度によって下図のように異なります。
角度は水平方向を基準（0°）にしています。

ご注意
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5 スピーカーケーブルをスピーカーに接続する。

6 スピーカーの向きを調節する。
角度の調節範囲は下図のとおりです。
金具ホルダーのねじ穴と取付金具の角度調節穴が一致するようにスピーカーの角度を決め、付属の六角
ボルト（M6×30）で固定します。

※反対側も同様に行います。

6-1 Vシリーズ金具を使用し、スピーカーを上向き15°～下向き60°の範囲で調節する場合

0°（水平）
15°

60° 7.5°

10×
7.5°
（7
5°）

※ 取付金具の角度調節穴は7.5°間隔で
　 スピーカーの角度を調節できます。

角度調節穴

六角ボルトM6×30
（付属品）

天井

3 取付金具を天井に取り付ける。
※取付金具の寸法は、「外観寸法図」を参照してください。（ P. 14）

※下図は、Vシリーズ金具の例です。

4 スピーカーを金具に取り付ける。
手順２で仮止めしたボルトを取付金具の切り欠きの
奥の溝まで確実にはめ込みます。

※右図は、Vシリーズ金具の例です。
Hシリーズ金具の場合も同様に取り付けることが
できます。

天井に取り付け済みの
取付金具

手順2の仮止めボルト

警告
天井に取り付けるためのボルト、ナット類は付属していません。
天井の材質、構造に応じた適切なものを用意してください。
適切なものを使用しないと、落下して、けがの原因となります。

取付金具

正面方向

取り付け時のご注意

この4カ所の丸穴は使用しないでください。

この4カ所の小判穴を使用して
天井に取り付けてください。

金具の切り欠きがスピーカーの正面方向を向くようにしてください。

天井取付面へ
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6-2 Vシリーズ金具を使用し、スピーカーを下向き75°～90°の範囲で調節する場合

6-3 Hシリーズ金具を使用し、スピーカーを0°～下向き60°の範囲で調節する場合

6-4 Hシリーズ金具を使用し、スピーカーを下向き75°～90°の範囲で調節する場合

0°（水平）

15°
75°

90°

7.5° 7.5°

※ 取付金具の角度調節穴は7.5°間隔で
　 スピーカーの角度を調節できます。

角度調節穴

六角ボルトM6×30
（付属品）

天井

7 手順2の仮止めボルトを締め付ける。

すべてのねじ類が確実に締め付けられていることを確認してください。

※取付完成図は、「天井への設置例」を参照してください。（ P. 3）

ご注意

0°（水平）

60°
7.5°

8×
7.5
°（6
0°）

※ 取付金具の角度調節穴は7.5°間隔で
　 スピーカーの角度を調節できます。

角度調節穴

六角ボルトM6×30
（付属品）

天井

0°（水平）

75°

15°90°

六角ボルトM6×30
（付属品）

7.5° 7.5°

※ 取付金具の角度調節穴は7.5°間隔で
　 スピーカーの角度を調節できます。

角度調節穴

天井
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■ 本機と別売金具を組み合わせて使用する場合

別売のスピーカー天井取付金具HY-C0801／C0801Wと組み合わせると、スピーカーの水平方向の角度調節
ができます。

※図はスピーカー縦長設置の例です。

M8用 ナット
（本機に付属）

金具ホルダー
（本機に付属）

M8用 ナット

M8用 平座金
（本機に付属）

六角ボルト M8×25
（HY-C0801/C0801Wに付属）

ブラケットB
（HY-C0801/C0801Wに付属）

水平角度調節ナット

固定ナット

平座金

ブラケットA
（HY-C0801/C0801Wに付属）

天井取付面へ

切り欠き部

取付金具
（HY-1200/1500シリーズ）

スピーカー
（HS-1200/1500シリーズ）

安全ボルト

150

1208 - φ11

単位：mm

15
0

12
0

ブラケットAの四隅の4カ所の取付穴は、
必ず使用してください。

ご注意

［ブラケットAの取付寸法図］
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1 本機に付属の金具ホルダーと六角ボルトをスピーカーに取り付ける。

※金具ホルダーと六角ボルトの取り付けは、「本機のみを使用する場合」の手順1～2をお読みくださ
い。（ P. 4）

2 HY-C0801／C0801WブラケットAの安全ボルトを抜いて、ブラケットBを取り外す。

3 取り外したブラケットBを本機に取り付ける。
六角ボルトは、HY-C0801／C0801Wに付属のものを使用します。
M8用ナットとM8用平座金は、本機に付属のものを使用します。

4 ブラケットAを4本以上のボルトなどで天井に取り付ける。

警告
天井に取り付けるためのボルト、ナット類は付属していません。
天井の材質、構造に応じた適切なものを用意してください。
適切なものを使用しないと、落下して、けがの原因となります。

5 ブラケットBのボルトをブラケットAの切り欠き部にはめ込む。
このとき、固定ナットが切り欠き部の上側に、平座金が下側になるようにします。

6 安全ボルトをブラケットAに通し、M8用ナットでしっかりと締め付ける。

7 スピーカーを本機に取り付け、垂直方向の角度を決める。

※スピーカーの取り付けは、「本機のみを使用する場合」の手順４～７をお読みください。
（ P. 6）

8 スピーカーの水平方向の角度を調節する。
調節後、HY-C0801／C0801Wの水平角度調節ナットをしっかりと締め付けます。

●スピーカーの水平方向の角度調節範囲は、360°（全周）です。
●壁際や突起物の近くに設置すると、角度調節範囲に制限がでてきますので注意してください。

※取付完成図は、「天井への設置例」を参照してください。（ P. 3）

ご注意
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2 付属の六角ボルトを金具ホルダーに仮止めする。
付属の六角ボルト（M6×30）1本を金具が差し込める程度
（約4 mm）の隙間を残して取り付けます。

※反対側も同様に取り付けます。

2-1 スピーカー縦長設置の場合
（Vシリーズ金具）

2-2 スピーカー横長設置の場合
（Hシリーズ金具）

約4 mm

金具ホルダー

六角ボルトM6×30
（付属品）

六角ボルトM6×30
（付属品）

金具ホルダー

壁への設置のしかた
使用する金具は以下のとおりです。
スピーカー縦長設置の場合：Vシリーズ金具（HY-1200VB、HY-1200VW、HY-1500VB、HY-1500VW）
スピーカー横長設置の場合：Hシリーズ金具（HY-1200HB、HY-1200HW、HY-1500HB、HY-1500HW）
ここでは、HS-1200シリーズのスピーカーに取り付ける例で説明しています。

■本機のみを使用する場合

角度調節範囲は、スピーカー縦長・横長設置とも上向き15°～下向き60°です。
角度は水平方向を基準（0°）にしています。

1 付属の金具ホルダーをスピーカーに取り付ける。
金具ホルダーのラインマークとスピーカー本体の△印を合わせ、
付属のねじ（M6×20）2本で取り付けます。

※反対側も同様に取り付けます。

1-1 スピーカー縦長設置の場合
（Vシリーズ金具）

1-2 スピーカー横長設置の場合
（Hシリーズ金具）

小ねじM6×20
（付属品）

金具ホルダー
（付属品）

△印（スピーカー側）

ラインマーク
（金具ホルダー側）
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上 壁取付面へ

金具の切り欠きが上を向くようにしてください。

取付金具

取り付け時のご注意

この4カ所の丸穴は使用しないでください。

この4カ所の小判穴を使用して
壁に取り付けてください。

※ 下図は、Vシリーズ金具の例です。

4 スピーカーを金具に取り付ける。
手順２で仮止めしたボルトを取付金具の切り欠きの
奥の溝まで確実にはめ込みます。

※右図は、Vシリーズ金具の例です。
Hシリーズ金具の場合も同様に取り付けることが
できます。

5 スピーカーケーブルをスピーカーに接続する。

6 スピーカーの向きを調節する。
角度の調節範囲はVシリーズ金具、Hシリーズ金具とも上向き15°～下向き60°です。
金具ホルダーのねじ穴と取付金具の角度調節穴が一致するようにスピーカーの角度を決め、付属の六角
ボルト（M6×30）で固定します。

※反対側も同様に行います。

6-1 Vシリーズ金具の場合

壁に取り付け済みの取付金具

手順2の仮止めボルト

警告
壁に取り付けるためのボルト、ナット類は付属していません。
壁の材質、構造に応じた適切なものを用意してください。
適切なものを使用しないと、落下して、けがの原因となります。

0°（水平） 15°

60°

7.5°

10×
7.5°（

75°）

※ 取付金具の角度調節穴は7.5°間隔で
　 スピーカーの角度を調節できます。

角度調節穴

六角ボルトM6×30
（付属品）

壁

3 取付金具を壁に取り付ける。
※取付金具の寸法は、「外観寸法図」を参照してください。（ P. 14）



6-2 Hシリーズ金具の場合

7 手順2の仮止めボルトを締め付ける。

すべてのねじ類が確実に締め付けられていることを確認してください。

※取付完成図は、「壁への設置例」を参照してください。（ P. 3）

■本機と別売金具を組み合わせて使用する場合

別売のスピーカー壁取付金具HY-W0801／W0801Wと組み合わせると、スピーカーの水平方向の角度調節が
できます。

● HY-1200シリーズの金具を使用する場合は、以下の角度調節範囲となります。
垂直方向：上向き15°～下向き90°（水平方向を基準 0°とする。）
水平方向：左右各90°（正面方向を基準 0°とする。）

● HY-1500シリーズの金具を使用する場合は、角度調節範囲に制限があります。
詳細は次ページ「HY-1500シリーズの角度調節範囲」を参照してください。

ご注意

ご注意

12

0°（水平） 15°

60°

7.5°

10×
7.5°（

75°）

※ 取付金具の角度調節穴は7.5°間隔で
　 スピーカーの角度を調節できます。

角度調節穴

壁

六角ボルトM6×30
（付属品）

M8用 ナット（本機に付属）

金具ホルダー
（本機に付属）

M8用 ナット

M8用 平座金（本機に付属）

六角ボルト M8×25
（HY-W0801/W0801Wに付属）

ブラケットB
（HY-W0801/W0801Wに付属）

水平角度
調節ナット

固定ナット

切り欠き部

平座金

取付金具
（HY-1200/1500シリーズ）

スピーカー
（HS-1200/1500シリーズ）

ブラケットA（HY-W0801/W0801Wに付属）壁取付面へ

安全ボルト

単位：mm

90

176

60

12
0

20
1.
2

6 - φ9.2

［ブラケットAの取付寸法図］

※ 図はスピーカー縦長設置の例です。

ブラケットAの6カ所の取付穴は、
必ず使用してください。

ご注意
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1 本機に付属の金具ホルダーと六角ボルトをスピーカーに取り付ける。
金具ホルダーと六角ボルトの取り付けは、「本機のみを使用する場合」の手順1～2をお読みください。
（ P. 4）

2 HY-W0801／W0801WのブラケットBを本機に取り付ける。
六角ボルトは、HY-W0801／W0801Wに付属のものを使用します。
M8用ナットとM8用平座金は、本機に付属のものを使用します。

3 ブラケットAの安全ボルトを取り外す。

4 ブラケットAを6本のボルトなどで壁に取り付ける。

5 ブラケットBのボルトをブラケットAの切り欠き部にはめ込む。
このとき、固定ナットが切り欠き部の上側に、平座金が下側になるようにします。

6 安全ボルトをブラケットAに通し、M8用ナットでしっかりと締め付ける。

7 スピーカーを本機に取り付け、スピーカーの向きを調節する。
スピーカーの取り付けは、「本機のみを使用する場合」の手順４～７をお読みください。（ P. 6）
水平方向の角度調節後、HY-W0801／W0801Wの水平角度調節ナットをしっかりと締め付けます。

HY-1500シリーズの角度調節範囲

警告
壁に取り付けるためのボルト、ナット類は付属していません。
壁の材質、構造に応じた適切なものを用意してください。
適切なものを使用しないと、落下して、けがの原因となります。

※取付完成図は、「壁への設置例」を参照してください。（ P. 3）

水平角度調節範囲（度）

垂
直
角
度
調
節
範
囲
（
度
）

水平角度調節範囲（度）

垂
直
角
度
調
節
範
囲
（
度
）

壁

＋方向－方向

壁

＋方向－方向

基準

基準

● HY-1500VB/1500VWを使用する場合の
　 角度調節範囲（　　部）

● HY-1500HB/1500HWを使用する場合の
　 角度調節範囲（　　部）

［上から見た図］

［上から見た図］
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単位：mm

［上面］

［前面］ ［側面］

150

224

395.4

40 60 90
24
1.
5

4 - φ8.5

4 - 11×36

70

R55

15°

  75
°

（1
0×
7.5°
）

31

3.2

■ HY-1200HB、HY-1200HW

外観寸法図

単位：mm

［上面］

［前面］ ［側面］

150

3.2

224

366.4

40 60 90
32
8.
2

18
3.
2

4 - φ8.5

4 - 11×36

337.9

70

R55

15°

  75
°

（1
0×
7.5°
）

31

■ HY-1200VB、HY-1200VW
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■ HY-1500HB、HY-1500HW

単位：mm

［上面］

［前面］ ［側面］
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460.4
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60 90
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■ HY-1500VB、HY-1500VW

単位：mm

［上面］

［前面］ ［側面］
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60 90
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TOA お客様相談センター フリーダイヤル 0120-108-117
ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
FAX 0570-017-108（有料）
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問
い合わせ、およびカタログのご請求
については、取り扱い店または最寄
りの営業所へお申し付けください。
最寄りの営業所については、TOA
ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお
問い合わせ対応または修理対応の目的に利用
いたします。また、修理委託目的で委託先業
者へ提供することがあります。個人情報の取
り扱いに関する方針については、TOA ホー
ムページをご覧ください。

商品の内容や組み合わせ、設置方法などにつ
いての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9：00 〜 17：00（土日、祝日除く）

TOA ホームページ      http://www.toa.co.jp/

仕　様

［HY-1200 シリーズ金具］

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品
金具ホルダー  ……………………………………………………………………  2
小ねじ M6 × 20  ………………………………………………………………  4
六角ボルト M6 × 30  …………………………………………………………  4
平座金（M8 用）：別売金具と組み合わせ時に使用  ……………  4
ナット（M8 用）：別売金具と組み合わせ時に使用  ……………  4

● 別売品
スピーカー天井取付金具 ：HY-C0801、HY-C0801W 
スピーカー壁取付金具 ：HY-W0801、HY-W0801W 

［HY-1500 シリーズ金具］

品 番 HY-1200VB HY-1200VW HY-1200HB HY-1200HW

適 合 ス ピ ー カ ー HS-1200BT HS-1200WT HS-1200BT HS-1200WT

仕 上 げ 圧延鋼板、塗装、
黒（マンセル N1.0 近似色）

圧延鋼板、塗装、
白（マンセル N9.5 近似色）

圧延鋼板、塗装、
黒（マンセル N1.0 近似色）

圧延鋼板、塗装、
白（マンセル N9.5 近似色）

寸　　 法（mm） 366.4（幅）× 328.2（高さ）× 90（奥行き） 395.4（幅）× 241.5（高さ）× 90（奥行き）

質 量 2.2 kg 1.9 kg

品 番 HY-1500VB HY-1500VW HY-1500HB HY-1500HW

適 合 ス ピ ー カ ー HS-1500BT HS-1500WT HS-1500BT HS-1500WT

仕 上 げ 圧延鋼板、塗装、
黒（マンセル N1.0 近似色）

圧延鋼板、塗装、
白（マンセル N9.5 近似色）

圧延鋼板、塗装、
黒（マンセル N1.0 近似色）

圧延鋼板、塗装、
白（マンセル N9.5 近似色）

寸　　 法（mm） 460.4（幅）× 403.2（高さ）× 90（奥行き） 485.4（幅）× 288（高さ）× 90（奥行き）

質 量 3 kg 2.4 kg

133-01-00117-00


