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このたびはＴＲＸ－Ｐ６Ｌをご購入いただきありがとうございます

高圧危険
このアンプは高電圧 (直流４００Ｖ) を使用しているため、感電されないよう床板を開ける等
の危険な行為はおやめ下さい。なお内部接触による人体の損傷や火傷などの責任は負えません
ので予め御了承ください。

高温危険
アンプ使用時は真空管が高温になるため、必ず付属の真空管ボンネットを御使用下さい。特に
お子様の手の届かない場所に設置して下さい。

保証について
本 製品 の裏 蓋を 開け、 改造 など をさ れた時 点で 保証 の対 象外 とな ります ので 御注 意下
さ い。 この 場合 の修理 は全 て実 費と させて 頂き ます 。

真空管カバーについて
真 空管 カバ ーの 着脱は カバ ー自 体を 持って 上側 に引 き抜 くと はず れます 。た だし 安全
の 為に カバ ーの 使用を お勧 めい たし ます。

ＴＲＸ－Ｐ６Ｌ仕様
■ 使用 真空 管： 6L6GC× 4本 ,12AX7× 2本 ,12BH7×2本
■ 回路 形式 ：６ Ｌ６Ｇ Ｃ ＡＢ 級プ ッシ ュプ ル
■ バイ アス 方式 ：自己 バイ アス
■ 定格 出力 ：Ｕ Ｌ／３ 結切 替可 能
６Ｌ ６Ｇ Ｃ： ＵＬ接 続２ ５Ｗ ＋２ ５Ｗ ３結 接続 １２ Ｗ＋ １２ Ｗ
ＫＴ ８８ ：Ｕ Ｌ接続 ３０ Ｗ＋ ３０ Ｗ ３ 結接 続１ ５Ｗ ＋１ ５Ｗ
ＥＬ ３４ ：Ｕ Ｌ接続 ３０ Ｗ＋ ３０ Ｗ ３ 結接 続１ ５Ｗ ＋１ ５Ｗ
■ 周波 数特 性： 10Hz～ 100kHz (-1,-4dB)
■ ＳＮ 比： ９０ ｄＢ
■ 入力 感度 ：６ ００ｍ Ｖ
■ 入力 イン ピー ダンス ：１ ００ ｋΩ
■ 入力 ゲイ ン切 替：０ ，－ ３． －６ ｄＢ
■ ＮＦ Ｂ切 替： ０，３ ，６ ｄＢ
■ 入力 端子 ：Ｒ ＣＡ１ 系統
■ スピ ーカ ー出 力端子 ：４ Ω， ６Ω ，８Ω
■ 消費 電力 ：無 信号時 100W、最 大出 力時220W
■ サイ ズ： 横340× 奥行 305×高 185mm
■ 重量 ：17ｋｇ
■ 付属 品： 真空 管カバ －、 サイ ドウ ッド， 電源 ケー ブル 、予 備ヒ ューズ
※付 属の 電源 コ ードは本 機専 用で す 。他 の機 器で は使 用出 来ま せ ん。

設置方法と接続方法
１ ）梱 包箱 から 本体を 取り 出し ビニ ールを 外し ます 。
２ ）真 空管 カバ ーを上 方に 引き 抜き ます。 真空 管に クッ ショ ン材 がかぶ せて ある 場合
は 抜き 取り ます。 （ロ ット によ ってク ッシ ョン 材が 無い 場合 もあり ます ）
真空 管カバ ーを 元通 りに かぶ せま す。
３ ）ア ンプ 後部 に付属 の電 源ケ ーブ ルを接 続し ます 。
４ ）Ｒ ＣＡ 入力 端子に プリ アン プか らのＲ ＣＡ ケー ブル を接 続し ます。
５ ）ス ピー カー ターミ ナル にス ピー カーケ ーブ ルを 接続 しま す。
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使用方法

①
③
⑤
⑦

電源スイッチ
バイアスメーター
ＮＦＢインジケーター
TR/UL イ ン ジ ケ ー タ ー

②
④
⑥
⑧

電源ＬＥＤ
真空管インジケーター
ＮＦＢ切替スイッチ
TR/UL 切 替 ス イ ッ チ

① 入 力 ゲ イ ン 切 替 ス イ ッ チ ② RCA 入 力 端 子
③ 右スピーカーターミナル ④ 左スピーカーターミナル
⑤ 電源ソケット
⑥ ヒューズＢＯＸ
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■ 真空 管差 し替 え可能
この アン プは ６Ｌ６ ＧＣ ，Ｋ Ｔ８ ８，Ｅ Ｌ３ ４の 差し 替え が可 能です 。
電源 スイ ッチ を切っ た状 態で 真空 管を差 し替 えて シャ ーシ 上部 にある 切替 スイ ッチ
を当 該ポ ジシ ョンに あわ せて 使用 します 。ま たこ のア ンプ は自 己バイ アス です ので
調整 は不 要で す。調 整は 出来 ませ んが電 流チ ェッ クは 可能 です 。フロ ント パネ ルを
見な がら シャ ーシ上 部の スイ ッチ を倒す こと によ り左 ２本 また は右２ 本の 電流 チェ
ック が可 能で す。メ ータ ー上 のそ れぞれ のポ ジシ ョン にお およ そ入っ てい れば ＯＫ
です 。
■ ＮＦ Ｂ切 替ス イッチ
ＮＦ Ｂ ０／ ３／ ６ｄ Ｂの切 替が でき ます
■ ＵＬ ／三 結接 続スイ ッチ
ＵＬ 接続 と三 結接続 の切 替が でき ます。
＊こ のス イッ チを切 り替 えま すと 高電圧 切り 替え のた めス ピー カーか ら多 少の ノイ
ズが 出ま すが 故障で はあ りま せん 。また ＵＬ ポジ ショ ンの 位置 で電源 スイ ッチ をＯ
ＦＦ にし ても 同じよ うな ノイ ズが 出ます 。
■ 入力 ゲイ ンス イッチ （後 部パ ネル ）
プリ アン プの ゲイン が高 い場 合に 本機の ゲイ ンを 下げ ます 。

ヒューズの交換方法
■ マイ ナス ドラ イバー でＡ Ｃ電 源ソ ケット 下部 のヒ ュー ズホ ルダ ーを開 けま す。
ヒュ ーズ は１ ２５Ｖ 又は ２５ ０Ｖ の４Ａ を使 用し て下 さい 。

スペアーパーツ
１２ Ａ Ｘ７
１２ Ｂ Ｈ７
６Ｌ ６ ＧＣ

税抜 価 格￥ ２ ，８ ００
税抜 価 格￥ ４ ，５ ００
税抜 価 格￥ ６ ，０ ００

ＥＬ ３ ４
ＫＴ ８ ８

税抜 価 格
税抜 価 格

￥ ３， ００ ０
￥ ８， ００ ０
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