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高電圧駆動 真空管ハイブリッドアンプ



はじめに

目次

　この度はA-10SG TUBEをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

　本機は雑誌『ステレオ時代』の付録基板企画から開発がスタートしたアンプ「A-10SG」の

真空管ハイブリッドアンプ版となるモデルで、旧NECホームエレクトロニクス株式会社にて

販売されたプリメインアンプA-10をモチーフにした製品になります。

　本機は小型ながら真空管をDC200V以上で駆動させる本格仕様のアンプです。プライベー

トルームでのメインアンプとして必要十分な出力を備えています。A-10SGと同じく本機には

別途外部電源が必要ですが、標準添付のACアダプタを別売の電源に変えることで音質の違い

を楽しむことも可能です。推奨電源は当社製PS-12VR（真空管駆動用電源部またはアンプ電

源部）またはPS-14VR（アンプ電源部のみ）となります。

　どうぞ末永くご愛用頂けますようお願い申し上げます。
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付属品を確認する1
まず始めに付属品をご確認ください

（本書） （ACアダプタ）

（キズ防止フェルト）

【キズ防止フェルトの使い方】
本機の脚は金属製で鋭角なスパイク状になっています。このようなスパイク脚
を使用できない場所や、設置面に対してキズを付けたくない場合に、本機のス
パイク受けとして、設置面に貼り付けてご使用ください。
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安全のために2
本機を安全にご使用頂くためにお守り頂きたいことが記載されています

高温注意 感電注意

■表示について

警告

本書では誤った使い方すると想定される危険性別に記号を用いて説明しています。
使用している記号は次のとおりです。

注意

誤った使い方をすると、火災や感電などにより、死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容です。

誤った使い方をすると、怪我をしたり、家財に損傷を与えた
りする可能性が想定される内容です。

これらのマークは注意を促しています。

これらのマークは禁止事項を示しています。

これらのマークは必ず実施しなくてはならないことを示して
います。

分解禁止 ぬれ手禁止

電源プラグ
を抜く

必ずする

警告
異常がある状態で使用しない
故障の際や次のような場合は使用せずに、すぐに電源プラグを抜き、当社までメンテナ
ンスを依頼してください。

・発煙している、異臭がする、変な音がする
・本機に液体がかかった、内部に異物が混入した
・本機を落とした

分解禁止

分解しない
お客様自身による内部の点検や改造は、火災や感電の原因となります。
点検のご依頼や改造は当社までご相談ください。
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水濡れ禁止

警告

　禁止

　禁止

本体の上にものを置かない

　　　　　

・本機の上部に物を置かない
・本機の前面および背面に 20cm 以上の十分な隙間を設ける
・本機を発熱する物（アンプなど）の上に設置しない
・通風の無い環境で使用しない
・室温 35 度以上の環境で使用しない

水気のある場所で使用しない
本機に水滴や液体が混入すると、火災や感電の原因となります。次のことを順守ください。

・浴室など湿度の高い場所で使用しない
・本機の上部や周辺に水や液体が入ったものを置かない
・水滴がかかる場所で使用しない
・加湿器の近くに設置するなど、水蒸気がかかる場所で使用しない

電源ケーブルを傷つけない
電源ケーブルの取り扱いを誤ると火災や感電の原因となります。次のことを順守ください。

・電源ケーブルを踏みつけたり、重いものを載せた状態で使用しない
・電源ケーブルを束ねた状態で使用しない
・電源ケーブルを加工したり、傷つけたり、引っ張ったりしない
・電源ケーブルをコンセントに接続した際、突っ張った状態になるよ

　　 うな場所に設置しない
・熱器具の近くなど、電源ケーブルが加熱されるような場所に設置し
ない

使用中は温度が上昇します。効率よく排熱できるよう、本機上面にものを置かないでくだ
さい。また、次のことを順守ください。

　禁止

　禁止

雷が鳴り出したら操作しない
雷が鳴っている際に本機やケーブル類、電源プラグなどに触れると
感電の原因となります。

本機内部に異物を入れない

異物が混入すると、火災や感電の原因となります。特にお子様がい
る環境ではご注意ください。
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注意

　禁止

水平で十分な強度のある場所に設置する
本機は約6kgの重量があります。不安定な場所に設置すると、
思わぬ事故や怪我に繋がる恐れがあります。振動がなく、安定し、
水平で十分な強度がある台に設置してください。

　禁止

日本国内のみで使用する
本機は日本の標準電圧（交流100V）で設計されています。表記の電
源電圧以外で使用しないでください。

　禁止

電源プラグは確実に差し込む
電源ケーブルや電源コネクタの取り扱いを誤ると火災や感電の原因に
なります。

　禁止

屋外で使用しない
本機は室内で使用することを前提に設計されています。
本機に直射日光が当たるようなところでの使用を避けてください。

　禁止

業務用途で使用しない
業務用途で使用しないでください。
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各部の名称と働き　－本体－3
この項では本機に実装されているボタンや端子類について説明します

［フロントパネル］

POWERスイッチ
本機の電源を入り切りします。本機は外部電源で動作するアンプです。電源の入り切りについてはスピーカー
保護のため、次のことをお守りください。

　・本機を使用するときは予め接続した電源側のスイッチを先にオンにしてから (ACアダプタの場合は　
　　ACアダプタの電源コードを先にコンセントに接続してから）、ボリュームをMINの位置まで下げてか
　　ら、このスイッチをオンにしてください。

　・本機をオフにする場合は、通常はこのボタン操作でOFFにしてください。外部電源の電源もオフにし
　　たい場合は、上記とは逆に、本機側のスイッチをオフにしてから電源側のスイッチを操作するか、AC
　　アダプタをコンセントから抜いてください。

POWER インジケーター
本機の電源スイッチがオンになっているときにロゴ部が点灯します。オフになっているときは消灯します。
真空管を搭載しているため、電源投入直後は15秒から17秒の間、本機はミュート（消音）状態となり、
音は出ません。ミュートが解除されるとロゴ部がより明るく点灯します。

（電源投入からの流れ）
　電源投入　⇒　ロゴ部が暗く点灯　⇒　15秒～17秒経過後、ミュート解除　⇒　ロゴ部が明るく点灯　⇒　音出し可

ボリューム
本機の音量を調整します。左方向に回すと音が小さく、
右方向に回すと音が大きくなります。
MINの位置が最小でMAXの位置が最大になります。
入力系統を切り替えるときはボリュームを最小限してか
ら行うようにしてください。入力機器ごとに音量レベル
が異なるため、予期せずスピーカーに大きな負荷を与え
ることがあります。

入力切り替えスイッチ
スイッチを押す毎に入力系統を切り替えま
す。スイッチを押すと少しスイッチが凹ん
だ状態になります。この状態で LINE B を
再生します。もう1度スイッチを押すと
元の高さに戻ります。この状態で LINE A
を再生します。

6



［リアパネル］

ANALOG 入力端子
CDプレーヤーやポータブルオーディオプレーヤーなどのアナログ音声出力とRCAケーブルで接続します。
接続機器側でボリューム調整ができる機器の場合は、歪まない程度にボリュームを大きくした状態で入力す
ると、音が良く感じられる場合があります。LINE A と Bの 2系統となり、切り替えはフロントパネルの
入力切り替えスイッチで行います。

DC 入力端子
ACアダプタや別売の当社製リザーブ電源ユニットPS-12VRや
PS-14VRを接続します。本機は左右のスピーカーを駆動するア
ンプが独立しており、それぞれ単独の電源で動作します。更にこれ
らの電源とは別に真空管を駆動させるための電源が別途必要とな
り、合計３台の電源装置を接続して使用します。
別売のリザーブ電源ユニットを使用する場合は真空管駆動用電源に
はPS-12VRを、アンプ駆動用電源にはPS-12VRまたは
PS-14VRをペアで接続してください。

真空管照明入り切りスイッチ
このスイッチをONにすると、本機の電源がONになっている間、真空管を下から LEDで
照らすことができます。お好みでご使用ください。

SPEAKER接続端子
本機とスピーカーを接続します。スピーカーを接続する際は必ず本機および本機に接続した電源装置の電源
をオフにした状態で行ってください。本機やスピーカーを損傷させる恐れがあります。

本機はBTL仕様のため、スピーカー端子のマイナス側も活電部です。マイナス端子をアースに落とさない
でください。保護回路が作動します。

本機のスピーカー端子はバナナプラグ対応です。バナナプラグを使用する際はスピーカー端子のツマミを右
側に回して完全に締めた状態でプラグを挿入してください。

通常のスピーカーケーブルで接続する際はスピーカーケーブルは芯線を傷つけないよう12mm程度被覆を
剥き、露出した芯線を手で撚り合わせて図の要領で差し込み箇所に挿入し、ツマミを回して接続します。
ツマミは左に回すと緩み、右に回すと締まります。
ケーブルを接続するときは予めツマミを十分緩めておき、差
し込み箇所に被覆が接触しないように、また撚り合わせた芯
線からヒゲのように飛び出ている芯線が出ないように締め付
けてください。飛び出した芯線があるまま接続し本機を使用
すると、本体外装部と接触するなどして本機やスピーカーな
どを損傷させる原因となる恐れがあります。

スピーカーはインピーダンス4Ωから8Ω程度のものを使用
してください。本機の推奨スピーカーは弊社製のC-SP615
になります。

注意！
ここは真空管駆動用電源を接
続する端子で、DC12Vの
みに対応し、14Vには対応
しません。14V仕様のリ
ザーブ電源を絶対に接続しな
いでください。
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真空管を交換する４
交換用真空管（12AU7）は弊社でも販売しています

1.本機の電源をオフにし、接続されている機器を全て取り外し、安全のために5分放置する
ACアダプタまたはPS-12VRや PS-14VRを本機から取り外してください。またその後、
内部にたまった電気が自然放電されるまで5分程度放置してください。
ACアダプタまたはPS-12VRや PS-14VRを本機から取り外してください。またその後、
内部にたまった電気が自然放電されるまで5分程度放置してください。本機内部には200V
を超える高電圧部があります。必ず手順に従って作業してください。

2.本機のボンネットのネジを取り外す（左右の側面にそれぞれ2個、背面1個）
本機のボンネットのネジをプラスの2番ドライバで反時計回りにドライバを回してネジを取
り外してください。左右の側面にそれぞれ2つのネジと、背面の中央上側に1つのネジがあり
ます。

３.ボンネットを取り外す
本機のボンネット側面部のフロントパネル側の下部に手を差し込み、天板部方向に押し上げ
るように上に開け、次にボンネット背面部を持ち上げて取り外してください。取り付ける際は
逆にフロントパネル側からボンネット天板部を引っかけるよう押し入れて、最後に背面部を下
げてください。

４.真空管を交換する
ボンネットを開けるとすぐに2本の真空管を確認できますので、真空管をまっすぐ上方向に
引き抜きます。真空管ソケットはかなりきつめの嵌合になっていますので十分ご注意ください。
真空管を引き抜いたら、交換用の真空管をゆっくり確実にまっすぐ差し込みます。
　真空管は12AU7（ECC82または ECC802）をペアで使用してください。

5.ボンネットを取り付け、本機に電源を接続する

※お客様が真空管を交換される場合は自己責任で行ってください。不安な場合は当社まで
ご相談ください。（有償サービスとなりますが、交換作業も承ります。）
※12AU7以外の真空管は本機では使用できません。

逆の手順で外したボンネットを取り付け、ネジを締め、外した電源機器を接続して、本機の
電源を投入してください。

免責事項
お客様が実施した真空管の交換作業で発生した怪我や感電などの事故は補償の対
象外となります。また同様に真空管の交換作業で発生した機器の故障などについ
ても同様です。安全に配慮し、十分な知識を持って自己責任で交換頂けますよう
お願い申し上げます。
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※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

型名：A-10SG TUBE

アナログ入力：アンバランス　ステレオ　２系統（RCA）

　　　入力感度：230mV （15W@4Ω）, 270ｍV（21W@4Ω）

　　　DC入力：2.1mm 標準DCジャック 3系統
真空管駆動部：DC12V 3A　（High voltage circuits for vacuum tubes） 
アンプ駆動部：DC12V～ 14V　×　2CH　3A/CH以上
　（センタープラス）

スピーカー出力：２CH　１系統　（バナナプラグ対応）
12V電源使用時　最大15W/Ch　＠4Ω
14V電源使用時　最大21W/Ch　＠4Ω

　　　本体寸法：幅250mm× 高さ96mｍ× 奥行263mm
※高さは脚含む、その他ツマミや端子など突出部は各値に含めず

重量：6kg

本機の仕様

お問い合わせ先

港北ネットワークサービス株式会社

メールでのお問い合わせ、および技術的なお問い合わせは　info@k-ns.jp まで
TEL：045-507-3091  FAX：045-507-3092

受付時間（平日）10:00～ 17:00(12:00～ 13:00を除く）
（電話は即答できない場合がありますので、なるべくメールか FAXでお願いします）
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保証とアフターサービス

本保証書は保証期間中、以下の無償保証規定に定
める範囲内で、本製品に修理依頼時と同様の障害
が発生した場合に限り、無償修理をお約束するも
のです。
本保証書はお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。
保証期間内外に関わらず、当該製品におけるアフ
ターサービスのご相談はお気軽に弊社までお問い
合わせ下さい。

Conlusion A-10SG TUBE

[ 無償修理保証規定 ]

1. 保証期間中に取扱説明書などに記載されている使用上の注意書きに従った正常な使用状態で本製品が故障した

場合には、修理対象品が弊社に持ち込まれた段階で、弊社がその障害の発生を認めるとき、弊社は本規定に従い、

無償で修理を行うものとします。無償修理をご依頼される場合には必ず本書をご提示下さい。本保証書が無い場

合は無償修理致しかねる場合がありますので予めご了承ください。

2. 無償修理をご依頼頂く際の送料は実費御負担頂く場合があります。

3. 次のような場合、無償修理保証の対象外とします。

（1）無償修理保証では製品の取り扱い説明書が定める通常の利用環境において使用または保管されていなかった

場合

（2）地震、火事、洪水など災害を原因とする障害

（3）運送中の事故、製品の落下、落雷や停電による障害など製品に対して外部からの要因による障害

（4）弊社発行の保証書に改ざんが見られる場合

（5）ご提出頂いた保証書と弊社に保管されている修理記録に不一致が見られる場合

（6）弊社が認識していない改造が施されている場合

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
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