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TUBE PREAMP II - MK2は、既に発売している、MONO II, MONO IIIならびにAMP II - MK3, AMP IIIの、完璧な
パートナーとなります。

TUBE PREAMP II - MK2の目指す所は、既にTUBE DAC IIならびにTUBE PHONO IIに於いて、トランジスター技術の
利点を、真空管の原理と結合させた、実証済みのTube-Hybridのコンセプトに沿い、優れた電圧アンプに、高い電流
供給能力を備えた、AC接続ならびにDC接続を可能にしたプリアンプを提供し、バイアンプ駆動を実現させることです。

これにより、非常に低い出力インピーダンスを達成し、極度に低い倍音歪と、素晴らしい倍音歪のスペクトラムを、
真空管を採用することで、アナログサウンドとして成し得ました。
　　　
　　　【特徴】

　　　・ 入力から出力まで、フルバランス回路で構成し、チャンネル当たり2本の、計4本の軍用規格の真空管を採用

　　　・ Tube-Hybrid 技術の利点： 非常に、高いインピーダンス

      　　　　　　　　　　　　　　　 　　　非常に、広い帯域幅

      　　　　　　　　　　　　　　   　　　非常に、低い歪み、自然なスペクトル

      　　　　　　　　　　　　　　   　　　アナログの良さ、常に精密なサウンドパフォーマンス

      　　　　　　　　　　　　　　   　　　お互いの影響を回避させた、四分割での増幅伝送

　　　・ 調整を必要としない、プラグアンドプレイのチューブ交換

　　　・ スタジオ技術に培われた、プロ用Class A出力段

　　　・ 最高クラスのパーツを選別して採用、例えばBurr Browm OPA627など、さらに金メッキ接点のリレーを配置

　　　・ 軍用規格の最上級バルブを、4回の選別を経て採用

　　　・ 最高のクロストークを実現する、4チャンネルのボリュームポテンションメーター

　　　・ 5系統のバランス入力： 3 x フルバランス(XLR) + 2 x アンバランス(RCA)

　　　・ 1系統のサラウンド・バイパス入力： 1 x アンバランス(RCA) 

　　　・ 2系統のバランス出力(XLR)： 1 x AC coupled, 1 x DC coupled / Bi-Amp駆動

　　　・ 2系統のアンバランス出力(RCA)： 1 x AC coupled, 1 x DC coupled / Bi-Amp駆動

　　　・ スイッチによるOn/Offが可能な、プレミアム品質のヘッドフォンアンプを内臓

　　　・ スイッチによる、外部ヘッドホンアンプとの接続のための、1系統のアンバランス出力(RCA)

　　　・ 位相切換スイッチ： 0°＆ 180°

　　　・ 2台の75VA電磁シールドトロイダルトランス（Made in Germany)を装備

　　　・ フロントパネルおよびカバーは大きく、厚いアルミニウムによる、ハイマスの筐体構造

　　　・ Handmade in Germany

■型番： TUBE PREAMP II - MK2■入力： 3 x フルバランス・ハイレベル(XLR), 2 x アンバランス・ハイレベル(RCA), 1 x サラウンド・バイパス(RCA)
■出力： 2 x フルバランス・ラインアウト(XLR), 2 x アンバランス・ラインアウト(RCA), 1 x アンバランス・固定(RCA)■ヘッドフォン出力：1 x 6.3 ㎜ 
金属ソケット■最大利得： 4倍/+12 dB（バランス伝送）, 8倍/+18 dB（アンバランス伝送）■L & Rch 信号差： 0.2 dB(0 dB to -40 dB)■入力インピ
ーダンス： バランス(XLR) 2 x 50 kΩ, アンバランス(RCA) 50 kΩ■出力インピーダンス： バランス(XLR) 2 x 34Ω, アンバランス(RCA) 34Ω, AC 
coupled with 2.2μF■最大出力電圧：バランス/ 19.8 Veff on 10 kΩ, アンバランス/ 9.9 Veff on 10 kΩ■S/N比： -90 dB (A weighted)■内部歪： 
0.006 % with 4.0 Veff on 10 kΩ■高調波歪(THD+N)： 0.002 % with 1.0 Veff on 10 kΩ (22 Hz - 30 kHz)■真空管: E83CC/ 12AX7- 軍用規格/4回

選別とペアリング■消費電力： 約20 W, 約3.5 W(stand-by)■寸法(H x W x D)： 100 x 482 x 375 mm■重量： 12 kg



Power supply for tube heating
and function control as well as
high-voltage generation for
tube stage

Balancing stage for unbalanced 
inputs with high precision
ICs (TI OPA2107)

HF input filter section with
selected precision capacitors

Power supply for transistor section
with more than 20,000 µF capacity
for extremly clean voltage

magnetically shielded 75 VA toroidal core transformer
for supply of tube section

Input slection by relays with
gold-plated contacts

magnetically shielded 75 VA toroidal core transformer
for supply of transistor section
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Fully balanced transistor stage;
powered by 4 x OPA 627



Fully balanced tube amplification stage
with selected dual triodes;
type E83CC / 12AX7 (left channel)

Fully balanced tube amplification stage
with selected dual triodes;
type E83CC / 12AX7 (right channel)
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selected 4-ch potentiometer



Massive aluminium top cover, brushed and
anodised (silver or black); with integrated damping

Turning knobs, push buttons, retaining
pins and logo made of massive, high
gloss finished and chromed brass

Massive, 10 mm thick aluminium front panel,
brushed and anodised (silver or black)
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Headphone output (6.3 mm), covered by a
removable plug made of chromed brass

Phase reversal of the music signal



FIXED OUT: Uncontrolled output for connection
of an external headphone amplifier

2 balanced and 2 unbalanced outputs for
connection to a power amp; free choice
between AC coupled or DC coupled outputs

© ACCUSTIC ARTS 

R




	Accustic Arts TUBE PREAMP II - MK2 新製品ニュース
	Accustic Arts TUBE PREAMP II - MK2 新製品ニュース_jp+gm+bc.pdf
	Accustic Arts TUBE PREAMP II - MK2 新製品ニュース_jp+gm_e
	Accustic Arts TUBE PREAMP II - MK2 新製品ニュース.pdf
	tube-preamp-ii-details-en

	TubePre blockdiagrm.brd.pdf


