
 電源入力に AC アダプターを使用した DAC 搭載・全段真空管増幅 小型ヘッドフォンアンプです。
AC アダプターから供給される DC12V を 230V まで昇圧し、各真空管を余裕を持ってドライブしています。
 全機種に高性能 DAC を内蔵し、PC と USB ケーブルを接続頂くだけでプラグ＆プレイ機能により手軽に PC オーディオや
高音質のハイレゾ音源等をお楽しみ頂けます。その他にもデジタル入力（光、同軸各１）とアナログ入力（ミニプラグ）、
PHONO 入力を備えており、CD プレーヤーやポータブルプレイヤー・レコードプレーヤー等をつないで音楽をお楽しみ頂け
ます。これだけの機能を搭載しながら 、トランス付真空管アンプとしては異例な小型化と多機能を実現しました。
 当社で独自開発した日本製大型出力トランスを搭載し、小型サイズからは想像できない重厚な低音と芳醇な響きの中・高域
を再生します。いつも身近に置いて音楽を楽しめるアンプです。
半導体アンプでは得られない真空管アンプ特有の厚みのある滑らかな音質を、ヘッドフォンおよびスピーカーでご体験下さい。

Andix Audio
小型多機能 真空管ヘッドフォンアンプ 

Made in Japan

HPA シリーズ

6V6 Metal

5881

45



HPA-6V6　       基本仕様価格  68,040円（税込 / AC アダプター・球別）

外部電源式・DAC 内蔵 真空管増幅ヘットフォンアンプ　　　（ 五極管接続 ）

  アンディクス オーディオ ( 株 ) は、秋葉原に店舗を持つ米国・欧州ビンテージ真空管とパーツ販売の専門店です。
当店で扱っているビンテージ真空管を使い、小型で気軽に使える多機能のヘッドフォンアンプを発売致しました。
  HPA-6V6 は本体の小型化と低ノイズ化のため、外部電源方式を採用しました。AC アダプターから供給される DC12V を、本体内蔵
の DC/DC コンバーターで DC230V まで昇圧し各真空管をドライブします。
  PC オーディオやハイレゾ音源等に対応するため DAC を内蔵し、USB 入力および同軸・光デジタル入力に対応します。標準仕様の
PCM1796 の他、オプションとして FN1242A や TDA1541A を選ぶことも可能です。真空管専門店の製品らしく最終出力段に半導体
デバイス等を使用せず、当社で独自開発した日本製大型出力トランスを使い全段真空管増幅を実現しています。
  使用する真空管は、初段増幅に低ノイズで高音質な 6AU6A を使い、出力管を強力にドライブします。出力段は固定バイアス方式を
採用し、6V6 系 /6L6 系等数多くの真空管を差し替えて使用可能としています。本機で動作確認済みの真空管を下の表にまとめました。
  各個人の音の好みや使用するヘットフォン / スピーカーにより、アンプに求められる音色は様々です。HPA-6V6 および HPA-6V6T
で使用できる数多くの真空管の中から、御客様の好みの一品をお探しください。
  本機は出力管を五極管接続としており、6V6 系の小型出力管でも 1 ～ 2W 程度の出力が得られます（最大出力は、使用する出力管
に依存します）。スピーカー出力端子も備えており、高能率のスピーカーであれば十分な音量で音楽をお楽しみ頂けます。
ヘッドフォンだけでなく、スピーカーでの使用もお考えの御客様は本機をお選びください。
  アンプの製作は、設計・製作・特性の検査までを全て一人の専門技術者が担当する一品物で、一台づつ手配線で仕上げています。

  設定操作は、本体内臓の電流計を見ながら左右出力管
別にバイアスを調整しプレート電流を設定します。　
マイナスドライバーを使って調整可能です。
  過電流保護回路を内蔵しており、万が一の際もアンプ
本体が壊れる心配はありません。
  複雑な設定無しで、数多くのビンテージ真空管の音質
をお試し頂けます。

※：当社推奨出力管

HPA-6V6、HPA-6V6T で動作確認済みの出力管

　6V6 ※
6V6G

　6V6GT ※

　6L6 ※
6L6G

6L6GC

6F6
6F6G

6F6GT

6K6G
6K6GT

6Y6G
6Y6GT

1622   5881 ※ 5932 5992 6550

WE 349A WE 350B 6G-B8 6W6GT KT-66

KT-77 KT-88 EL-33 EL-34
( 6CA7 ) EL-37

HPA-6V6 : アンプ内部配線

ボリューム・アンプ入力部

アンプ出力・電源入力部

HPA-6V6 : 出力管 6V6GT と初段 6AU6A



お選びいただける DAC
・PCM1796    ( 192KHz/24bit )
・FN1242A     ( 192KHz/24bit )　※オプション
・TDA1541A  ( 96KHz/16bit )　  ※オプション

お選びいただける出力トランス
・ハイライトコア
・ファインメットコア　　※オプション

USB 入力に PMC2704 を搭載し、PC とプラグ
＆プレイで接続可能です。

HPA-6V6T       基本仕様価格  68,040円（税込 / AC アダプター・球別）

外部電源式・DAC 内蔵 真空管増幅ヘットフォンアンプ　　　（ 三極管接続 ）

  本機は HPA-6V6 の出力段を三極管接続としたモデルです。外見・基本仕様等は HPA-6V6 と同様です。
出力段を三極管接続とすることで出力管の内部抵抗が下がり、繊細で切れの有る高音質を実現しています。五極管接続モデル HPA-
6V6 と比べ最大出力が低下しますが 6V6 系の小型出力管を使った場合でも 0.8W 以上の出力が見込めるため、ヘッドフォンでの使用
がメインとなる御客様にはこちらのモデルを推奨致します。
  ヘッドフォンで聴く音質は HPA-6V6 の場合、真空管独特の躍動感のある音色と滑らかで芳醇な響きが特徴です。HPA-6V6T の場合、
HPA-6V6 の特徴に繊細さと透明感が加わり、ジャズ・クラシックからロックまで幅広いジャンルで最高の音質を堪能できます。
  価格は HPA-6V6 と同じです。お買い上げの際にお選びください。購入後の仕様変更・改造はお受けできませんのでご了承ください。

基本仕様 DAC 出力トランス

USB  入力 48KHz/16bit

光  入力 96KHz/24bit

同軸  入力 192KHz/24bit

AUX  入力 10K Ω

PHONO  入力 MM 型   5mV/50K

サンプルレート
       コンバータ SRC4392

基準クロック ASFL1 - 24.576MHz

 電源
DC 12V　( 4A 以上推奨 )
( 入力端子 : 
  内径 2.1mm/ 外径 5.5mm )

 最大外形寸法
 ( 真空管を省く )

235( 幅 ) × 115( 高さ )
× 111mm( 奥行き )

ヘッドフォン
出力 16 ～ 60 Ω

イアフォン
出力 16 ～ 32 Ω

スピーカー
出力 8 Ω

小型多機能 真空管ヘッドフォンアンプ HPA シリーズ  ：  仕様・オプション・価格

注意 :  Windows XP 以降で動作確認が取れていますが、　
　　　XP の一部でプラグ＆プレイ機能がそのままでは
　　　動作せず、設定が必要な例が見られます。
　　　Windows OS は Vista 以降を推奨致します。

技術レポートがアンディクス オーディオ・ホームページ
（ヘットフォンアンプの研究）に公開されています。
是非ご覧ください。

PCM1796
( 192K/24bit )

FN1242A
( 192K/24bit )

TDA1541A
( 96K/16bit )

ファインメットコア

ハイライトコア※基本仕様

※基本仕様

※オプション

※オプション

※オプション

アンプ出力部

HPA-6V6T : 出力管に 5881 を使用した例

共通基本仕様HPA-6V6、HPA-6V6T
HPA-45

基本仕様モデル
HPA-6V6、HPA-6V6T 68,040 円

HPA-45 73,440 円

オプション
DAC

FN1242A 　追加料金：無し

TDA1541A 　追加料金：＋ 6,480 円

出力トランス ファインメットコア 　追加料金：＋ 21,600 円

※ ファインメットコアのオプションは現在試作検討中です。納期が掛かります。

注意 ： ヘットフォンアンプ HPA シリーズは基本的に受注生産です。 納期は当店にお問い合わせください。

         購入後の仕様変更 ・ 改造はお受けできませんのでご了承ください。

  秋葉原店舗では、HPA-6V6・HPA-6V6T の試聴機をご用意してお待ちしております。試聴出来る出力管等は時期により異なります。
御客様が普段お使いのヘッドフォンでの試聴も可能です。詳細は電話もしくはメールにて当店へご確認ください。
  本機は真空管アンプの入門用として安価に価格設定しています。半導体等アンプでは味わえない、真空管アンプ独特の躍動感のあ
る音色と滑らかで芳醇な響きを是非一度ご体験ください。



  HPA-45 は直熱三極管である 45 を出力管に使
用したモデルです。基本仕様およびオプション
等は HPA-6V6 と同様です。
  45 はオーディオ用の真空管として名高い WE 
300B と同系の直熱三極管です。1920 年後半に
開発されて以来人気をはくした古典管で、現在
でもアンプを自作する方々に高く評価されてい
る音の良い真空管です。
  直熱管アンプは、左右出力管別にフィラメント
電源を用意する必要があり、回路が複雑になり
ます。フィラメント用電源基板を新規に設計し、
小型筐体に収めることに成功しました。
  古典直熱三極管が奏でる音色は涼やかで美し
く、HPA シリーズ最高の音質と評判です。特に
人の声の再現は突出しています。滑らかでいて
締りのある音質は様々な音楽とマッチし、これ
ぞ真空管アンプと言う風格です。
  物理特性だけでは語りつくせない、直熱三極管
の音の素晴らしさを、是非一度ご体験ください。

HPA-45

 アンディクス オーディオ（株）  〒 101-0021  東京都千代田区外神田 4-4-9　定貞ビル 4F
TEL/FAX  03-3257-6010
http://www.andix.co.jp/
E-Mail : akiba@andix.co.jp

米国・欧州ビンテージオーディオパーツ販売専門店

HPA-45 　          基本仕様価格  73,440円（税込 / AC アダプター・球別）

外部電源式・DAC 内蔵 真空管増幅ヘットフォンアンプ　

本機は固定バイアス方式を採用しているた
め、ナス形 45 等の古い真空管や、真空度
の低下した不良真空管の使用はお控えくだ
さい。動作が不安定になり真空管が壊れる
可能性があります。
ナス形 45 等の古い真空管の使用は、自己
責任にてお願い致します。

注意：

その他の HPA シリーズ・ヘッドフォンアンプ　

当社では HPA-6V6・HPA-6V6T・HPA-45 のほかに、いくつかのヘッドフォンアンプを試作・製品化しています。

これらのアンプは受注生産品となります。
店頭に在庫が有る場合、ご試聴いただけます。詳しくは当店にお問い合わせください。

・HPA-12A  【直熱三極管の 12A や 71A 等の５V フィラメント球が使用できます。球別。】

・HPA-VT25  【直熱三極管の VT25 や VT62、50 等の 7.5V フィラメント球が使用できます。球別。】

・HPA-WE101F 【Western Electric の直熱三極管 101F を使用したヘッドフォンアンプ。球別。】

・HPA-1619  【直熱五極管の 1619 を三極管接続で使用したヘッドフォンアンプ。球別。】

・HPA-6AS7G  【双三極管の 6AS7G や 6080、5998 等が使用できます。球別。】

・3C33  【双三極管の 3C33 を使用したヘッドフォンアンプ。球別。】

HPA-45 : アンプ内部配線


