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・バランス型にはTI社製「TPA6130A2」ヘッドホンアンプICをBTL接続で、モノラルを左・右各１個搭載、
  完全分離フルバランスによりチャンネルセパレーションが優れ、 電子ボリューム制御によりギャングエラーが皆無で
 左右のバランスに優れ、OCL（アウトプット・コンデンサ・レス）に より、ダイレクトなサウンドを低音から高音まで幅広く
 フラットでスピード感と透明感のある音像がはっきりした音質を 堪能することができます。

　

・バランス型にはTI社製「TPA6130A2」ヘッドホンアンプICをBTL接続で、モノラルを左・右各１個搭載、
  完全分離フルバランスによりチャンネルセパレーションが優れ、 電子ボリューム制御によりギャングエラーが皆無で
 左右のバランスに優れ、OCL（アウトプット・コンデンサ・レス）に より、ダイレクトなサウンドを低音から高音まで幅広く
 フラットでスピード感と透明感のある音像がはっきりした音質を 堪能することができます。

　

・バランス型にはTI社製「TPA6130A2」ヘッドホンアンプICをBTL接続で、モノラルを左・右各１個搭載、
  完全分離フルバランスによりチャンネルセパレーションが優れ、 電子ボリューム制御によりギャングエラーが皆無で
 左右のバランスに優れ、OCL（アウトプット・コンデンサ・レス）に より、ダイレクトなサウンドを低音から高音まで幅広く
 フラットでスピード感と透明感のある音像がはっきりした音質を 堪能することができます。

　

・ 完全フルバランス φ4.4mm ５ピンヘッドホン 及び 標準型 φ6.3mm ３ピン　標準型ヘッドホンヘッドホンアンプです。・ 完全フルバランス φ4.4mm ５ピンヘッドホン 及び 標準型 φ6.3mm ３ピン　標準型ヘッドホンヘッドホンアンプです。・ 完全フルバランス φ4.4mm ５ピンヘッドホン 及び 標準型 φ6.3mm ３ピン　標準型ヘッドホンヘッドホンアンプです。

・  マイコン制御による電源オン・オフ時のポップノイズ低減回路搭載。・  マイコン制御による電源オン・オフ時のポップノイズ低減回路搭載。
ハイエンド電子ボリューム TI社製「PGA2311」を2個搭載
　
ハイエンド電子ボリューム TI社製「PGA2311」を2個搭載
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ハイエンドヘッドホンアンプ TI社製「TPA6120A2」を搭載
　
ハイエンドヘッドホンアンプ TI社製「TPA6120A2」を搭載
　 ハイエンドLINEバッファーTI社製「DRV603」を2個搭載

　
ハイエンドLINEバッファーTI社製「DRV603」を2個搭載
　

バランス用に電子ボリューム TI社製「TPA6130A2」を2個搭載
　
バランス用に電子ボリューム TI社製「TPA6130A2」を2個搭載
　

■バランス型4.4㎜にはTI社製「TPA6130A2」ヘッドホンアンプ
ICをBTL接続でモノラル左・右各１個搭載、完全分離
フルバランスによりチャンネルセパレーションが優れ
、スピード感と透明感のある音像がはっきりした音質
を堪能することができます。

■標準型（6.3mm）ヘッドホン出力はローインピーダンス設定
時最大240mW+240mW (32Ω) 、
ハイインピーダンス設定時最大350mW+350mW (600Ω)です。

■音量調整用に電子ボリュームTI社製「PGA2311」を２個搭載
　デュアル構成により、入力から左右を完全分離しています。
　ギャングエラーは皆無です。
■左右の音量のバランス調整が可能です。

■入力から左/右を完全分離で入力アナログ信号の分配
（ パススルー）用にTI社製「DRV603」ラインドライバICで
バッファ出力されたアナログライン出力を２系統搭載しています。
外部アンプ等（AL-602H)に接続できます。

・ 標準型 φ6.3mm ３ピン 標準型ヘッドホンヘッドホン用「TPA6120A2」アンプ高出力ヘッドホンアンプICを搭載し、ローインピーダンス（32～120Ω）
 ハイインピーダンス（200～600Ω）型のヘッドホンにも対応しています。　ローインピーダンスとハイインピーダンス２通りの選択ができます。
電子ボリューム制御によりギャングエラーが皆無で 左右のバランスに優れ、OCL（アウトプット・コンデンサ・レス）に より、
ダイレクトなサウンドを低音から高音まで幅広くフラットでスピード感と透明感のある音像がはっきりした音質を 堪能すること
ができます。

・ 標準型 φ6.3mm ３ピン 標準型ヘッドホンヘッドホン用「TPA6120A2」アンプ高出力ヘッドホンアンプICを搭載し、ローインピーダンス（32～120Ω）
 ハイインピーダンス（200～600Ω）型のヘッドホンにも対応しています。　ローインピーダンスとハイインピーダンス２通りの選択ができます。
電子ボリューム制御によりギャングエラーが皆無で 左右のバランスに優れ、OCL（アウトプット・コンデンサ・レス）に より、
ダイレクトなサウンドを低音から高音まで幅広くフラットでスピード感と透明感のある音像がはっきりした音質を 堪能すること
ができます。

・ 標準型 φ6.3mm ３ピン 標準型ヘッドホンヘッドホン用「TPA6120A2」アンプ高出力ヘッドホンアンプICを搭載し、ローインピーダンス（32～120Ω）
 ハイインピーダンス（200～600Ω）型のヘッドホンにも対応しています。　ローインピーダンスとハイインピーダンス２通りの選択ができます。
電子ボリューム制御によりギャングエラーが皆無で 左右のバランスに優れ、OCL（アウトプット・コンデンサ・レス）に より、
ダイレクトなサウンドを低音から高音まで幅広くフラットでスピード感と透明感のある音像がはっきりした音質を 堪能すること
ができます。



AL-BPH01  仕様一覧

：アナログ信号入力RCAコネクタ
：アナログ信号入力RCAコネクタ
：LINE1入力またはLINE2入力のどちらか選択
　された入力アナログ信号がバッファを介して
　そのまま（パススルー）出力されます

　

⑦LINE1 入力

⑧LINE2 入力
⑨LINE1 出力

：本機の電源を入/切を制御します。
：電源ON時のインジケータ―です。
：φ4.4mm ５ピン　バランス型ヘッドホンを接続します。

：出力ボリューム値や各モード設定時の
  設定値が表示されます。。

①POWERスイッチ
②電源LED
③ヘッドホン出力

⑤OLED

※本製品は日本国内で設計・製造されています

■4.4mm 5Pin　バランス型ヘッドホン出力：ロータリーエンコーダ電子ボリュームによりヘッドホン出力の調整が
　 行えます。出力電力は260mW +260mW (32Ω)  ・130mW +130mW (64Ω)　です。
   OCLにより低域・中域・高域までフラットで音源に忠実に高音質で聴取することが出来ます。　　　　　　　

■6.3mm 3Pin 標準型ヘッドホン出力:ロータリーエンコーダ電子ボリュームによりヘッドホン出力の調整が行えます。
   出力電力はローインピーダンス時240mW +240mW (32Ω) 、ハイインピーダンス時350mW +350mW (600Ω)です。
   OCLにより低域・中域・高域までフラットで音源に忠実に高音質で聴取することが出来ます。
  
 
 
■ライン入力：RCA標準（L+R）× ２　■ライン出力：RCA標準（L+R）× ２　

■電源電圧：DC+12V　■消費電力：最大3.2W　■外形寸法：W144mm × D127 mm × H53mm（突

   起部含まず）　■重量：約670g　■色：ブラック　AL-BHP01　

■付属品：AL-BHP01(本体）　、ACアダプタ12V1A、RCAピンケーブル,取扱説明書、保証書

各部の名称と機能
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ブロック図ブロック図

⑥ボリューム及び
   モード切換え

：ロータリーエンコーダ電子ボリューム
により、ヘッドホン出力の音量調整が
できます。 ⑪DC IN +12V　　　：直流（DC） 12V 入力コネクタ

※製品の仕様は改良/改善等がある場合に予告なく変更される場合があります。

　

：LINE1入力またはLINE2入力のどちらか選択
　された入力アナログ信号がバッファを介して
　そのまま（パススルー）出力されます。

⑩LINE2 出力
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④ヘッドホン出力 ：φ6.3mm ３ピン　標準型ヘッドホンを接続します。

製品内部製品内部

■ヘッドホン周波数特性20Hz ～20KHz (-0.5dB, 50mW時37Ω負荷)　　　■全高周波歪率0.002% (50mW / 37Ω)

■ヘッドホン周波数特性20Hz ～20KHz (-0.5dB, 50mW時32Ω負荷)　　　■全高周波歪率0.002% (50mW / 32Ω)
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