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真空管アンプ　股紬と製作

岩村保雄

2月　F2appモノーラルパワーアンプ

8月　VB5位Vm2ppパワーアンプ

10月　2A3Sパワーアンプ

12月　KRPX25Sパワーアンプ

加鍋飯平

4月　26IW6モノーラル0’ILパワーアンプ

金田明達

11月　真空管D／Aコンバーター（前編）

12月　真空管D／Aコンバーター（後編）

黒川達夫

1月　300Bppパワーアンプ（3）

10月　6A3Sパワーアンプ

佐久間　接

1月　6SL7，6SN7

ステレオ・フォノイコライザーアンプ

3月　845ステレオラインコントロールアンプ

5月　6336Aパラレルppパワーアンプ

7月　6C33GBppパワーアンプ

10月　211＆餌5単段パワーアンプ

佐藤　進

1月　Kr00ppモノーラルパワーアンプ

5月　C3gSRPPドライブ6550S

パワーアンプ

8月　6SN7GTラインコントロールアンプ

10月　Kr88sUI．接続パワーアンプ

証突　進

1月　32A8S3鰭直結パワーアンプ

3月　7984パラレルSパワーアンプ

6月　ボリュームエキスパンダー

11月　HY75Appパワーアンプ　’

松並希活

2月　007ppパワーアンプ

3月　EL鈍パラレルpp

モノーラルパワーアンプ

10月　6V6ppパワーアンプ

安井　章

4月　6BQ5U巾p無帰還パワーアンプ
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柳沢正史

3月　EI34パラレルppモノーラルパワーア
ンプ

5月12Elppモノーラルパワーアンプ

7月12Elppモノーラルパワーアンプ

（CR結合縞）

11月　6EM7Sパワーアンプ

渡辺直樹

1月　名機の回路を検証する（120）ストロ

ンパーグ・カールソンMODELAU－

58B6IBGpp25W多目的プリメイン

アンプ（原横縞）

2月　名機の回路を検証する（121）ストロ

ンバーグ・カールソンMODELAU－

58B6L6Gpp25W多目的プリメイン

アンプ（実験横縞）

3月　名機の回路を検証する（122）グロメ

ス　MODEL50PG36V6GTApp

lOWプリメインアンプ（原横網）

4月　名機の回路を検証する（123）グロメ

ス　MODEL50PG36V6GTApp

lOWプリメインアンプ（実験横網）

5月　名機の回路を検証する（124）アルテ

ック346AシリアルNo．5996BQ5pp

18Wプリメインアンプ（原板編）

6月　名機の回路を検証する（125）アルテ

ック346AシリアルNo．5996BQ5pp

18Wプリメインアンプ（実験機編）

7月　名機の回路を検証する（126）ラファ

イエットMODELNo．250シリアル

No．64156V6GpplOWプリメインアン

プ（原板綿）

8月　名機の回路を検証する（127）ラファ

イエットMODELNo．250シリアル

No．64156V6GpplOWプリメインアン

プ（実験横綱）

9月　AC／P4（CVl198）パラレルS4Wパ

ワーアンプ

11月　名機の回路を検証する（128）ローラ

ンドボーグMODEl，21356CA7pp

35Wプリメインアンプ（原横縞）

12月　名機の回路を検証する（129）ローラ

ンドボーグMODEL21356CA7pp

35Wプリメインアンプ（実験横瀬）

半導体アンプ　敵対と製作

落合　萌

12月　差勃2段増幅MOS－FElパワーアン

プ（前編）

金田明彦

1月　DCアンプシリーズNo．195

ハイブリッドDCパワーアンプ（前編）

2月　DCアンプシリーズNo．195

ハイブリッドDCパワーアンプ（後編）

3月　DCアンプシリーズNo．196

D／Aコンバーター（前編）

4月　DCアンプゾ）－ズNo．196

D／Aコンバーター（後編）

6月　DCアンプシリーズNo．197

ハイプ）ッドDCパワーアンプ（前編）

7月　DCアンプシリーズNo．197

ハイブリッドDCパワーアンプ（後続）

9月　DCアンプゾ）－ズNo．198

レコード再生システム（前編）

10月　DCアンプシリーズNo．198

レコード再生システム（後編）

土屋　第

6月　ソース接地出力段MOSFETモノー

ラルパワーアンプ（前編）

7月　ソース接地出力段MOSFETモノー

ラルパワーアンプ（後締）

安井　害

2月　出力10W可搬型プリメインアンプ

12月　対称回路65Wモノーラルパワーア

ンプ

スピーカーシステムの製作

1月　2ウェイシステム用エンクロージャー

の製作（新井悠一）

2月　車載用同軸2ウェイユニットを用いた

エンクロージャーの試作（新井悠一）

3月　サブウーファー用エンクロージャー3

種の最適設計（新井悠一）

4月　サブウーファー用エンクロージャーの

実験（新井悠一）

5月　ウェブサイトサービスを用いたスピー

カーシステム設計（新井悠一）

6月　サブウーファー用エンクロージャーの

製作（新井悠一）

7月　2ウェイバスレフシステムの製作（新

井悠一）

8月　バスレフシステムの製作（新井悠一）

MJ
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7月　3組のスピーカーと自作アンプで楽し

む放送ソース　　佐々木利治氏宅

8月　自作の8畳リスニングルームで楽し

む3ウェイマルチアンプシステム

金子　拳氏宅

9月　オーディオメーカーが建築した石井

式リスニングルーム　フェーズデック

10月1′彊池駆動のDCアンプで聴く，が）ジ

ナル盤IPコレクション

井上　撃氏宅

11月　モーツアルト全曲コレクションのため

のリスニングルーム　嶋田憲二氏宅

12月　米英ウエスタンエレクトリックによる夢

の5ウェイシステム　吉岡亀吉氏宅

MJプロオーディオ

2月InterBEE2007回際放送機器展

4月　ゼンハイザージャパン設立記念講演

会＆パネルディスカッション

8月　EVIオーディオサウンドフェア2008

11月　ピアノとフルートのデュオ96kHz／

24bit録音

技術情報a試聴会

1月　第26回MJテクノロジー・オブ・

ザ・イヤー

第3回真空管OTLフェア

2月　吸着式ターンテーブル用ヴァキュ

ームポンプの修理と自作（吉田昌

弘）

シンガポール国際視折器材展2007

レポート

山口牽氏講演会

佐久同感氏真空徳アンプ・ヒアリ
ング会

あきた球聾の会例会

彩球オーディオ倶楽部第31回例
会

妙高オーディオ倶楽部第7回発表
会

3月　最新シンガポール・オーディオ事情

チューブアンプクラブ豊橋第8回

試聴会

4月　山口孝氏講演会

第26回MJテクノロジ一・才プ・ザ・

イヤー表彰式

「芳球の会」試聴会

第4回自作真空管アンプ・ミニ試聴

会

第12回富山クラフトオーディオクラ

ブ試聴会

「真空管アンプ友の会」試聴会

5月　AVフェスタ2008

第2回ファンサウンドクラブ試聴会

彩球オーディオクラブ第33回発表会

2009／7

6月　MJ試聴室近況スピーカーシステム

とプリアンプ，デジタルプレーヤーを

一新

KEFMUONスピーカーシステム試

聴会

蓮田市「学びま専科」1日講座試聴

レポート

7月　ハイエンドショウトウキョウ2008スプリ

ング

佐久間駿氏真空管アンプ試聴会

常総管球の会第8回自作アンプ試

聴会

8月　コイズミ無線の新本店オープン

第8回妙高オーディオ倶楽部発表

会

彩球オーディオ倶楽部第34回作品

発表会

第13回富山クラフトオーディオクラ

ブ試聴会

9月　征矢進氏第18回「真空管アンプを

聴く会」

FMJ無線と実験」執筆者4人によ

る真空管アンプ試聴会

現行主要真空簡・読者モニターレ

ポート

10月　現行主要真空管・読者モニターレポ

ート

第15回「素朴な真空管アンプ友の

会」試聴会

名曲名盤＆隠れ名盤コンサート」

オーディオウインズ第4回真空管ア

ンプ試聴会

11月　第2回軽井沢オーディオサロン

12月　第14回真空管オーディオフェア

CEATECJAPAN2008

2008東京インターナショナルオーディ

オショウ

ハイエンドショウトウキョウ2008

佐久間駿氏真空管アンプ試聴会

「音の森」シンフォキャンパス／オー

タム・ファンタジー2008

第7回柳沢正史氏真空管アンプで

音楽を聴く会

第35回彩球オーディオ倶楽部作品
発表会

新製品ニュース　　盛因業－／岩井　喬

クラシック新譜紹介　平林直哉／角田郁雄
ジャズ・ポップス新譜紹介

今井正弘／小林　頁／森田義信

21世紀に捧げる音楽の贈り物

（1，3，5，7，9，11月）　　　　山口　孝
クラシック名盤名演奏

（2，4，6，8工0，12月）　　　　平林直哉

耳福謁 平岡正明

オーディオは悩ましい

（2月，4月，6月，8月，10月，12月）

原島一男

h・omoutside（一8月）　　　　高橋壮－

MusicinCinema（7月－）　　柳沢正史

表紙セット

1月　モニターオーディオPI300スピーカ

ーシステム

2月JBLS4600スピーカーシステム

3月　オーディオスペース　Reference

mree真空管パワーアンプ

4月　パイオニアPD－D9SACDプレー

ヤー

5月　デジタルドメインB－laSITパワーア

ンプ

6月　フオステクスNF4Aスピーカーシス

テム

7月　丁鵬SE真空管アンプ
8月　レーペン・ハイファイ　BS200K

6V6GTプッシュプルパワーアンプ

9月　タスカムDRlマイク一体型デジタ

ルレコーダー

10月　マランツSA8003SACDプレーヤー

11月　オンキョーAⅨ－2オーディオコンピ

ューター

12月　フオステクスG2000スピーカーシス

テム
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