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はじめに

　この度はアルビオンアンプ・TCT シリーズをお買い上げ頂き
誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくご覧になっ

て、正しく安全にご使用下さい。

ALBION「AG シリーズ」は、コンパクトながら高出力 のプリ
アンプを搭載したコンボギターアンプです。FET/TUBE の良さ
を生かしたハイブリッドアンプにより、ウォームで暖かみのあ
る癖のないクリーントーンと、チューブならではのディストー
ションサウンドまで幅広い音像を表現することができます。音
質を追求したスタイリッシュなエンクロージャーに ALBION 
製ラウドスピーカーを採用し 1 クラス上のサウンドを誇ります。
上部コントロールパネルには、ボリューム、3 バンド EQ、ゲイ
ンコントロールノブなどが使いやすく配置されています。外部
音源を鳴らしながらの練習に最適な AUX 入力とヘッドフォン
端子を装えておりルームアンプとして最適です。オールジャン
ルに対応したプレイが可能です。
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安全上のご注意
ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に

ふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。

警告 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル
電源は必ず交流 100 〜 240V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあり
ます。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分に
ご注意ください。

付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因と
なります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または
発売元にご相談ください。

電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に
曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せ
ない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

この機器を開けたり、内部部品を分解したり改造したりしな
い。
感電や火災、けが、または故障の原因となります。異常を感
じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談くだ
さい。

設置

水に注意
この機器の上に、液体のはいったものを置かない。また、浴
室や雨天の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
感電や火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出
なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電
源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

注意 「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載
しています。

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かなら
ずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かなら
ず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあ
ります。

この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをす
べて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。

この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場
合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微
電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電
源プラグをコンセントから抜いてください。

イコライザーやコントロールをすべて最大には設定しない。
接続した機器によっては、発振したりスピーカーを破損する
原因になることがあります。

直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、
極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、
また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。

不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があり
ます。

テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近
くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があり
ます。

他の機器と接続する場合は、すべての電源を切った上でおこ
なう。また、電源をオンオフする前にかならず機器のボリュー
ムを最小にする。
感電や機器破損、聴力障害の原因となることがあります。

電源 / 電源ケーブル

設置

接続

異常に気付いたら
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※スピーカーの故障を防ぐために、アンプの電源の ON/OFF 時はボリュー
ムを絞った後に
※この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。
けがや傷害につながるおそれがあります。
※この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。異物が入った
場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた
上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。
※大きな音量で長時間ヘッドホンやスピーカーを使用しない。
聴覚障害の原因となります。
※この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、
入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。

使用時の注意
※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。
※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。
※電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常で

はありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、
ご注意ください。

※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合が
あります。

※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商
標です。

※市販の音楽 / サウンドデータは、私的利用のための複製など、著作検証
問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用すること
が禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるな
どのご配慮をお願いいたします。

※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

各部の名称と機能

❶電源スイッチ
❷ヘッドフォンアウト /3.5mm ミニピンジャック
❸ AUX 入力 /3.5mm ミニピンジャック
❹エフェクトプログラム：選択したエフェクトのプログラム番
号が表示されます。
❺エフェクトセレクト：16 種類のプリセットエフェクトから
エフェクトを選択して下さい
❻エフェクトデプス：エフェクトのかかり具合を調整すること
ができます。
❼ EQ トレブル：高音域を調整することができます。
❽ EQ ミドル：中音域を調整することができます。
❾ EQ ベース：低音域を調整することができます。
❿ボリューム ( オーバードライブチャンネル )
⓫ゲイン ( オーバードライブチャンネル )
⓬オーバードライブ切り替えスイッチ
⓭ボリューム ( ノーマルチャンネル )
⓮ゲイン ( ノーマルチャンネル )
⓯フォン入力

❶電源スイッチ
❷ LS ミュートスタンバイスイッチ
❸ヘッドフォンアウト /3.5mm ミニピンジャック
❹ AUX 入力 /3.5mm ミニピンジャック
❺マスターボリューム：全体の出力ボリュームを調整すること
ができます。
　❻エフェクトミックス ( オーバードライブチャンネル )
　❼エフェクトセレクト ( オーバードライブチャンネル )
❽エフェクトプログラム：選択したエフェクトのプログラム番
号が表示されます。
　❾エフェクトセレクト ( ノーマルチャンネル )
　❿エフェクトミックス ( ノーマルチャンネル )
オーバードライブチャンネル
　⓫ EQ トレブル：高音域を調整することができます。
　⓬ EQ ミドル：中音域を調整することができます。
　⓭ EQ ベース：低音域を調整することができます。
　⓮ボリューム
　⓯ゲイン
⓰チャンネル切り替えスイッチ ( ノーマル / オーバードライブ )
ノーマルチャンネル
　⓱ EQ トレブル：高音域を調整することができます。
　⓲ EQ ミドル：中音域を調整することができます。
　⓳ EQ ベース：低音域を調整することができます。
　⓴ボリューム
　(21) ゲイン
(22) フォン入力

❶　　　  ❷　❸　　  ❹　　　 ❺　  ❻　　❼　　❽　  ❾　　❿　　 ⓫　  ⓬　　⓭　　 ⓮　  ⓯

❶　   ❷　❸  ❹　 ❺　❻    ❼　　❽　    ❾　❿　⓫    ⓬ 　⓭　⓮　⓯　⓰　 ⓱　⓲　⓳　⓴   (21) (22)

[ AG40DFX / AG80DFX ]

デジタルエフェクト
1.SLAP DELAY 
2.DELAY 
3.AMBIENCE 
4.EARLY REFLECT 
5.CHORUS 
6.ECHO 
7.FLANGE 
8.PHASER 

9.SPRING REVERB 
10.ROOM2 
11.GATE REVERB 
12.REVERSE REVERB 
13.CHAMBER REVERB 
14.ROOM1 
15.BIG HALL 
16.SMALL HALL
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❶　　　　❷　❸　　❹　　　❺　　　❻　　　❼　　❽　　❾　　　❿

❶　　　　❷　　　   ❸　　　　    ❹　　　　   ❺　　　　　　　　　　　　　  ❻

❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴

❶電源スイッチ
❷ヘッドフォンアウト /3.5mm ミニピンジャック
❸ AUX 入力 /3.5mm ミニピンジャック
❹ボリューム：全体のボリュームを調整します。
❺ EQ トレブル：高音域を調整することができます。
❻ EQ ミドル：中音域を調整することができます。

❶ FX LOOP SEND：外部エフェクターへ信号を送ります
❷ BYPASS LOOP スイッチ：BYPASS 時には音声信号と外部エ
フェクターはミックスされません。LOOP 時には音声信号と外
部エフェクターはミックスされます。❸ LEFT FX リターン：外

部エフェクターからの戻りの信号を入力します ( モノラル時に
使用・ステレオ入力の際は LEFT) ❹ RIGHT FX リターン：ステ
レオ入力時のみ使用します❺フットスイッチ入力❻電源入力

❼ EQ ベース：低音域を調整することができます。
❽ドライブスイッチ：ドライブにより歪ませることができます。
❾ゲイン：楽器からの入力ゲインを調整します。
❿フォン入力：楽器とアンプをケーブルでつないでください。
ケーブルの抜き差しの際にはボリュームを下げて下さい。

各部の名称と機能

リアパネル

AG10

AG80DFX

AG10：

・　アンプ出力：10W
・　プリ管：12AX7　
・　スピーカーユニット：8 インチ
・　メイン入力：2p フォンコネクター
・　AUX 入力：3.5mm pin コネクター
・　ヘッドフォン出力：3.5mm pin コネクター
・　寸法：W355 x H307 x D211 mm　
・　重量：6.4kg
・　付属：フットスイッチ

スペック
AG80DFX：

・　アンプ出力：合計 80W (40W+40W)　・　プリ管：12AX7
・　スピーカーユニット：12 インチ x2 本
・　DFX：16 デジタルエフェクトシステム
・　メイン入力：2pin フォン
・　AUX 入力・ヘッドフォン出力：3.5mm
・　寸法：W698 x H432 x D284 mm 　・　重量：18.9kg
・　付属 : フットスイッチ
AG40DFX

・　アンプ出力：40W　・　プリ管：12AX7　
・　スピーカーユニット：12 インチ
・　16 デジタルエフェクトシステム
・　メイン入力：2pin フォン
・　AUX 入力・ヘッドフォン出力：3.5mm
・　寸法：W490 x H432 x D284 mm 
・　重量：13.1kg
・　付属：フットスイッチ

この取扱説明書は、IDE コーポーレーション有限会社が制作しています。
発売元：IDE コーポレーション有限会社
〒 530-0015　大阪市北区中崎西 1-1-24


