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これが売れてる 【真空管】
全体

Amazonで真空管の最新をチェック。
 アマゾンのおすすめ順です。

1

TUBE-01 (J) TUBE-02 (J) TUBE-03(J) ⽶国GE製 
交換⽤真空管2個セット 軍⽤選別グレード品

GE製 軍⽤選別品 元から付いている6J1,6K4から取り替えるとボ
ケボケな⾳がくっきりすると好評です
対応機種 TUBE-01 TUBE01J TUBE-02J TUBE03J TUBE03J+
TUBE-04J

 ピンの酸化被膜を化学研磨し24時間のエージングの後 真空管試験機、実機でチェックし 
ペアー管をお届けします。⼀管ずつtube01にて信号を⼊⼒し出⼒レベルを箱に記⼊しペア
取りをしています。
TUBE-01 (J) TUBE-02 (J) TUBE-03(J)以外の機種では動作電圧が異なりますので2管の
バランスは保証できません。

カテゴリ別売り上げランキング情報
家電＆カメラ > カテゴリー別 > オーディオ > ホームオーディオアクセサリ > 第1位

 

2

ELECTRO-HARMONIX 真空管 12AX7EH ミニチュ
ア/mT 双3極管 TEH12AX7

種類 : プリ管
 管種 : 双3極管
 形状 : ミニチュア/mT

 選別 : シングル
 ヒーター構造 : スパイラルフィラメント
 保証期間 : 購⼊後90⽇間

 

カテゴリ別売り上げランキング情報
家電＆カメラ > カテゴリー別 > オーディオ > ホームオーディオアクセサリ > 第17位

 

3 ロシア製真空管 6P1P(EL90 6AQ5) 9PIN SVETLANA スベトラナ (2本セッ
ト)

https://www.amazon.co.jp/s?k=%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E7%AE%A1&rh=p_n_availability%3A-1&tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi
https://www.amazon.co.jp/dp/B073YQL1LP?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B073YQL1LP?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210981/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210991/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/16462081/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/2285126051/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/dp/B00E9MTMVS?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B00E9MTMVS?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210981/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210991/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/16462081/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/2285126051/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N44CVNO?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
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全管⼯場出荷時Gmテスト済
3ヶ⽉動作保証

カテゴリ別売り上げランキング情報
家電＆カメラ > カテゴリー別 > オーディオ > ホームオーディオ
アクセサリ > 第30位
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Fosi Audio 真空管7ピン 5654W TUBE-01 (J) TUBE-
02 (J) TUBE-03(J) 6AK5 6J1 6J1P EF95 交換⽤
2PCS プリアンプ電⼦真空管 真空管シリーズ パワーア
ンプグレード ペアリングチューブ 軍⽤規格品 真空管 2本
セット

【マルチモデルの代替品】7ピン6AK5 / 6AK5W / 6Zh1P / 6J1
/ 6J1Pチューブの代替品。 WE-403A / 403B / EF95および通常の5654を直接置き換える
こともできます。 他の7ピンチューブや異なるコードのチューブに代⽤しないでくださ
い。注︓間違ったタイプの真空管を交換すると、アンプが損傷する可能性があります。 こ
の5645Wがオーディオデバイスの交換品として使⽤できるかどうかわからない場合は、ア
ンプの製造元に確認してください。
【より⾼い耐久性と寿命】軍⽤規格品の中から更に特性の揃った球を選別した特級グレー
ドの真空管， 5654 / 6AK5 / EF95チューブファミリーの中で最も優れたオーディオ⽤チ
ューブの1つと考えられています。

 【軍⽤規格品のパッケージ製品】ミルスペック選別グレード(特級品) 真空管 2本セット，
5654W真空管のペアが含まれています。これは交換⽤のアップグレード 特級グレード の
真空管セットです。
【パワーアンプで⾳楽のクオリティを向上】それはより充実した、より広いサウンドステ
ージを持っています。 ⾼⾳が滑らかになり、低⾳が少しきつい。 さらに複雑な⾳楽を聴き
ながら、これまで聞いたことのない詳細を聞くことができます。
【最⾼のアフターサービス】⼊⼿したすべてのパッケージは、慎重に梱包されています。
18ヶ⽉の保証付き。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

カテゴリ別売り上げランキング情報
家電＆カメラ > カテゴリー別 > オーディオ > アンプ > 第10位

 

5 6J1 FX-AUDIO- TUBEシリーズ 交換⽤真空管2個セット ミルスペック選別グ
レード品 TUBE-01Jをアップグレード

https://www.amazon.co.jp/dp/B01N44CVNO?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210981/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210991/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/16462081/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/2285126051/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/dp/B086HJK3GL?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B086HJK3GL?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210981/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210991/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/16462081/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/2795019051/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/dp/B01JCJ3Y3O?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
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ミルスペック選別グレード(特級品) 真空管 2本セット
FX-AUDIO- TUBEシリーズ交換⽤のアップグレード真空管セット
です
軍⽤規格品の中から更に特性の揃った球を選別した特級グレード
の真空管
1週間の初期不良保証付※万が⼀の不具合の際は購⼊履歴よりご
連絡ください※

カテゴリ別売り上げランキング情報
家電＆カメラ > カテゴリー別 > オーディオ > ホームオーディオアクセサリ > 第25位
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Dilvpoetry R50 真空管パワーアンプ 50W×50W 真空
管ヘッドホンアンプ 3.5mm ⾼低⾳調整 ステレオデジタ
ルアンプ Bluetooth 4.2デスクトップアンプ真空管6J4
アンプ（シルバー）

♪【良くコストパフォーマンス】チップ︓6J4 + TPA3116D2 +
NE5532 + CSR64215 + HT97220。値段以上の⾳質表現、真空

管を追加され、デジタルスタイルを排除します。暖かくて柔らかいサウンド出⼒を提供で
きます。真空管は⾃由に交換することができます。
♪【⾼⾳/低⾳調整OK】BASS/TREBLEのトーンコントロールを装備し、お好みの⾳質に設
定できます。カスタマイズした⾳楽を楽しめます。
♪【Bluetooth 4.2⼊⼒】APT-X伝達技術を採⽤し、⾳声遅延を減らし、HIFI⾳質を確保で
きます。
♪【パワーアンプ】出⼒電⼒は50W*2、負荷インピーダンス︓4〜8Ω。

 ♪【製品詳細】サイズ︓11.8*9.8*3.3cm 電源︓12V-24V ※ご購⼊後、ご不明点とかご
問題点がございましたら、お気軽にお問い合せてください。サポートを提供します。ご購
⼊⽇から30⽇間の返⾦及び12ヶ⽉の製品保証（修理対応）があります。

 

カテゴリ別売り上げランキング情報
家電＆カメラ > カテゴリー別 > オーディオ > アンプ > 第9位

 

7 Nobsound Douk Audio Mini 6P14 （EL84） 真空管アンプ プッシュプル
ステレオ パワーアンプ 8W×2

標準ステレオ L/R RCA ⼊⼒を備えた純粋な⼿作りの⽊製パワーアンプは、テレビ、コンピ
ューター、CD プレーヤー、DVD プレーヤーなどの多くのオーディオデバイスに対応でき

https://www.amazon.co.jp/dp/B01JCJ3Y3O?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210981/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210991/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/16462081/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/2285126051/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QBPTYZG?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QBPTYZG?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210981/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210991/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/16462081/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/2795019051/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/dp/B09L7T428M?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
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ます。プッシュプル回路、出⼒電⼒は 8W + 8W で、多くのホー
ムスピーカーを簡単に駆動します。
6N4 および 6P14 真空管を採⽤して、⼀般的なオーディオソース
のデジタル サウンドをフィルタリングし、ノイズを減らし、ダイ
ナミクスを改善でき、真空管アンプの⾳楽的魅⼒は楽しめます。
⾳は暖かく⽢い、豊かでまろやかで、はるかに柔らかくて聴きや
すいになります。差込式のチューブソケット設計で、6N4は

12AX7、7025、5751、ECC83、ECC803Sなどに、6P14はEL84などに交換でき、楽しさ
とプレイアビリティが向上します。
絶妙な外観のミニサイズで、場所をとらず、100V 〜 240V の⼊⼒電圧ですべての国で
HiFi ⾳楽を簡単に楽しむことができます。ハイエンドのソリッド ウッドシャーシは、チュ
ーブの温かみのある光と融合され、ヴィンテージ、質感、そして絶妙に⾒えます。

カテゴリ別売り上げランキング情報
家電＆カメラ > カテゴリー別 > オーディオ > アンプ > 第186位
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JJ 真空管 ECC83S ミニチュア/mT 双3極管
TJJECC83S

種類 : プリ管
 管種 : 双3極管
 形状 : ミニチュア/mT

 選別 : シングル
 保証期間 : 購⼊後90⽇間

 

カテゴリ別売り上げランキング情報
家電＆カメラ > カテゴリー別 > オーディオ > ホームオーディオアクセサリ > 第63位

 

9 TUBE-01 (J) TUBE-02 (J) TUBE-03(J) 交換⽤ロシア
製真空管 6K4П-EB (6K4P-EV) 6K4の上位互換
VOSKHOD 2本セット テスト選別品

Novosibirsk factory選別品 元から付いている6K4から取り替え
ると⾳の芯がはっきりすると好評です。ガラスの分厚さも貢献し
ているのではないかと推測されます。

対応機種 TUBE-00J TUBE-01 TUBE01J TUBE03J TUBE03J+ TUBE-04Jその他6K4
（6K4P）を使⽤しているアンプ

 真空管試験機TV-7/Uでチェックし 実機にてオシレーターより信号を⼊れ出⼒レベルをそ

https://www.amazon.co.jp/dp/B09L7T428M?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210981/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210991/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/16462081/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/2795019051/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/dp/B00FB0IAMY?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B00FB0IAMY?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210981/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210991/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/16462081/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/2285126051/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/dp/B08NF76V5Y?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B08NF76V5Y?tag=kkkkkjp-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
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ろえたセットをお送りします。
グリッドの材質に⾦合⾦が使⽤されているといわれています。そのためグリッド電流を減
少させローノイズ、⾼信頼管EB(EV)の表記があります。OTKのスタンプは軍規格合格品の
表記です。
⾳質に関する返品は受け付けておりません。（⾳質を表す数値が存在しないため）

カテゴリ別売り上げランキング情報
家電＆カメラ > カテゴリー別 > オーディオ > ホームオーディオアクセサリ > 第6位

10

12AU7 Mullard 真空管 リイシュー Reissue [並⾏輸⼊
品]

カテゴリ別売り上げランキング情報
家電＆カメラ > カテゴリー別 > オーディオ > ホームオーディオ
アクセサリ > 第5位

 

「真空管」の別カテゴリをみる︓家電＆カメラ

https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210981/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/3210991/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/appliances/16462081/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll2&tag=kkkkkjp-22&linkId=12ce507dd210d53c3a343d8a2e058090&language=ja_JP
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