Tannoy Precision
... the heart and soul of music
プレシジョン …音楽の心と魂。

Tannoy Precision 6.2 + Tannoy Precision 6C

Tannoy Precision 6.4

85 年以上の歴史を誇る英国タンノイ社のスピーカー設計ノウハウと、
現代最高レベルのクラフツマンシップを融合して生まれた、
Tannoy Precision（タンノイ プレシジョン）シリーズは、音楽の心 、魂を表現します。
ウーハー部にツインマグネットを採用し、タンノイの 6 インチ (150mm)
同軸ユニット史上最もクリアでワイドレンジ、
且つパワフルな新開発「Precision デュアルコンセントリック」を採用。
側面を優雅にカーブさせたスリムで堅牢なエンクロージャーは
タンノイ伝統の木工技術と音響エンジニアリングの結晶。透明感のある音色を際立たせます。
フロアスタンディングモデルは専用スピーカーベースも装備。
2種類の仕上げ（ピアノブラック、ダークウォルナット突き板）は、
（※）。
いずれもプレミアムグロス（光沢）仕上げの美しい佇まいです

マグネット固定式グリルとプレーンなバッフル、
磨き上げられたアルミパーツと控えめに刻まれたブランドロゴ。
Precision は、音楽の心、魂を心ゆくまで、贅沢に楽しめるプレミアムスピーカーです。
※6C はピアノブラックのみ
Tannoy Precision 6.4

Tannoy Precision シリーズは、2 つの高級フロアスタンディングモデル、ブックシェルフ型スピーカー、
そしてマルチチャンネル再生向けのセンタースピーカーの中からお選びいただけます。
Tannoy Precision 6.4

Tannoy Precision 6.2

ジャーに搭載する、タンノイ伝統のドライバー構

Precision のフィロソフィーを 全て備 えた 同シ

よりスリム な フ ロ ア ス タ ン ディング モ デ ル

成。ポイントソース（点音源）ならではの際立つ

リーズのフラッグシップモデルです。フルレンジ

Precision 6.2 は、トラディショナルな背面バスレ

音像のフォーカスと、緻密な描写力を備え、小さ
なリスニングルームに最適です。

駆動の6インチPrecisionデュアルコンセントリッ

フ型エンクロージャーを採用し、6.4よりもスペー

クに、6インチサブウーハー（170Hz以下を再生）

スファクターに優れています。6 インチ Precision

を組み合わせた 2.5ウェイ構成とし、21.8kg の

デュアルコンセントリックと6インチサブウーハー

Tannoy Precision 6C

重量級エンクロージャーには、ABR（パッシブラ

の組み合わせは、ツインマグネットによる引き締

マルチチャンネルシステム用のセンタースピー

ジエーター）2 基をマウントし、29Hzまで低域を

まった音楽的な低域が際立ち、スケール感豊か

カーです。2.5ウェイ＋ABR1 基の贅沢な構成で、

拡張しています。パワー、ダイナミックレンジ、周

に再生することができます。

映画再生で最も稼働率の高いセンターチャンネ
ルに一切の妥協をしたくないユーザーに最適で

波数特性など、全てにおいてシリーズ中トップの
実力を誇り、6 インチスピーカーならではのバラ

Tannoy Precision 6.1

ンスに優れた小音量再生から、フルオーケスト

Precision シリーズの基本性能の高さを最もスト

せても完璧なマッチングで、サラウンド再生効果

ラ、ビッグバンド、ロックの大音量再生における

レートに表現できるブックシェルフ型スピーカー

を高めます。

桁外れのパワー、ダイナミクスまで、圧倒的な音

です。6 インチデュアルコンセントリックドライ

楽的表現力を備えています。

バー 1 発をコンパクトなバスレフ型エンクロー

す。Precision シリーズのどのモデルと組み合わ

Tannoy Precision
Tannoy Precision 6.4

Precisionデュアルコンセントリックドライバー

Tannoy Precision 6.2

Tannoy Precision 6.1

高剛性アルミダイキャス
ト製ドライバーシャーシ

ト基板）を使わず、各部品間を直結するハードワイヤ

史 を 誇るタンノイ伝

各ユニットは、剛性の高い

リングを採用し、信号損失を最小限に抑えています。

統の同軸 2ウェイドラ

アルミダイキャスト製のドラ

イバー「デュアルコン

イバーシャーシを採用。10

こだわりの内部配線

セントリック」。

箇所で強固にバッフルにマ

高純度シルバーコーティング OFC 内部配線を採用。

ツ イ ー タ ーとウ ー

ウントし、ドライバー背面は

伝送ロスを抑え、ソースに含まれる音楽的なニュアン

ハーを同一軸上に配

エンクロージャーの内部ブ

スを余すところ無く再生します。

置し、ポイントソース

レ ーシング（補 強 板）にも

誕 生 か ら65 年 の 歴

オーディオグレード部品を贅沢に使用。PCB（プリン

バイワイヤリング対応スピーカー端子 /アース端子

（点音源）による正確

固 定 することで、ピストン

なステレオイメージ

モ ーション を 安 定 的 に 支

高品位な金メッキのバイ

を特長としています。また、2 つのユニットがひとつの

え、空間表現力やダイナミ

ワイヤリング 対 応スピー

エクスポネンシャルホーンを形成するタンノイ独自の

クスを向上させています。

カー端子を採用し、金メッ

ディスパージョン（放射角）を実現しています。楽器

Precision エンクロージャー

ブルを付属しています。タ

固有の音色を忠実に、ピンポイント定位で再現できる

重量級のエンクロージャーは、側面を優雅にカーブさ

ンノイ独自のアース端子

キ端子のジャンパーケー

合理的設計により、位相特性に優れ、90 度のワイド

デュアルコンセントリックは、一流のレコーディングエ

せ、音の内部反射を効果的に拡散しています。内部

は、ドライバーシャーシとアンプとのアース接続を可能

ンジニアにも支持され続けています。

には綿密なブレーシング（補強）をおこない、エンク

とし、高周波ノイズの侵入を低減します。中音域の透

新開発「Precision デュアルコンセントリック」は、ウー

ロージャーの共振をコントロールして音の透明度を

明感が向上し、空間情報の再現力を高めます。

ハーに強力な「ツインマグネットシステム」を採用し

高めています。

MLC（マスローディングキャビティー）

た、タンノイの 6 インチユニット史上最もクリアでワイ

フロアスタンディングモデ

ウーハーの中心部に配置された「WideBand」チタン

ABR
（Auxiliary Bass Radiator = パッシブラジエーター）

ドームツイーターは、35kHzまでの広帯域設計。音楽

Precision6.4 は、共振周波数を 23Hz にチューニング

面には、市販のスピーカー

をポイントソースで倍音豊かに再生します。前面にタ

した 2 基の ABR（パッシブラジエーター）を搭載した

/スピーカースタンド専用

ンノイ独自のテクノウェーブガイド（ショートホーン兼

密閉エンクロージャー構造を採用。ABR は低域再生

の充填材やバラスト（砂）

ドレンジ、且つパワフルなユニットです。

ルのエンクロージャー底

ディフューザー）を装備し、正確な球面波によるクセ

に必要なエアボリュームを高速で押し出すことが可能

などを入れられるMLC（マ

のないピンポイントなステレオ定位を得ることができ

で、歪みを低減し、バスレフポートのノイズ（風切り音）

ス ロ ー デ ィン グ キ ャビ

ます。ウーハー部は異種パルプ繊維を混合した定評

も完全に防止することができます。ABR はサブウー

ティー）を装備。エンクロージャーを重くすることで、共

のマルチファイバーペーパーコーンを採用。軽量化

ハーユニットの上下にインライン配置され、スムーズ

振点を下げ、ルームアコースティックに合わせた低域の

と高剛性を両立し、中低域をクリアに再生します。ウー

な 低 域 特 性 を 実 現 し て い ま す。結 果 と し て

音質チューニングができます。

ハー磁気回路には、新たにツインマグネットシステム

Precision6.4 は 29Hzまでフラットという、サイズから

を採用。ボイスコイルギャップにかかる磁力を強化す

は想像できない低域の周波数特性を獲得しています。

スピーカーベースを標準装備（Precision6.4/6.2）
堅牢で響きの良い MDF 製スピーカーベースを標準

ることで、能率と制動力を高め、圧倒的なダイナミック

高 品 位クロス オ ー
バーネットワーク

め、低 域をクリアに再 生

Precision サブウーハーユニット

クロスオ ー バ ー ネット

します。上 部 からスパイ

ツインマグネットシステム、マル チファイバ ーペー

ワ ークは、高 品 位 な 低

クにアクセスでき、設 置

レンジを誇ります。

装備。設置の安定性を高

パーコーンを採用し、デュアルコンセントリックのポイ

損失ラミネートコアイン

後 の 高 さ調 節も簡 単 で

ントソースの利点を損なわずに、低域レンジを拡大

ダクターやポリプロピレ

す。床を傷つけないスパ

し、タイトで重心の低い低域再生を支えます。

ン コン デ ン サ ー など、

イク受けを標準装備。

ピアノブラック

ピアノブラック

ピアノブラック

ダークウォルナット

Tannoy Precision 6.1

ダークウォルナット

ダークウォルナット

Tannoy Precision 6.4

ピアノブラック

Tannoy Precision 6.2

Tannoy Precision 6C

specifications
モデル名

Tannoy Precision 6.4

Tannoy Precision 6.2

Tannoy Precision 6.1

Tannoy Precision 6C

推奨アンプ出力

20 〜 200W

20 〜 175W

20 〜 150W

20 〜 175W

連続許容入力（RMS)

100W

87W

75W

87W

最大許容入力（瞬間）

400W

350W

300W

350W

能率（2.83V/1m）

90dB

89dB

88dB

90dB

インピーダンス

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

周波数特性（-6dB）

29Hz 〜 35kHz

34Hz 〜 35kHz

43Hz 〜 35kHz

36Hz 〜 35kHz

ユニット放射角

90°コニカル

90°コニカル

90°コニカル

90°コニカル

デュアルコンセントリック HF

25mm(1 インチ ) チタンドーム
テクノウェーブガイド

25mm(1 インチ )チタンドーム
テクノウェーブガイド

25mm(1 インチ ) チタンドーム
テクノウェーブガイド

25mm(1 インチ )チタンドーム
テクノウェーブガイド

デュアルコンセントリック LF

150mm(6 インチ）
マルチファイバーペーパーコーン
ラバーエッジ
44mm(1.75 インチ ) エッジ巻きボイスコイル

150mm(6 インチ）
マルチファイバーペーパーコーン
ラバーエッジ
44mm(1.75 インチ ) エッジ巻きボイスコイル

150mm(6 インチ）
マルチファイバーペーパーコーン
ラバーエッジ
44mm(1.75 インチ ) エッジ巻きボイスコイル

150mm(6 インチ）
マルチファイバーペーパーコーン
ラバーエッジ
44mm(1.75 インチ ) エッジ巻きボイスコイル

バスユニット

150mm(6 インチ）マルチファイバーペーパーコーン
ラバーエッジ
44mm(1.75 インチ ) エッジ巻きボイスコイル

150mm(6 インチ )マルチファイバーペーパーコーン
ラバーエッジ
44mm(1.75 インチ ) エッジ巻きボイスコイル

パッシブラジエーター

2×150mm(6 インチ )マルチファイバーペーパーコーン
ラバーエッジ
マスローデッド

クロスオーバー周波数

170Hz、1.6kHz

170Hz、1.6kHz

1.6kHz

170Hz、1.6kHz

クロスオーバータイプ

低損失パッシブ
2 次オーダー LF
1 次オーダー HF

低損失パッシブ
2 次オーダー LF
1 次オーダー HF

低損失パッシブ
2 次オーダー LF
1 次オーダー HF

低損失パッシブ
2 次オーダー LF
1 次オーダー HF

エンクロージャータイプ

パッシブラジエーター

バスレフ（リアポート）

バスレフ（リアポート）

パッシブラジエーター

310 x1052x352mm

310 x1000 x283mm

224 x330 x 257mm

585 x237 x256mm

エンクロージャー容積

44.1ℓ

29.3ℓ

11ℓ

20.3ℓ

質量

21.8kg

18.4kg

7.3kg

13.0kg

仕上げ / POS
※全てハイグロス（光沢）仕上げ

WL : ダークウォルナット 4907034309795
B : ブラック 4907034309856

WL : ダークウォルナット 4907034309788
B : ブラック 4907034309849

WL : ダークウォルナット 4907034309870
B : ブラック 4907034309863

B : ブラック 4907034309887

220,000 円 / 台（税抜）

176,000 円 / 台（税抜）

176,000 円 / ペア（税抜）

220,000 円 / 台（税抜）

ドライバーユニット

クロスオーバー

本体寸法（W×H×D）
（サランネット、ベース含）
キャビネット

希望小売価格

150mm(6 インチ）マルチファイバーペーパーコーン
ラバーエッジ
44mm(1.75 インチ ) エッジ巻きボイスコイル
150mm(6 インチ）マルチファイバーペーパーコーン
ラバーエッジ
マスローデッド

※Tannoy Precision 6.1は、必要に応じて市販のスピーカースタンドを別途お求めください。※Tannoy Precision 6Cは、受注発注となります
（お問い合わせ頂いてからタンノイ社に在庫確認となります）。※仕様およびデータは英国タンノイ社発表によるものです。

安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、
ほこり、
油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、
感電、
故障などの原因となることがあります。

製品のお問い合わせ、
ご相談はAVお客様相談室へ。

0570-000-701

一般電話・公衆電話からは市内料金でご利用いただけます。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、
使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

タンノイ製 品 取 扱 店

受付時間 9：30〜12:00／13：00〜17：00
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

PHS、
IP電話などからナビダイヤルをご利用いただけませんので下記の電話番号にお掛けください。
T EL（0 42）356-9235／FAX（ 042）356-9242
■ご購入製品は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してくだ
さい。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実
際の色と異なって見えることがあります。■当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後 8 年間保有して
います。●TANNOYは、タンノイリミテッドの登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標
または登録商標です。

エソテリック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合１-47

Home Page http://www.esoteric.jp

このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。

●このカタログの内容についてのお問合せは、タンノイ製品取扱店にご相談ください。
もし取扱店でお分かりにならないときは、弊社 AV お客様相談室におたずねください。
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