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FMステ レオ チューナ-

KT-BO 

お買いあげいただきましでありがとうございました。

本機は， 日本国内専用のモデルですので，タ卜国で使

用することはできません。

ご使用にあたって，本機の性能を十分に発揮させる

ために;本説明書を最後までお読みになり，正しい使

い方により末長〈ご愛用ください。

アフターサービスについて

1 .保証書 この商品の保証書は別途添付しておりま

す。必ず所定事項の記入及び記載内容をご確認いた

だき大切に保存してください。

2.保証期間一合買上げの日より 1年間て可。

正常なご使用状態でこの期間内に万故障を生じた

場合には，保証書の記載内容によりお買上げの販売

庖またはトリオの営業所が無料修理致します。

3.保証期間経過後の修理については台買上げの販売

庖またはトリオの営業所にご相談ください。修理に

よって機能が維持できる場合にはお客様のご要望に

より有料修理致します。

4. 本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切

後 8年間です。性能部品とはその製品の機能を維持

するために必要な部品です。

5. なおアフターサービスについて，ご不明な点は扮

買上げの販売庖または |;ljオの営業所にご遠慮、なく

ご相談ください~

※ ダンボール箱は，アフターサービスや引越しの際

大切な機器を保護する為に是非保管し，ご利用くだ

さし、。

付属品について

木機には，下記の部品が付属されていますのでご確

言忍<1ゴさい。

T型 FMアンテナ……… 1本

両ピンコード・・・………… 1本
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ご 使 用 の ま え に

設置について

1 .直射日光の当る所，暖房器具など発熱物の近くに

は置かないでください。また，大出力のアンプや発

熱の大きい音響製品の上には，直接置かないでくだ

さい。

2.花びん，金魚ぱちなど水の入ったものは，チュー

ナーの上に置かないでください。ま Tこ，湿気の多い

所はさげてください。チューナー内部に水が入りま

すと，故障や事故の原因になります。

3 .不安定な棚などはさけ，またホコリ，振動の少な

い水平な場所にセッティングしてください。

安全にお使いいただくために

1 .木製品は， A C 100V専用です。 100V電源コンセ

ン卜にプラグを差し込んでご使用ください。クーラ

ー用など単キ目200Vではイ吏えません。

2. ケースをはずし，内部にふれることはさげてくだ

さい。本機は，最も良い状態に組み立て，調整しで

ありますので本体内部の変更や改造などはしないで

くTごさい。

3 .電源プラグを差し込んだり，抜いたりするときは，

ぬれた手で行ないますと感電するおそれがあります

ので，ご注意ください。また， コンセントから抜く

ときは，電源プラグを干寺って抜いてください。

4. スプレー式の殺虫剤などを吹きつけないようにし

てください。殺虫剤がパネル面やキャビネットにか

かりますと，変色したり，表面がおかされる沿それ

があります。

ステレオ音のエチケット

楽しい音楽も，時と場所によっては気になるもので

す。隣り近所への配慮、を十分いたしましょう。ステレ

オの音量は， あなたの心がけ次第てや大きくも小さくも

なります。

特に静かな夜間には，小さな音でも通りやすいもの

です。夜間の音楽鑑賞には，特に気を配りましょう。

窓を締めたり，ヘッドホンをご使用になるのも一つ

の方法です。お互いに心を配り，快よい生活環境を守

りましょう。



接続のしかた --FMアンテナを必ず接続してください。

付属のFMア ン テ ナ FM専用アンテナ

放送局送信アンテナ

の方向

300Qフィーダーイ吏用
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レコードプレーヤー

プリメインアンプの接続

「日量重量 E巳・
圃圃圃圃圃圃 illU日.

テープデッキ

本機のOUTPUT端子とプリメインアンプのTUNER入力端

子を付属の商ピンコードでLEFT(左)， RIGHT(右)をよく確

かめて按:品売してください。

本機の電源プラグは，プリメインアンプの SWITCHEDコ

ンセントに差込むと便利です。

チ ュ ー ナ ー(KT-80)

左スピーカー右スピーカー コンセント

接続上のご注意

-両ピンコ ドのピンプラグは，確実に差込んでい1ださい。

差込みが不完全て?と，音がでなくなったり，雑音を発生

することがあります。

・フィ ダ アンテナや両ピンコードを，電源コードやス

ピーカーコードと一緒に束ねないでください。雑音発生や

音質の悪化などの原因になることがあります。
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ア ンテナの接続

FMアンテナの接続

FM放送の最大の特長は，なんといっても音質が良いこ

とです。よい音質で放送を楽しむには，電波を確実にとら

えることてす。

FM放送の電波は，テレビと同じ超短波を使用しており

光のように直進する性質をもっています。そのため，地形に

よっては，放送局の近くでも電波が弱くなります(第 1図)。

お住いの条件にあわせ欠のアンテナの中から最適なも

のをおi室ひ、くださし、。

FM専用室外アンテナ

山に固まれている地域，放送局の近〈でもビルの谷間な

どは，反射波により音がひずんだり， ステレオのセパレー

ションが悪くなったりします。

また，送信アンテナから遠距離の地域，鉄筋コンクリー

卜の建物の中などでは電波が弱くなります。このようなと

きは， F M専用アンテナをおイ吏いになることをおすすめし

ます。 3素子， 5素子， 7素子などが標準的て二素子数が

増せば利得が高くなり，指向性もするど〈なってきます。

イ可素子のアンテナがよいかは， あなたのおイ主いの士也±戎↑生

にあわせて， F M専用アンテナ販売庖とご相談ください。

参考までに素子数と受信地の条件等を次表に示します。

素子数 受信地の条件 送信所(大出カ) 備 考からの距離

位相差給電 電界強度が十分
約lOkm以内の 利得よりも指向性

汗Z
で雑音が少しあ 近距離地域

の鋭い前後比のよ
るF斤 し、もの

3 電界強度がやや 1'1中0-30kmの 3C-2Vか5C-2Vて"
5 ~~(雑音の多い所 距離地域 750 アY テナ

5 
電界強てv支もが弱〈 30-50kmの 5C-2Vか7C-2V岩〈
都会高金方 ノイズ7 や 墨ピノレ など 遠距離地域 望ましい
て. の多い戸斤

7 ・8 電界強度が極端 50km以上の 7C-2V以上が
以上 に弱い所 超遠距離地域 望ましい

丁型 FM室内アンテナ

都 市部など放送局の送信アンテナから近し木造の 建物

の中で電波が強い地域てやは，付属の T型 FMアンテナも使

えます。

第 3図のように接続し， T型の7]'平部をひろげて，実際

に放送をききながら，水平に張った状態て，方向をかえて

もっともよ〈受信できる位置にあわせて，壁や天井などで

きるだけ高い所に固定します。

しかし，室内アンテナは，事物の動きて二アンテナ端子

への入力も変化しやすし安定な受信は期待できないこと

がありますので，付属のT型 FMアンテナは，屋外アンテ

ナを設置するまでの間，一時的にご利用ください。
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問、各
第 1図 FM電波の性質

給電点

(品，3000) 

位相差給電方式アンテナ

マ yチングトランス

FM専用 5泰子アンテナ

第 2図 FMアンテナの例

金属物にそわせて

張った η，束ねた

り Lないで，水平

にピーンとヲ長って
イ吏用ください。

第 3図 室 内 ア ン テ ナ の 接 続



FM専用アンテナの接続

アンテナ端子に FM専用アンテナを接続するには 3000

フィ ダー綿と 750同軸ケーブjレを使う方法があります。

チューナーの性能をフルに発揮させるためには， 750同

軸ケ ブjレ (3C-2Vか5C-2V)を台すすめします。同軸ケ

ブルは，交通量の激しい市街地，高圧送電線の近<， 3000 

フィーダ一線があまり長くなってしまうときなどで起る外

来雑音の防止に大変有効です。

3000フィ ダ一線は，外部からの雑音を受けやすいので

あまりおすすめできません。共聴用アンテナなどで3000

フィ ダ綿しか使えないような時は，第 4図 (A)のよう

に接続してください。

FM専用アンテナをたてるとき

誰れかに FM放送を受信してもらいながら，アンテナを

まわし， シグナルインジケーターがてやきるだけ多〈点止Tし，

雑音が少なし感度がもっともよくなる方向に設置してく

ださい。また， F M雑音の中て二悩みの多いものにイク恭二

ツションノイズ(自動車のエンジンよりでる雑音)があり

ます。この雑音が入る場合には，第 5図のようにアンテナ

の設置位置を，道路からできるだけ離れた所にたてて〈だ

さい。

その他のご注意

送信アンテナからこ〈近い所て FM専用アンテナを外

部に設置しますと，電波が強すぎて音がひずむことがあり

ます。これは故障ではありません。アンテナを室内アンテ

ナにかえるか， またはお近〈のトリオ営業所にご相談くだ

さい。

アースの接続

アースは， GND端子につなぎます。アースはしなくとも

放送受信はてきますが，雑音除去と安全性などの点から接

続されることをおすすめします。

3主
ガス管には，アース線を絶対に接続しないでください。

第 4図 FM専用アンテナとの接続

高くするか，反対側惨
にたてるとノイズは
入りにくくなる。

4イクニ yション

ノイズが出る。

第 5図 FM専用アンテナの設置位置
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各部の名称と動作説明

τ 官司'10 γUNE同 MOOELκ下回ロ

①電源スイッチ(POWER)

このスイッチを押して ONにすると電源が入り，スイッ

チ内にランプが点灯します。再び押すと OFFになり電源が

切れます。

②ステレオインジケーター(STEREO)

モード/ミューティングスイッチが AUTO(工uのとき，

FMステレオ放送を受信すると，このランプが点灯します。

FMモノーラル放送から FMステレオ放送になりますと自

動的に点灯します。

FMモノーラル放送およびモード/ミューテイングスイ

ッチがMONO(且)の状態ては点灯しません。

③シグナルインジケーター

放送電波のアンテナ入力レベルの強弱を示すインジケー

ターです。 FM放送を受信するさい，このインジケ ター

が最も多〈点灯するように，アンテナを設置してください。

④チューンド/ロックランプ(TUNED/LOCK)

ロックスイッチがOFFの時は，希望局を選局するとこの

ランプが日音〈点灯し，希望局に同調がとれたことを示しま

す。その後.， ロックスイッチを ONにすると，このランフ。

が明るく点灯します。これは内蔵したサーボロック (SERVO

LOCK)回路が働色放送局の周波数にロック(固定)した

ことを示します。

⑤レコーデ‘イングキャリブレートスイッチ (REC.CAL.)

テープデッキの録音レベルを設定するのに使うスイッチ

です。スイッチをONにすると約400Hzの信号(FMの50%変

調に相当するレベル)が連続的に OUTPUT端子に出てきま

す。この出力レベルて二テープデッキの VUメーターを 6 

dB，または50%に合わせておけば適正レベルの録音がてeき

ます。レベル設定が済んだとき，録音をしないときはOFF

にしておいてください。

6 K丁目 80

⑥モード/ミューティングスイッチ(MODE/MUTING)

AUTO: スイッチがてγこ~*態て FM放送をステレオての受

信するときの位置て*す。 FMモノ ラル放送のときは， 自

動的にモノーラル受信になります。このイ立置では， F M方文

送選局のとき，局と局の問てや発生1:る“ザッー，ザッ " 

という雑音を除〈ミューテイング回路がはたらきます。

MONO:スイッチを押した状態で FM放送をモノ ラル

て*受信するときの位置です。 AUTOの位置で雑音が多い場合

や，電波の弱い地域て。li，この位置にしておきさくださいの

⑦ロックスイッチ(LOCK)

放送の同調点を固定するときにイ吏うスイッチです。スイ

ッチが ONの時は，サ ボロック機構により且度や湿度

の変化による同調ズレがあった場合でも，完全な向調点に

ヲ|っ込み，常に正確な同調点を保ちます。スイッチが OFF

の時は，サ ボロック機構が動作しません。

電波の弱い放送局を受信するとき，隣接して電波の強い

放送局がある場合は，電波の強い放送局に影響され，電波

の弱い放送局は受信できなくなることがあります。このよ

うな時は，このスイッチを OFFにして，希望する電波の弱

い局を選局してください。

また，希望局に極めて近い隣接局がある場合，隣接局の

妨害でサーボf幾中毒が言呉動イ乍することがありますので， この

ような場合は， OFFにしてご使用ください。

⑨チューニングツマミ

FM放送を選局するツマミです。



操作のしかた

FM放送をきくとき

1 .モード/ミューテイングスイッチを AUTOのイ立置にし

ます。

2. ロックネイッチを OFFにします。

3. チューニングツマミをまわし，希望の放送局を受信し

ます。希望局に同調しますと，チューンド/ロックラン

プが暗〈点灯します。この状態て:ロックスイッチを ON

にするとチューンド/ロックランプが明るく点灯し，放

送局の周波数にロック(固定)したことになります。

4. F Mステレオ放送を受信すると，ステレオランプが自

動的に点灯します。 FMモノーラル放送のときは点灯し

ません。

5. アンプのボリュームとトーンコントロールを調節して，

お好きな音量，音質でおききください。

3主

1. FM放送を受信して，雑音が多〈聞きぐるしい時は，アン

テナ接続の項をもう一度お読みになり，アンテナについて検

討してください。

2.強出力局聞の弱出力局を受信する時は，できるだけロック

スイッチを OFFにして使用してください。

REC. CAL.スイッチについて

FM放送を良質な音で録音するには，適切な録音レベル

の設定が必要です。 FM放送は，常に出力レベルが変動す

保守とご注意

るため録音レ lベルの設定が困難です。 KT-80は， REC.CAL. 

スイッチを ONにすると， OUTPUT端子に約400Hz(FMの50

%変調相当)の信号がでできますので，プログラム ソー

スに関係なく常に最適な録音レベルに設定することができ

ます。

録音レベル設定のしかた

1 .アンプにテープデッキを接続し，テープデッキを操作

して，録音待機状態にします。

2. REC. CAL.スイッチをONIこします。 OUTPUT端 子に400

f;lzの信号が連続的にでできます。

3. テープデッキの録音レベルを調笠し， v Uメータ を

-6dBまたは50%に合わせます。

4. REC. CAL.スイッチを OFFにした後，希望局を受信し

録音します。

5. また， この信号は，左右の出力レベルが同じですのて二

OUTPUT端子に接続した，ステレオ システムの左右の

音量バランスを調整する基準信号としても使えます。
や

主

電源スイッチON後， 10秒位以内にREC.CAL.スイッチをON-

OFFしますと，切替えノイズがでることがあります。これは故

障ではありません。できるだけ10-15秒以後にREC.CAL.スイ

ッチを操作してください。

セットの手入れについて

本機の前面パネルが汚れたときは，シリコンクロスかや

わらかい布でからぶきしてください。固い布やシンナー，

アルコールなど揮発性のものでふきますと傷がついたり，

文字が消えたりすることがありますから，ご使用にならな

いでください。

セットの異常にお気付きのさいは

万 ，セットの異常にお気づきのさいは，電源スイッチ

をすばや<OFFにするとともに，電源コ ドをコンセントか

ら抜いてください。そのうえでなるべく速かに購入居また

は最寄りのトリオサービスセンター，営業所へご連絡くだ

さい。

× 血白白
l[¥¥(¥::::::::::17::5〉17:;b》!::5》三:?T》iJJ1!?iJ1?J;?;;;:¥O 
シリコンクロス

第 6図手入れについて
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故障と思われる症状ですが

調 子が悪いと故障と考えがちですが，サービスに依頼する前に症状に合わせ，一度チヱツクしてみてください。

症 状 原 因 処 置

ザーッという違観音が放送ととも

に入る。ステレオにすると大きく
アンテナ端子に入って〈る電波が弱 FM専用アンテナを屋外に設置する。放送局か

なる。
いため。 ら遠距離の地域では， 5 -8素子が必要。

パリパリ，ガリガリという雑音が 自動車によるイグニッション・ノイズ。 FM専用アンテナを同軸ケーブルを使って屋外

ときどき入る。 電波の弱いところほど大き〈なる。 に設置し，なるべく道路から離れた所にたてる。

. 
F Mステレオ時， STEREOイン 極端に電波が弱い場合。 FM専用アンテナを屋外に設置する。

ジケーターがつかない。 FMアンテナを3長っていない。 FM専用アンテナを室内または屋外に設置する。

定 格 これらの定格およびデザインは，技術開発に伴い，予告なく変更になるニとがあります。

(FM部〕

受信周波数範囲...一...............................76MHz-90Mトlz

アンテナインピーダンス...............300平衡， 750不平衡

感 度 750・・・・・・・・・0.95μV(IHF)， 1O.8d8f(新IHF)

3000.........1.9μV(IHF)， 1O.8d8f(新IHF)

SN比 50dB感度(750)

高調波ひずみ率

MONO ......1.65μV(IHF)， 15.5d8f(幸斤IHF)

STEREO'・・・・・ 20μ:V(IHF)， 37.2d8f(新IHF)

MONO'" ......100Hz ............ ... ... ...... ......... ......0. 03% 

1kHz .......................................0.07% 

6kHz .......................................0.2 % 

15kHz ... ...... ... ... ... ... ... ... ...・・・・・・・・・0.07%

50Hz -10kHz ....一.................................0.2% 

STEREO......100Hz.一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.17%

1kHz .... 一一・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・0.07%

6kHz ...................一一一 ...........0.1% 

50Hz -10kHz .......................................0.25% 

SN比(100%変調 lmV入力 MONO'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83d8

STEREO............ ・・ ・・80d8

イメージ妨害比・一.............................................100d8 

実効選択度(IHF)……………ー……………………・…75d8

-トリ オ 株 式 会 社 / ト リ オ 商 事 株式会社
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IF妨害比・・・一............・・ ・・・ ・・・・・十.....................100d8

スプリアス妨害比・・・一 .......................................115d8

AM抑圧比・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65d8 

キャフ。チャーレシオ・・・・・・・・・・・・・・・・一........................1.5dB

サブキャリア抑圧比・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65d8 

ステレオセバレーション 1kHz...........................48d8 

50Hz -10kHz'" ... ... ... ... ... ...・・・・・・40d8

周波数特性一一一…………………………30Hz-15kHz :+::8Jd8 

〔出力およびインピーダンス〕

FM(lkHz， 100%変調)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・ 0.75V1.8kO 

〔電源部，その他〕

電源電圧，電源周波数一...................AC100V 50Hz 160Hz 

定格消費電力(電気用品取締法に基づく表示)……・…一llW

寸 法・・・・・・ー・・ー・・・・・・・・・・・・・・・幅440x高さ 78X奥行333(mm) 

重 量.....................................一・・・・・・本体のみ 4.5kg 

ダンボ ル合 5.1kg

本 社 東京都自宅区青葉台 3 の 6 の 17 干 153 電話(03) 464 -2611 (大代表)

アフタ サ ピスのお問合せは，鴇入居または最寄りの当社サ ビス センター. ~"5業所~ご利用ください
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