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is unrivalled in this price range. Thanks to its Focus full-range mode, Twin6 is two monitors in one, where the 
woofers alone become full-range speaker drivers. 

Key points
• Beryllium inverted dome tweeter: very low directionality, excellent linearity and dynamics

• Composite sandwich ‘W’-cone: sound neutrality, no distortion
• Focus mode: two monitors in one; 2-way monitor and 1-way full-range monitor (woofer alone)
• Large laminar port: no port noises or distortion
• Automatic disengageable stand-by mode
• Settings: activatable/deactivatable, LF shelving, HF shelving, LPF @ 160Hz

6.5" (16.5cm)  
composite 

 ‘W’-cone woofer

Beryllium inverted  
dome tweeter  Focus full-range 

mode

Large laminar port

Type 2.5-way monitor

Frequency response  
(@ -3dB)

45Hz - 40kHz

(@ -6dB)
40Hz

Focus mode 110Hz - 10kHz

Maximum SPL
(Average CEA2034 
50–10kHz free field @ 1m)

112dB

Focus mode (Average 
CEA2034 100–10kHz free 
field @ 1m)

111.5dB

Input Balanced XLR 10 kΩ

Bass amplifier stage 2 x 70W RMS

Treble amplifier stage 50W RMS

Nominal power supply
~100-120 VAC/220-240 VAC
50/60Hz

User controls
Sensitivity, stand-by,
Left/Right, HPF, LF Shelv,
LMF EQ, HF Shelv

Fuses
~100-120V, T3.15AL/250V
~220-240V, T1.6AL/250V

Bass 2 x 6.5" (16.5cm) “W” cone

Treble 1.5" (38mm) Beryllium

Shielding no

Construction 7/8" (22mm) MDF

Finish
Dark red natural veneering side 
panels, black body

Dimensions (HxWxD) 101/8x201/4x131/2" (25.8x51.4x34.4cm)

Weight 48.5lbs (22kg)

Temperature range
During use: 5-35°C
In storage: 0-50°C
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タイプ 2.5ウェイモニター
周波数特性
(@-3dB)

ローカットオフ周波数

 
45Hz - 40kHz

(@ -6dB)
40Hz

Focusモード 110Hz - 10kHz

最大SPL(平均値) 
CEA2034
50-10kHz 自由音場@1m)

112dB

Focusモード
(平均CEA2034 100-10kHz 
自由音場 @1m)

111.5dB

入力 バランスXLR 10kΩ

ベースアンプ・ステージ 2 x 70W RMS

トレブルアンプステージ 50W RMS

電源仕様 ～100-120 VAC/220-240 VAC
50/60Hz

ユーザーコントロール
感度、スタンバイ
左・右切替え、HPF、LFシェルフ,
LMF EQ、HFシェルフ

ヒューズ ～100-120V, T3.15AL/250V
～100-120V, T3.15AL/250V

ベース 2 x 6.5" (16.5cm) "W"コーン

Treble 1.5インチ(38mm) ベリリウム

シールド なし

本体構造 7/8インチ(22mm)MDF

仕上げ
 
サイドパネル- ダークレッドナチュラルベニア
ボディ - ブラック

 

寸法(高さx幅x奥行) 25.8 x 51.4 x 34.4 cm

重量 22kg

温度  範囲 使用時 5-35°C 
保管時 0-50°C

 

Twin6は卓越した透明感と鮮明さ、ダイナミクス、精密な音場を提供する2.5ウェイ・モニターです。
ウーファーのみをスピーカードライバーとして動作させるFocusフルレンジモードを備え、1台で2つのモニター機能を実現します。

ベリリウム・インバーテッド
ドーム・ツイーター

最適化されたバッフル
Focusフルレンジ
モード

大型ラミナーポート

6.5インチ(16.5cm)

コンポジット
”W”コーン・ウーファー

キーポイント
ベリリウム・インバーテッドドーム・ツイーター：超低指向性、優れたリニア特性とダイナミクスを実現
最適化されたバッフルツィーター：優れた分散制御を実現
コンポジットサンドイッチ”W”コーン：歪みのないニュートラルなサウンド
フォーカスモード：2ウェイと1ウェイ・フルレンジ(ウーファー単体)、2つのモニターを1つに
大口径ラミナーポート：ポートノイズや歪みを排除
自動スタンバイモード
コントロール：オン／オフ・スイッチ、LFシェルビング、HFシェルビング、LPF@160Hz

・
・
・
・
・
・
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プロダクトシート


