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本取扱説明書は、The BIT社によるOPUS#2のユーザーマニュアルに基づき、OPUS#2の機能をそのまま
説明しています。
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1. はじめに

同梱物の確認
この度はOPUS#2をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
製品を開梱したら、まず同梱物を確認してください。

同梱品ののイラストは実際の製品とは異なる場合があります。また、製品の品質向上および機能改善のために
内容が予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

OPUS#2本体 MicroUSBケーブル クイックガイド

製品保証書 ミュージックカタログ LCD保護シート

純正レザーケース
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各部の名称と機能
各部の名称と機能は以下の図を参照してください。

イヤホン
光デジタル出力端子

(3.5mm) 

バランス出力端子
(2.5mm)

電源ボタン

ボリューム調整
ダイアル

次の曲

再生/一時停止

前の曲

タッチスクリーン

MicroSDカードスロット MicroSD USBポート
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ボタンの動作と機能

電源ボタン：　

1. 電源を入れる/切る: 
　電源ボタンを2秒以上長押しすると本機の電源が入ります。　
　本機の電源が入った状態で電源ボタンを2秒以上長押しすると本機の電源が切れます。

2. 画面をつける/消す:
　本機の画面が消えている状態で電源ボタンを短く押すと画面が表示されます。
　電源ボタンを再度短く押すと画面が消えます。

※ 重要! 必ず読んでください 。 ［本機をリセットする］ 

1.  ご使用中に本機が正常に動作しない場合や操作に反応しない場合は電源ボタンを10秒以上長押しすることで
電源が切れ本機をリセットすることができます。

2.  本機が正常に動作しない場合や操作に反応しない場合を除いて本機のリセットは行わないでください。メモリ
ーカードが破損するおそれがあります。

ボリューム調整ダイアル：　

ボリューム調整ダイアルを回して音量を0～150段階で調整できます。

再生/一時停止ボタン：　

音楽を再生していない時にこのボタンを押すと音楽の再生が開始されます。
音楽の再生中にこのボタンを押すと再生が一時停止されます。

前の曲/次の曲ボタン：
　
1.  音楽の再生中に「前の曲」ボタンを短く押すと再生中の曲を最初から再生します。
 一度押してから5秒以内に再度短く押すと前の曲を再生します。

2. 音楽の再生中に「次の曲」ボタンを押すと次の曲を再生します。

電源ボタン

次の曲

再生/一時停止

前の曲
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本機の充電と電源の管理
本機を充電するには以下の2通りの方法があります。

① パソコンに接続して充電
 お手持ちのパソコンの電源を入れ、付属のMicroUSBケーブルでパソコンと本機のUSB端子を接続します。

② ACアダプターを使用して充電
 市販の5V/2AのUSB電源アダプターと付属のMicroUSBケーブルで本機と接続します。
　（5V/2A USB電源アダプターは本製品には付属していません。)

電源の管理

1.  バッテリーの消耗を防ぐために、一定時間ボタン操作をしないときは、自動的に画面が消えます。 電源ボタ
ンを短く押すと画面が表示されます。

2. 一時停止の状態で一定時間経過すると本機はサスペンションモードに移行します。サスペンションモードで
はハイバネーション機能を有効にしバッテリーの消耗を極力抑えることで約4週間バッテリーを持たせるこ
とができます。(ウルトラパワーセービングモード）

※ 重要! 必ず読んでください 。 ［電源管理及び充電時のご注意］

1. 本機を充電するには必ず製品付属のMicroUSBケーブルを使用してください。 市販の規格外のUSBケーブルを
使用すると充電ができない場合や誤動作および充電効率が落ちることがあります。

2. 市販の5V/2A USB電源アダプターを使用して充電する場合、完全に充電されるまで約4時間かかります(本機が
完全に放電していて電源OFFの状態)。

3. デスクトップパソコンに接続して充電する場合は必ずパソコン背面のUSB端子に直接接続してください。パソコ
ン前面のUSB端子やUSBハブに接続した場合や、パソコンがスリープモードになっている場合には電力の供給
が不安定になり本機を接続しても充電できない場合が”あります。

4. 初めて使う場合や、長期間使用しなかった場合には完全に充電してから使用してください。

5. 放充電を重ねるとバッテリーの容量は少しずつ低下し、使用できる時間は徐々に短くなります。

6. 市販の充電用バッテリーパックを使って充電する場合は鞄などの密閉された場所で充電しないでください。　
過熱などで故障の原因になります。必ず開放された空間で充電してください。

①

②
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Windowsパソコンとの接続と取り外し

1.  付属のMicroUSBケーブルでパソコンと本機のUSB端子を接続します。
 (本機の電源が入っていない状態でパソコンに接続した場合は、本機の画面に充電中のアイコンが表示され、

充電が開始されます。）

2. 本機の電源が入った状態でパソコンに接続すると、パソコンでは内部ストレージと外部ストレージ(MicroSD
カード)がMTPデバイスとして認識され、パソコンからファイルのコピーや削除ができるようになります。

3. ファイルのコピーが完了したらWindowsのシステムトレイにあるUSBデバイスの安全な取り出し　　をクリッ
クして安全に取り出してください。

4. ファイルのコピーが完了していることと、システムトレイの安全な取り出しアイコンにOPUS#2が表示されてい
ないことを確認してからUSBケーブル本機とパソコンから外してください。

※ 重要! 必ず読んでください。
 付属のMicroUSBケーブルでパソコンと本機を接続する場合の注意事項

1. 付属のMicroUSBケーブルでパソコンと本機を接続した場合は本機の電源状態により以下のいずれかのモードで動作します。

 1) 本機の電源がオフの状態でUSB接続： 充電モード
 2) 本機の電源がオンの状態でUSB接続： 充電およびファイル操作モード(Android MTPデバイス)

2.  上記1のどちらのモードでも本機の充電効率と安定性の確保のため音楽再生はできません。
 ただしUSB DACモードで接続された場合はUSB DACとして音楽再生できます。

3.  充電をしながら本機で音楽を再生するには、市販の5V/2A USB電源アダプターを使用してください。 
 本機を充電しながら音楽を再生することができます。

4.  ご使用のパソコンやOSによってファイルのコピーにかかる時間が異なる場合があります。

5. ファイル/フォルダーのコピー中にMicroUSBケーブルを取り外すと、内部ストレージやMicroSDカードが破損する場合があ
ります。ファイルのコピー中には絶対にMicroUSBケーブルを取り外したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。

Windows 10ご利用の場合のご注意

Windows 10とアンドロイドに起因する問題※により、Windows10パソコンとOpus#2をUSBケーブルで接続してファイル
を転送する場合には下記の制限事項がありますので、ご注意ください。 

 Opus#2の内部ストレージまたはSDカードにあるフォルダおよびファイルはOpus#2内で移動またはコピーする
ことはできません。

※ この制限はWindows 10とAndroid MTPデバイスの互換性に起因するもので、Opus#2の問題ではなく、他のAndroid 
MTPデバイスでも同様の動作となります。本情報は2016年11月現在のものですので、Windows10もしくはAndroidの
修正により改善される場合があります。 

 上記の操作をすると「待機中：Opusはビジー状態です」とメッセージが表示され、コピーや移動は実行されませんので
「キャンセル」をクリックして操作を中止してください。Opus#2内部のフォルダやファイルをOpus#2内の別のフォルダ

にコピーや移動をしたい場合には、それらのファイルやフォルダを一度Windows 10パソコンのハードディスク等にコ
ピーして、パソコンからOpus#2の内部のフォルダにコピーしてください。
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Macとの接続と取り外し

1. Macと接続する場合は下記URLからGoogle提供の”Android File Transfer”を使用します。

　ダウンロードURL: https://www.android.com/filetransfer/ 
  “DOWNLOAD NOW”をクリックすると”androidfiletransfer.dmg”がダウンロードされます。
　ダウンロード完了後にファイルをダブルクリックしてアプリをアプリケーションフォルダにコピーします。

2. 本機の電源を入れてから付属のMicroUSBケーブルでMacと本機のUSB端子を接続すると自動的に
　 Android File Transfer アプリが起動して、本機の内蔵ストレージ内のフォルダが表示されます。
     メニューバーにある「内蔵ストレージ」、「SDカード」をクリックして参照したいストレージ
　を選択できます。Finderからコピーしたいファイル/フォルダを宛先のフォルダにドラッグ＆ドロップして
　コピーすることができます。

3. ファイルのコピーが完了したら”Android File Transfer”アプリを終了して本機からUSBケーブルを
　取り外します。

※ 重要! 必ず読んでください。
 付属のMicroUSBケーブルでパソコンと本機を接続する場合の注意事項

1. 付属のMicroUSBケーブルでMacと本機を接続した場合は本機の電源状態により以下のいずれかのモードで動作します。

 1) 本機の電源がオフの状態でUSB接続： 充電モード
 2) 本機の電源がオンの状態でUSB接続： 充電およびファイル操作モード(Android MTPデバイス)

2.  上記1のどちらのモードでも本機の充電効率と安定性の確保のため音楽再生はできません。
 ただしUSB DACモードで接続された場合はUSB DACとして音楽再生できます。

3.  充電をしながら本機で音楽を再生するには、市販の5V/2A USB電源アダプターを使用してください。 
 本機を充電しながら音楽を再生することができます。

4.  ご使用のMacによってファイルのコピーにかかる時間が異なる場合があります。

5. ファイル/フォルダーのコピー中にMicroUSBケーブルを取り外すと、内部ストレージやMicroSDカードが破損する場合があ
ります。ファイルのコピー中には絶対にMicroUSBケーブルを取り外したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。

Android File Transfer でOPUS#2を参照Android File Transfer をコピー

https://www.android.com/filetransfer/%0D
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MicroSDカードの挿入と取り出し

1. MicroSDカードの挿入/取り外しは必ず本機の電源を
 切ってから行ってください。

2.  MicroSDカードを図の方向に軽く押して挿入します。
 スロット内のMicroSDカードを軽く奥に押し込むと
 スロットから取り出すことができます。

3. 正しくない方向で無理にMicroSDカードをスロットに
 挿入するとMicroSDカードと本機のスロットが破損する
 場合がありますので挿入方向にはご注意ください。

 注意： 
 SDカードのスキャン中にSDカードを取り外した場合等、SDカードが正しく取り外されなかった場合に内部のデ

ータベースに不整合が生じてフォルダやファイルが正しく表示されなくなる場合があります。そのような場合には
「設定メニュー」→「初期化」→「DB初期化]を実行してください。

イヤホン/光デジタル出力端子、バランス出力端子 (1)

バランス入力がある機器との接続

 バランス入力がある機器と接続する場合は、本機のバランス出力(2.5mm)を接続先のバランス入力端子に接
続します。また、本機のイヤホン端子(3.5mm)を接続先のグランドに接続します。

MicroSDカードスロット

2.5mm バランスケーブル ピンアサイン

R- R+ L+ L-
バランス入力へGNDへ

イヤホン/光デジタル端子
(3.5mm)

バランス出力端子
(2.5mm)
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イヤホン/光デジタル出力端子、バランス出力端子 (2)

アンバランスイヤホン/ヘッドホン、光デジタル入力のある機器との接続

1.  3.5mmのイヤホン、ヘッドホンは本機のイヤホン/光デジタル出力端子に接続します。

2. 光デジタル入力のある機器とは光ケーブルでイヤホン/光デジタル出力端子に接続します。

バランスイヤホン/ヘッドホンとの接続

2.5mmのバランスイヤホン/ヘッドホンは本機のバランス出力端子に接続します。

イヤホン/光デジタル端子(3.5mm)に接続

光デジタルケーブルをイヤホン/光デジタル端子(3.5mm)に接続

光デジタル入力に接続

バランス出力端子(2.5mm)に接続

2.5mm バランスケーブル ピンアサイン

R- R+ L+ L-
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ファームウェアの更新

ファームウェアは本機に内蔵されているプログラムです。ファームウェアを更新することで継続して機能を追加し
たり動作上の問題を修正することができます。性能および機能向上のために製品の仕様および操作方法は予告
なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ファームウェアは以下に続く2通りの方法で更新
できます。

ファームウェアの更新方法 (1) ファームウェアファイルで更新

ファームウェアファイルをパソコンでダウンロードして、本体に転送して更新する方法です。

1. OPUS製品のホームページ(www.audio-opus.jp)のOPUS#2の製品ページの「サポート情報」でダウンロード
ページに移動し、ファームウェアファイルをダウンロードします。

 zipで圧縮されていますので解凍してupdate.packファイルを取り出しておきます。

2. 本機の電源を入れてから付属のMicroUSBケーブルでパソコンと接続します。

3. ダウンロードした最新のファームウェアファイル(update.pack)を本機の内部ストレージまたはMicroSDカー
ドの最上位フォルダ (ルートディレクトリ)にコピーします。

4. MicroUSBケーブルを取り外します。

5. 本機の画面上部にあるステータスバーを下にスライドさせて、クイック設定メニューを表示します。

6. 右上にある設定アイコン　　をタップして設定メニューを開きます。

7. 設定メニューを下にスクロールして「ファームウェア更新」をタップして選びます。

8. 「アップデート」をタップします。

9. アップデートの確認画面で「OK」を選択すると本機が再起動してファームウェアの更新が始まります。

10.  ファームウェアの更新が完了すると本機が自動的に再起動します。起動後に設定メニューの「システム情報」
　  の「バージョン」でバージョン情報を確認することができます。

※ ファームウェアの更新には800MB以上の空き容量が内部ストレージに必要です。内部ストレージに十分な空き容量がある
ことを確認してください。十分な空き容量がない場合はファームウェアの更新を行うことができません。

※  ファームウェアの更新は必ずUSB電源アダプターに接続しているか、バッテリーの残量が50%以上残っている状態であるこ
とを確認してから行ってください。 

1

1

2

3

4

2

3

4

http://www.audio-opus.jp/
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ファームウェアの更新方法 (2) OTAで更新
ファームウェアファイルを本機に直接ダウンロードして更新する方法です。

1. 前ページの手順で設定メニューから「ファームウェア更新」を選択します。

2. 「OTAアップデート」を選択します。

3. 確認ウィンドウが表示るので「今すぐ確認」を選択して新しいファームウェアがあるどうか確認します。

4. 現在のファームウェアよりも新しいファームウェアがある場合はファームウェアのダウンロードが自動的に開
始されます。

5. ファームウェアのダウンロードが完了したら「今すぐアップデート」をタップすると本機が再起動してファーム
ウェアの更新が開始されます。

 ファームウェアの更新が完了すると本機が自動的に再起動します。起動後に設定メニューの「システム情報」の
「バージョン」でバージョン情報を確認することができます。

6. 「スケジュールされた確認」が有効になっている場合は指定された間隔毎に新しいファームウェアがあるかど
うかを確認します。（アップデートの確認は本機がネットワーク接続された状態になると自動で行われます。）

※ ファームウェアの更新には800MB以上の空き容量が内部ストレージに必要です。内部ストレージに十分な空き容量がある
ことを確認してください。十分な空き容量がない場合はファームウェアの更新を行うことができません。

※  ファームウェアの更新は必ずUSB電源アダプターに接続しているか、バッテリーの残量が50%以上残っている状態であるこ
とを確認してから行ってください。

1

2

3

1

2
3
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2. 基本的な使い方
ホーム画面と再生画面(1)
ホーム画面と再生画面の各部の情報や機能は下記の通りです。

 メニューアイコン　　をタップするとミュージックライブラリー（曲、アルバム、アーティスト、ジャンル、フォルダ、
お気に入り、プレイリスト）メニューにアクセスできます。

 ステータスバーにはデバイスの動作状況が表示されます。ステータスバーを下にスワイプするとクイック設定
メニューが表示され、Wi-Fi、Bluetooth、ラインアウト、イコライザー、リピート、シャッフル、スリープの設定を
変更できます。

 再生する曲数と現在の曲数が表示されます。

 再生中のファイル情報が表示されます。

 現在の再生時間を表示されます。

 残りの再生時間を表示されます。

 プログレスバー　　のインジケーターをドラッグして再生位置を移動できます。

 再生中のファイルのデータ情報が表示されます。

      　前の曲を再生します。

 　　　　   現在の曲を再生または一時停止します。

 　      次の曲を再生します。

 　　 このアイコンをタップするか、または再生したい曲をリストからタップして選択すると再生画面に戻ります。

※ 再生中のファイルにアルバムワートワークがない場合はあらかじめ用意されている画像がランダムで表示されます。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12
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ホーム画面と再生画面(2)

 ☆アイコンをタップすると、現在再生中の曲をお気に入りに登録できます。詳細はXXページの「お気に入りに
ついて」を参照してください。

 プレイリストアイコンをタップすると、現在再生中の曲をプレイリストに登録できます。詳細はXXページの「プ
レイリストについて」を参照してください。

13

13 アルバムアートワークを左右にスワイプすると前の
曲、次の曲にスキップできます。

14 アルバムアートワークをタップすると再生中の曲の
詳細情報を参照できます。

 (ジャンル、作曲者、パス、ファイル情報）

14

15 曲情報が表示されている画面を
 タップすると、歌詞がある場合は
 歌詞が表示されます。

15
16

16 歌詞がある場合は歌詞が
　 表示されます。歌詞の部分を
 タップするとアルバムアート
 ワーク表示に戻ります。

※歌詞はMP3のみ対応しています。

17 歌詞がない場合は
　 No Lyricsと表示されます。
 タップするとアルバムアート
 ワーク表示に戻ります。

17

18

18

19

19
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ミュージックライブラリー　曲

1.  曲リストでは本機に保存されている全ファイルの曲名、アーティスト名、アルバム名が曲名順に表示され、曲
名の左側にはアルバムアートがサムネイル表示されます。

2.  アルバムアートがない曲には音符のマーク　　  がサムネイルとして表示されます。

3. スクロールバー     を上下にドラッグして曲リストをスクロールできます。

4. 「戻る」アイコン          をタップ、または再生したい曲を選択すると再生画面に切り替わります。

1

2

1

2

3

3

4

4

4
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ミュージックライブラリー　アルバム

1.  アルバムリストでは本機に保存されているファイルをアルバム別に一覧表示します。アルバム名、アーティス
ト名、アルバムアートがある場合はそのサムネイルが表示されます。

2.  アルバムアートがない曲には音符のマーク　　  がサムネイルとして表示されます。

3. アルバム名をタップすると、そのアルバムに含まれる曲が、曲名順にアーティスト名とアルバムアートワークと
共に一覧表示されます。

4. スクロールバー     を上下にドラッグしてアルバムに含まれる曲リストをスクロールできます。

5. 再生したい曲を選択すると再生が開始され、再生画面に切り替わります。

6. 「戻る」　　 をタップすると前の画面に戻ります。

7. 「再生」ボタン　　 をタップすると､そのアルバムに含まれる全曲の再生が開始されます。

1

2

1

2

3

3

4

4

4

5

6

5

6
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ミュージックライブラリー　アーティスト

1.  アーティストリストでは本機に保存されているファイルをアーティスト別に一覧表示します。アーティスト名、
アルバムアートがある場合はそのサムネイルが表示されます。

2.  アルバムアートがない曲には音符のマーク　　  がサムネイルとして表示されます。

3. アーティスト名をタップすると、そのアーティストのアルバムがリスト表示されます。

4. アルバム名をタップして選択するとそのアルバムに含まれる曲がアーティスト名とアルバムアートワークと共
に一覧表示されます。

4. スクロールバー     を上下にドラッグしてアルバムに含まれる曲リストをスクロールできます。

5. 再生したい曲を選択すると再生が開始され、再生画面に切り替わります。

6. 「戻る」　　 をタップすると前の画面に戻ります。

7. アーティストリストにある「再生」ボタン　　 をタップすると､そのアーティストの全曲を再生します。

8. アーティスト/アルバムリストにある「再生」ボタン　　 をタップすると､そのアルバムに含まれる全曲の再生
が開始されます。

1

2

1

2

3

3

4

5

5

6

4

5

6 6

7

7

8

8
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ミュージックライブラリー　ジャンル

1.  ジャンルリストでは本機に保存されているファイルをジャンル別に一覧表示します。アーティスト名、アルバム
アートがある場合はそのサムネイルが表示されます。

2.  アルバムアートがない曲には音符のマーク　　  がサムネイルとして表示されます。

3. ジャンル名をタップして選択するとそのジャンルに含まれる曲がアーティスト名とアルバムアートワークと共
に一覧表示されます。

4. スクロールバー     を上下にドラッグしてアルバムに含まれる曲リストをスクロールできます。

5. 再生したい曲を選択すると再生が開始され、再生画面に切り替わります。

6. 「戻る」　　 をタップすると前の画面に戻ります。

7. ジャンルリストにある「再生」ボタン　　 をタップすると､そのジャンルの全曲を再生します。

1

2

1

2

3

3

4

5

5

6

46



20

ミュージックライブラリー　フォルダー

1.  フォルダーリストでは本機の内部ストレージ、またはMicroSDカードに保存されているフォルダを一覧表示し
ます。

2. 画面右上のストレージアイコン　　　 をタップして一覧表示するストレージを変更できます。

3. フォルダー名をタップして選択するとそのフォルダーに含まれる曲がアーティスト名とアルバムアートワーク
と共に一覧表示されます。

4.  アルバムアートがない曲には音符のマーク　　  がサムネイルとして表示されます。

5. スクロールバー     を上下にドラッグしてフォルダーに含まれる曲リストをスクロールできます。

5. 再生したい曲を選択すると再生が開始され、再生画面に切り替わります。

6. 「戻る」　　 をタップすると前の画面に戻ります。

7. フォルダーリストにある「再生」ボタン　　 をタップすると､そのフォルダー内の全曲を再生します。

1 2

1

2

3

4

5

5

6

4

6

3

7

7
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ミュージックライブラリー　お気に入り

1.  お気に入りリストではお気に入りに登録した曲がアーティスト名とアルバムアートワークと共に一覧表示されます。

2. アルバムアートがない曲には音符のマーク　　  がサムネイルとして表示されます。

3. スクロールバー     を上下にドラッグしてお気に入りに含まれる曲リストをスクロールできます。

4. 再生したい曲を選択すると再生が開始され、再生画面に切り替わります。

5. 「戻る」　　 をタップすると前の画面に戻ります。

曲をお気に入りに追加する方法

1. お気に入りに追加したい曲を再生中に、再生画面でアルバムアートワークをタップして曲情報を表示します。

2. 画面右上にある　　をタップします。

3. お気に入りに登録されるとアイコンが黄色く　　変わります。

4. お気に入りへの登録を解除する場合も同様に　   をタップしてグレー　　にしてお気に入り登録を解除　　
します。

1

2

1

2

3

4

5

5

6

4

3

7

6 7
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ミュージックライブラリー　プレイリスト

1.  プレイリストではユーザーが作成したプレイリストが表示されます。

2. プレイリストをタップして選択すると、そのプレイリストに含まれる曲がアーティスト名とアルバムアートワー
クと共に一覧表示されます。

3. メニューアイコン　　をタップするとポップアップメニューが表示されます。

4. ポップアップメニューでは下記の操作ができます。

 すべて再生： 選択されているプレイリスト内の曲をすべて再生します。

 削除： 選択されいているプレイリストを削除します。このメニューを選択すると、確認メッセージが表示される
　　　　ので「OK」を選択するとプレイリストが削除されます。「キャンセル」を選択すると削除をキャンセルします。

 名前を変更： 選択されているプレイリストの名前を変更します。プレイリスト名入力のためのキーボード※
　　　　　　　が表示されるのでプレイリスト名を入力します。

5. 「戻る」　　 をタップしたすると前の画面に戻ります。

※ 「言語と入力」の設定により本機にプリインストールされているオープンソースの日本語入力(IME)および日本
語キーボードを選択することは可能ですが、それらを使用した日本語入力について、弊社で動作保証はしており
ません。日本語入力のご利用はご自身の判断で行ってください。

1

2

1

2

3

4

5

5

6

43

6
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ミュージックライブラリー　プレイリストの作成と曲の追加

プレイリストの作成

1.  曲の再生中にアルバムアートワークをタップして曲情報画面を表示します。画面右上にあるプレイリストアイ
コン       をタップしてポップアップメニューを表示します。

2. ポップアップメニューで「新規」を選択します。

3. プレイリストの名前を入力します。プレイリスト名入力のためのキーボード※が現れます。プレイリスト名に
はアルファベットと数字のみ使用できます。プレイリスト名を入力したら「保存」をタップしてプレイリストを保
存します。

※ 「言語と入力」の設定により本機にプリインストールされているオープンソースの日本語入力(IME)および日本
語キーボードを選択することは可能ですが、それらを使用した日本語入力について、弊社で動作保証はしており
ません。日本語入力のご利用はご自身の判断で行ってください。

プレイリストへの曲の追加

1.  曲の再生中にアルバムアートワークをタップして曲情報画面を表示します。画面右上にあるプレイリストアイ
コン       をタップしてポップアップメニューを表示します。

2. ポップアップで表示されているプレイリスト一覧の中から登録したいプレイリストをタップして選択します。

3. 曲がプレイリストに登録されると    プレイリストに1曲が追加されました。　という登録完了のメッセージが表示され
ます。

1
2

1

2

3

4

4

3

1
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ミュージックライブラリー　プレイリストの編集

プレイリストの曲順変更方法
1.  ミュージックライブラリーからプレイリストを選択します。

2. 画面右上のプレイリスト編集アイコン　　をタップして選択すると、プレイリスト編集画面になります。

3. 移動したい曲のアートワークを上下に軽くスワイプすることで再生する順番を変更できます。
　必ずアートワークをスワイプしてください。曲名部分をスワイプしても変更できません。

プレイリストから曲を削除するには

1.  上記手順にてプレイリスト編集画面を開きます。

2. 削除したい曲をタップしたまま長押しすると削除する曲を選択するチェックボックスが表示されます。削除し
たい曲をチェックして、右上に表示されているゴミ箱アイコンをタップして選択した曲をプレイリストから削除
します。

プレイリストに複数の曲を同時に追加するには

1.  上記手順にてプレイリスト編集画面を開きます。

2. プレイリスト編集画面右上にある追加アイコン        をタップします。

3. フォルダー一覧が表示されるので、プレイリストに追加したい曲をタップして選択します。選択された曲には
曲の左側にチェックマークが表示されます。

4. 曲の選択ができたら「完了」をタップすると、選択された曲がすべてプレイリストに追加されます。

1
2

1

2

4

5

5

6
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ステータスバーについて
ステータスバーに表示されるアイコンは下記ステータスを表しています。

1 現在再生中の曲の再生状態です。順番に再生、停止、一時停止を表します。

2 現在のリピートモードを表します。

3 シャッフルモードのオン/オフを表します。

4 SDカードが挿入されていることを表します。
SDカードが挿入されていない場合はアイコンは表示されません。

5 ラインアウト出力が設定されていることを表します。

6 現在のボリュームが表示されます。ボリュームは0～150の範囲で調整できます。

7
MicroSDカードのスキャン中、データベースの生成中、ファイルの読み込み中であるこ
とを表します。MicroSDカードの容量や保存されているファイル数によって処理時間が
長くかかることがあります。

8 イコライザー(EQ)が有効になっていることを表します。イコライザーの詳しい設定方法
はXXページ「イコライザー(EQ)の設定」を参照してください。

9 スリープタイマー(自動電源オフ)が有効であることを表します。  詳しい設定方法は35
ページの「システム設定メニュー」の「タイマー」を参照してください。

10 Bluetoothが有効になっている場合にアイコンが表示されます。Bluetoothの詳細は29
ページの「Bluetoothの設定」を参照してください。

11
ワイヤレスネットワーク(Wi-Fi)が有効になっている場合にアイコンが表示されます。ワ
イヤレスネットワークの設定はXXページの「ワイヤレスネットワークの設定」を参照して
ください。

12 バッテリーの充電状態と残量を表します。

13 現在の時刻を表示します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



26

設定メニューの開き方

システムの「設定」メニューはクイック設定メニューから開くことができます。

1

ステータスバーをすばやく下に
スワイプします。 1

画面左上にある設定アイコン
をタップします。

2

2
設定メニューが開きます。
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クイック設定メニュー

ステータスバーを下にすばやくスワイプするとクイック設定メニューが現れます。

クイック設定メニューからは、よく変更を行う設定にすばやくアクセスできます。クイック設定メニューで設定で
きる項目は通常の設定メニューにすべて含まれています。

クイック設定メニューで変更可能な項目

 液晶画面の明るさ調整

 Wi-Fiのオン･オフを設定できます。 ▼をタップするとアクセスポイントを検索、または他のネットワークへの
接続などの詳細設定が可能です。詳細はXXページをご覧ください。

 Bluetoothのオン･オフを設定できます。▼をタップすると接続可能なBluetooth機器の検索や詳細設定を行
うことができます。詳細はXXページをご覧ください。の接続ができます。

 ラインアウトのオン・オフ

 イコライザーのオン・オフ

 スリープ（オフタイマー）のオン・オフ

 リピートモードの設定

 シャッフルモードのオン・オフ

すべての項目はタップすることで、すぐに設定が反映されます。

「オン」になっている項目は黄色いアイコン表示になります。
「オフ」になっている項目はグレー表示になります。

1

2

3 4

5 6 7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

※注意！！
 ラインアウトをオンにすると、音量が最大に設定されます。
 必ずイヤホン/ヘッドホンは本機から必ず取り外してからライ

ンアウトをオンにしてください。イヤホン/ヘッドホンをつけた
ままラインアウトをオンにすると、イヤホンやヘッドホンが故
障する場合があります。また、イヤホン/ヘッドホンをしたまま
でラインアウトをオンにすると耳に重大なダメージを与える
場合がありますので絶対におやめください。

 また、ラインアウトを使って他のオーディオ機器に接続する場
合は、接続する機器側の音量は、必ず最小にしてから本機を
接続してください。

9

9
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Wi-Fi設定

Wi-Fi設定ではWi-Fi接続に関する詳細を設定できます。ことができます。
前の画面に戻るには左上の  をタップします。

1

設定メニューから「Wi-Fi」を選択
します。 1

　　をタップしてWi-Fi接続を有効に
すると、利用可能なネットワークが表
示されますので接続したいアクセスポ
イントをタップして選択します。

アクセスポイントの設定により接続時
にパスワードの入力が求められる場
合はパスワードを入力します。

アクセスポイント名を長押しするとオ
プションメニューが表示されます。

2

3

2

2

3

パスワードの入力時にはキーボード
が自動的に表示されます。
アクセスポイントに接続するための
パスワードを入力してください。
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Bluetooth設定

Bluetooth設定ではBluetooth機器との接続に関する詳細を設定できます。ことができます。
前の画面に戻るには左上の  をタップします。

1

設定メニューから「Bluetooth」を選択
します。 1

　　をタップしてBluetoothを有効に
すると、使用可能なBluetoothデバイ
スが表示されます。

Bluetooth接続したいデバイスをタッ
プして選択します。

Bluetoothデバイスと接続するには
ペアリングが必要です。ペアリングの
方法についてはご使用のBluetooth
デバイスのマニュアルを参照してくだ
さい。

2

3

2

2

3

接続済みのBluetoothデバイス名を短
くタップするとBluetooth接続を切断
することがきます。
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画面設定
画面設定では明るさのレベルと自動で画面を消すまでの時間を設定できます。
前の画面に戻るには左上の  をタップします。

「画面」をタップします。 1 スライダーバーを左右にドラッグして
画面の明るさを調整できます。2

「自動ディスプレイオフ」をタップす
ると自動で画面が消えるまでの時間
を設定できます。

1

2

3

3
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オーディオ設定
イコライザーのオン・オフ、ユーザーイコライザーの設定、ギャップレス再生のオン・オフを設定できます。
前の画面に戻るには左上の  をタップします。

※ ギャップレス再生について
 ギャップレス再生をオンにすると現在再生中の曲と次の曲の間の無音部分をスキップして継ぎ目なく

再生できます。ただし現在再生中の曲のフォーマット(サンプルレート、量子化ビット数、チャンネル)と
次の曲のフォーマットが同一の場合のみ機能します。異なるフォーマットのファイルを連続して再生す
る場合はギャップレス再生がオンになっていても多少のギャップが生じる場合があります。

1

1

「オーディオ」をタップします。

2

3

4

イコライザーのオン・オフを設定
できます。

ギャップレス再生※のオン・オフを設
定できます。

2
ユーザーイコライザーを選択します。
ユーザーイコライザーの設定方法は
次のページをご覧ください。

3

4
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ユーザーイコライザー設定
前ページの手順で「ユーザーイコライザー」設定を開きます。前の画面に戻るには左上の  をタップします。

※ ギャップレス再生について
る

設定したユーザーイコライザーを有効にするには「設定」-「オーディオ」-「イコライザー」をオンにするか、または
クイック設定メニューで「イコライザー」をオンにしてください。イコライザーがオンの場合はステータスバーに
イコライザーアイコン　　が表示されます。

注意！！
 イコライザー機能はDSDフォーマットには対応していません。DSDファイルの再生中はイコライザー設定がオン

になっていてもイコライザーは有効になりません。

1

1

設定したいユーザーイコライザーを
タップして選択します。

ユーザーイコライザーは3つまで設定
できます。

2

3
変更したい周波数のスライダーバー
をドラッグして調整します。調整した
値はすぐに反映されます。

調整可能な周波数帯:
31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、
1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHzです。

2

左上のリセット　  　アイコンをタップ
すると初期値に戻ります。

3
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出力設定 (1)
出力に関する設定を行えます。前の画面に戻るには画面左上の  をタップします。

※注意！！
 ラインアウトをオンにすると、音量が最大に設定されます。イヤホン/ヘッドホンは本機か

ら必ず取り外してからラインアウトをオンにしてください。イヤホン/ヘッドホンをつけた
ままラインアウトをオンにすると、イヤホンやヘッドホンが故障する場合があります。

 イヤホン/ヘッドホンをしたままでラインアウトをオンにすると耳に重大な障害を与える
場合がありますので絶対におやめください。

 また、ラインアウトを使って他のオーディオ機器に接続する場合は、必ず接続先の機器
の音量を最小にしてから本機を接続してください。

    プラグを抜くとラインアウトモードは解除されます。

1設定メニューで「出力」を選びます。 ラインアウトのオン・オフを設定※
オンになるとラインアウトアイコン
　　がステータスバーに表示されます。

左右のバランス調整画面を開きます。

「バランス」をタップすると左右のバ
ランスを調整するための画面が表示
されます。ダイアルを回すか、画面下
部の「左」、「右」をタップして調整でき
ます。「リセット」をタップすると初期値
に戻ります。

1

2

3

2

3
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出力設定 (2)

前ページの手順で出力設定を開きます。前の画面に戻るには画面左上の  をタップします。

※注意！！
 ラインアウトをオンにすると、音量が最大に設定されます。必ずイヤホン/ヘッドホンは

本機から必ず取り外してからラインアウトをオンにしてください。イヤホン/ヘッドホンを
つけたままラインアウトをオンにすると、イヤホンやヘッドホンが故障する場合がありま
す。また、イヤホン/ヘッドホンをしたままでラインアウトをオンにすると耳に重大な障害
を与える場合がありますので絶対におやめください。

 また、ラインアウトを使って他のオーディオ機器に接続する場合は、接続する機器側の
音量は、必ず最小にしてから本機を接続してください。

1DPSモードを設定できます。

1

DPSモードの種類

自動： 
フォーマットに応じて自動的に設定され
ます。(初期設定)

32ビット (X-MOS): 
すべてのフォーマットを32bitに変換し
ます。変換時に多くの電力を消費します
のでバッテリーの減りが早くなります。

24bit (I2S): 
すべてのフォーマットを24bitに変換し
ます。DSDはPCMに変換してから再生さ
れます。

2

2

ゲインコントロールを設定できます。 高： ボリューム出力を最大にします。（初期値）
中： 音量出力を中間値にします。
低： 音量出力を最小にします。

3
4

3
4
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オフタイマーのオン・オフを設定で
きます。オフタイマーをオンにする
と、設定された時間が経過すると
曲の再生中であっても本体の電源
が自動的にオフになります。

オフタイマーをオンに設定すると
ステータスバーにスリープアイコン
　　が表示されます。

タイマー設定
オフタイマー(自動電源オフ)に関する設定を行えます。前の画面に戻るには画面左上の  をタップします。

※注意！！
 ラインアウトをオンにすると、音量が最大に設定されます。必ずイヤホン/ヘッドホンは

本機から必ず取り外してからラインアウトをオンにしてください。イヤホン/ヘッドホンを
つけたままラインアウトをオンにすると、イヤホンやヘッドホンが故障する場合がありま
す。また、イヤホン/ヘッドホンをしたままでラインアウトをオンにすると耳に重大な障害
を与える場合がありますので絶対におやめください。

 また、ラインアウトを使って他のオーディオ機器に接続する場合は、接続する機器側の
音量は、必ず最小にしてから本機を接続してください。

1

3

2

「タイマー」をタップしてタイマー
設定画面を開きます。 1

オフタイマー時間設定では、オフタ
イマーが作動するまでの時間を設
定できます。最短は10分で最長は3
時間です。 3

2
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USB設定
本機をパソコンに接続する際のUSBに関する設定を行えます。前の画面に戻るには画面左上の  をタップします。

1

3

「USB」をタップしてUSB設定画面
を開きます。 1

「接続モード」をタップするとパソ
コンと接続する際の接続モード設
定画面を開きます。

MTP: 
Android MTPデバイスとして接続しま
す。内部/外部ストレージのファイル操
作を行う場合に選択してください。

充電のみ： 
データ通信は行わず、充電のみ行う場
合に選択してください。

2

2

「USB DAC」を選択すると本機はUSB DACモードに切り替り、USB 
Host機器との接続待ち状態になります。

USB DACとして再生中は画面上に再生中のファイルのフォーマッ
トが表示されます。

USB DACモードを終了する場合は　　　の部分をタップしま
す。USB

3

USB
DAC
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言語と入力設定
本機のシステム言語とキーボード、入力方法を設定できます。前の画面に戻るには画面左上の  をタップします。

ご注意：

本機にプリインストールされているオープンソースの日本語入力(IME)および日本語キーボードを選択
することは可能ですが、それらを使用した日本語入力については、弊社で動作保証はしておりません。
日本語入力のご利用はご自身の判断で行ってください。

1
3

2

「言語と入力」を選択して、メニュ
ー言語、キーボード、入力方法設定
画面を開きます。 1

「言語」を選択すると選択可能な
言語一覧が表示されます。

初期状態ではシステム言語は英語
ですので、日本語に変更する場合は

「Settings」 - 「Language & Input」
を選択し、「日本語」を選択してくだ
さい。
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日付と時刻設定
本機のシステム日時を設定できます。前の画面に戻るには画面左上の  をタップします。

ご注意：

本機にプリインストールされているオープンソースの日本語入力(IME)および日本語キーボードを選択
することは可能ですが、それらを使用した日本語入力については、弊社で動作保証はしておりません。
日本語入力のご利用はご自身の判断で行ってください。

1

「日付と時刻」を選択します。 1 ネットワークから取得した日時を自動的に設定します。

本機のシステム日付を設定します。

本機のシステム時刻を設定します。

タイムゾーンを選択します。

24時間表示のオン・オフを設定します。

2

3

4

5

6

3

4

5

6

ご注意：

日付と時刻の自動設定はWi-Fiネットワークに接続されている場合のみ有効になります。
Wi-Fiの設定方法はXXページをご覧ください。

2

2
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ストレージ設定
本機のストレージの使用状況を確認、MicroSDカードに関する操作ができます。前の画面に戻るには画面左上の  をタ
ップします。

ご注意：

本機にプリインストールされているオープンソースの日本語入力(IME)および日本語キーボードを選択
することは可能ですが、それらを使用した日本語入力については、弊社で動作保証はしておりません。
日本語入力のご利用はご自身の判断で行ってください。

1

「ストレージ」を選択します。 1 内部ストレージ：
使用状況と空き容量を確認できます。

SDカード
SDカードが挿入されている場合は
使用状況と空き容量を確認できます。

SDカードのマウント解除： SDカードを取り出す場合に選択します。

SDカード内のデータを消去： SDカード内のすべてのデータを消去します。

ご注意：

「SDカード内のデータを消去」を選択すると、本当に消去を行うかの確認画面が表示さ
れます。キャンセルする場合は確認画面で「キャンセル」を選択してください。
確認画面で「OK」を選択した場合、消去を取り消すことはできません。SDカードのすべて
のデータは消去され、復元することはできませんのでご注意ください。
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初期化設定 (1) データベース初期化
本機のデータベース、および本機システムの設定を初期化することができます。

前の画面に戻るには画面左上の  をタップします。

ご注意：

本機にプリインストールされているオープンソースの日本語入力(IME)および日本語キーボードを選択
することは可能ですが、それらを使用した日本語入力については、弊社で動作保証はしておりません。
日本語入力のご利用はご自身の判断で行ってください。

1

「初期化」を選択して、初期化のメ
ニュー画面を開きます。 1

3

2

「DB初期化」を選択すると本機の
データベースを初期化することが
できます。

データベース初期化の確認メッセ
ージが表示されるので「OK」を選
択すると DB初期化処理が開始さ
れます。 3

ご注意：

本機は初回起動時にMicroSDカードをスキャンしてファイルの情報 (アーティスト、
アルバム名、ジャンルなど)のDBを生成します。 メディアに保存されたデータでエラーが
発生した場合や、大量のファイルを移動した場合などにデータベース を更新してください。

データベースを更新すると、登録してある「プレイリスト」の内容は消去されますのでご注
意ください。

データベースの初期化処理ではシステムの設定は初期化されません。

2
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初期化設定 (2)設定初期化
本機のデータベース、および本機システムの設定を初期化することができます。

前の画面に戻るには画面左上の  をタップします。

ご注意：

本機にプリインストールされているオープンソースの日本語入力(IME)および日本語キーボードを選択
することは可能ですが、それらを使用した日本語入力については、弊社で動作保証はしておりません。
日本語入力のご利用はご自身の判断で行ってください。

1

「初期化」を選択して、初期化のメ
ニュー画面を開きます。 1

「設定初期化」を選択すると本機
のシステム設定を初期化すること
ができます。

「出荷時の設定にリセット」を選択
すると、工場出荷時の状態にリセッ
トされます。

出荷時の設定へのリセットを確認
するメッセージが表示されるので

「OK」を選択すると 出荷時の設定
へのリセット処理が開始されます。

設定初期化の確認メッセージが表
示されるので「OK」を選択すると シ
ステム設定の初期化処理が開始さ
れます。 3

2
3

4

2

4

「設定初期化」と「出荷時設定にリセット」の違い

設定の初期化を行うとすべての設定は初期化されますが、
内部ストレージに保存されているファイルは削除されません。

出荷時設定にリセットした場合は、本機は自動的に再起動し
て、すべての設定は初期化したうえで、内部ストレージに保
存されているデータもすべて消去されます。また、お気に入
り、プレイリストもすべて消去されますのでご注意ください。

5

5
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ファームウェア更新

本機のファームウェアを更新することができます。 前の画面に戻るには画面左上の  をタップします。

1

「ファームウェア更新」を選択します。 1 「アップデート」は手動での更新となりま
す。事前にファームウェアファイルをパソ
コンでダウンロードして､本機のストレー
ジにコピーしておく必要があります。

手動での更新方法の詳細は12ページを
参照してください。

アップデートの実行を確認するメッセ
ージが表示されるので「OK」を選択し
て更新を開始します。

2

3

2

3

「OTAアップデート」はネットワーク経由
で本機にファームウェアファイルを直接ダ
ウンロードして更新することが出来ます。
詳細は13ページを参照してください。

※ファームウェアの更新には800MB以上の空き容量が
内部ストレージに必要です。内部ストレージに十分な
空き容量があることを確認してください。十分な空き
容量がない場合はファームウェアの更新を行うことが
できません。

※ファームウェアの更新は必ずUSB電源アダプターに接
続しているか、バッテリーの残量が50%以上残ってい
る状態であることを確認してから行ってください。 
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情報

本機の情報を確認することができます。 前の画面に戻るには画面左上の  をタップします。

1

「情報」を選択します。 1

参照可能な情報

ライセンス：
本機で使用されているオープンソースライセンスの内容を参照できます。

モデル番号：
本機のモデル番号を参照できます。
Opus#2

ビルド番号：
本機のシステムソフトウェアのビルド番号を参照できます。

IPアドレス：
本機のIPアドレス情報を参照できます。

Wi-Fi MACアドレス：
本機のWi-FiのMACアドレスを参照できます。

Bluetoothアドレス：
本機のBluetoothアドレスを参照できます。
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3. USB-DAC用 Windowsドライバについて

WindowsパソコンでUSB DACとして使用するにはWindows用のドライバソフトウェアをインストールする必要
があります。Windos7/8用とWindows 10用のドライバソフトウェアは異なりますのでご注意ください。
ドライバソフトウェアはホームページからダウンロードできます。

www.audio-opus.jp （各製品ページのサポート情報タブをご覧ください。）

Windows7/8用ドライバソフトウェア：TheBIT_DriverSetup_v3.34.0_W7_W8.exe
Windows10用ドライバソフトウェア：TheBIT_DriverSetup_v3.34.0_W10.exe

ダウンロードしたファイルはzipで圧縮されていますので、解凍して上記ファイルを取り出します。

ドライバソフトウェアインストール方法

1.  解凍してできたドライバソフトウェアファイルをダブルクリックしてインストーラーを起動します。

2.  必要があればインストール先のフォルダを指定してから 「Install」をクリックしてインストールを開始します。
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3. 下記のメッセージが表示されたら「インストール」をクリックしてインストールを続けます。（ご使用の環境に
　より2種類表示されますがどちらも「インストール」をクリックして続行してください。)

4.  下記メッセージが表示されたら「Next」をクリックして次に進みます。インストールが終了するとウィザード終
了のメッセージが表示されます。「Finish」をクリックしてインストーラーを終了します。

5. インストーラーの終了確認メッセージが表示されますので「はい」をクリックしてインストーラを終了します。

OPUS#2の電源を入れて「設定」で「USB DAC」を選択してから付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。
しばらくするとパソコンがOPUS#2を認識して使用可能となります。(USB DACモードへの設定方法は36ページを
参照してください。)

ご使用のパソコン環境により認識するまで時間が長くかかる場合があります。
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パソコンとOpus#11をUSBで接続した場合にはパソコンがOpus#11を正しく認識してドライバが正常に動作し
ているはデバイスマネージャーで確認してください。

「コントロールパネル」 → 「デバイスマネージャー」 を開き、下記のデバイスが表示されていれば正常に認識さ
れています。

※コントロールパネル項目にデバイスマネージャーが表示されない場合は、「表示方法」を「カテゴリ」から
　「小アイコン」に変更してください。

OPUS#2が正しく認識されていない場合は下記の項目をチェックしてください。

1.  OPUS#2本体の電源が入っていて、USB DACモードになっていることを確認してください。
2. MicroUSBケーブルがOPUS#2本体およびパソコンとしっかりと取り付けられていることを確認してください。
3. それでもOPUS#2が正常に認識されない場合はドライバソフトウェアを一度アンインストールしてから再度イ

ンストールしてください。

Windowsの「サウンド」設定
OPUS#2が正しく認識されていることを確認したら既定のオーディオ出力先として設定します。

「コントロールパネル」 → 「サウンド」 を開き、「Opus#2」を右クリックしてポップアップメニューから
「既定のデバイスとして設定」を選択します。

以上でUSB DACとして使用するためのドライバソフトウェアのインストールとパソコンの設定は完了です。
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THEBIT Control Panelについて

OPUS#2をパソコンに接続してUSB DACとしてご使用される場合には、THEBIT Control Panelで情報の参照や設
定を行うことができます。

THEBIT Control Panelは「すべてのプログラム」→「THEBIT」→「THEBIT Audio Driver」→「THEBIT Control Panel」
を選択して開くことができます。

[Status]
USB Audio Device:  接続されているUSB DACのモデル名が表示されます。
Current Sample Rate: 現在のサンプルレートが表示されます。

[Format]
Output :  出力チャンネルとビット数を設定できます。

[Buffer Settings]
USB Streaming Mode :  
USB転送のバッファサイズを設定できます。"Minimum Latency"が最小で、"Extra Safe"が最大です。この設定は
サンプルレートとは関係なく内部的にはミリ秒単位で設定されます。

AISO Buffer Size:
バッファサイズが小さいほどレイテンシ（遅延）を小さくできます。ノイズが入ったり音割れする場合はバッファ
サイズを大きく設定してください。

[Volume]
Channels:  [Output]をクリックしてウィンドウを開き、マスターボリュームと左右のボリュームの調整ができます。

[Info]
Device Info:  接続されているUSB DACのモデル名等を確認できます。
Driver info:    現在使用しているドライバのバージョンを確認できます。
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4. 製品の仕様

主な仕様
製品名 Opus#2

ディスプレイ 4” TFT タッチスクリーン (480 x 800), IPSパネル

CPU/内蔵メモリー ARM Cortex-A9 1.4GHz,  クアッドコア/ メモリー(RAM) : DDR3 1GB

ボタン 電源、再生/一時停止、前の曲、次の曲、ボリュームダイアル

対応オーディオファイル形式 WAV,  FLAC,  ALAC,  AIFF,  WMA, MP3, OGG, APE(Normal, High, Fast) 
ネイティブDSD (DFF, DSF)

サンプル周波数
(量子化ビット数)

PCM: 8kHz～384kHz (8/16/24/32bit)
DSDネイティブ： DSD64 (1bit 2.8MHz) Stereo / DSD128 (1bit 5.6MHz) Stereo

イコライザー/エフェクト 10バンド、標準/ユーザー 1/2/3

充電/データ転送 USB Micro-B 入力端子 (充電・データ転送兼用)
接続モード : MTP (メディアデバイス)

出力端子 3.5mmイヤホン出力 （光デジタル出力対応）
2.5mm 4極バランス出力

バッテリー 4,000mAh/3.7V リチウムポリマー

充電持続時間/充電時間 再生時: 約9.5時間/充電時間: 約4時間

ストレージ 内蔵：128GB
外部： MicroSDカードスロット (最大200GB, SDXC/exFAT/NTFS対応)

クロックソース/ジッター 50ps(Typ)

システムOS Android 5.1.1

対応OS Windows 7,8(32/64bit), MAC OS x 10.9 以降

寸法 76mm(幅) x 124mm(奥行き) x 18.3mm(高さ)

重量 252g

オーディオ性能
D/Aコンバータ ESS9018K2M x 2EA(デュアルDAC)

デコード 32bit / 384kHz Bit to Bit Decodingまで対応

周波数特性 ±0.02dB(20Hz~20kHz) アンバランス & バランス
±0.3dB(10Hz~70kHz) アンバランス & バランス 

S/N比 115dB @ 1KHz, アンバランス 
116dB @ 1KHz, バランス

クロストーク 130dB @ 1KHz,アンバランス /  135dB @ 1KHz, バランス

THD+N 0.0009% @ 1KHz

出力インピーダンス バランス出力 2.5mm(1Ω) / イヤホン 3.5mm(2Ω)

出力レベル アンバランス2.3Vrms / バランス 2.5Vrms

ボリューム調整 150 段階
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5. 安全のための注意事項
本製品をご使用するにあたって、下記の安全のための注意事項を必ず守ってください。誤った取り扱いをしますと大きな
事故につながる可能性があります。事故の発生を避けるためにも､製品をご使用いただく前には、本取扱説明書を必ず熟
読し、内容を十分にご理解いただいたうえでご使用ください。製品を正しく取り扱わなかった場合や下記の注意事項を守
らずに発生したすべての事故に対して、当社は補償または賠償の責任を負いかねます。

▪  製品を任意に改造、分解しないでください。 製品の損傷および火災や感電などの重大な事故の原因になる
ことがあります。また本製品の改造や分解によって発生した製品の損傷は品質保証期間にかかわらず無償サ
ービスの提供を受けることができません。

▪ 本製品の上に濡れた物や重い品物を乗せないでください。漏電する可能性があります。

▪本製品付属のMicro USBケーブル以外の市販の安価な低品質のケーブルを使用するとデータのコピーがで
きない、パソコンで認識されない、充電効率の低下などの問題が発生する場合があります。

▪ 本製品を高熱機器/設備、火器周辺に置かないでください。

▪ 直射日光の当る場所や過度な高温(40℃) または低温(-4℃)の場所に本製品を置かないでください。

▪ 運転、歩行、運動など野外活動中での使用はひかえてください。 事故の原因になることがあります。

▪ 大音量(80dB 以上)で長時間続けて聴かないようにしてください。聴力に障害をもたらすことがあります。

▪ 本製品を水につけないようにしてください。本製品が浸水した場合の故障は製品の保証期間に関わらず有償
修理となります。また、本製品が修理が不可能となることがあります。

▪ 磁性の強い物(テレビ、スピーカー、モニター等) の横に本製品を置かないでください。

▪ 化学薬品、洗浄剤などで本製品の表面を掃除すると、製品の印刷及び加工面に深刻な損傷をもたらすことが
あります。

▪ MicroSD カードは品質の確かな製品をご使用ください。 安価な低品質のものを使用すると本製品の故障や
データの喪失などの原因となることがあります。

▪ 市販の 5V/2A USB電源アダプターとMicro USBケーブルを使用する際は端子の向きに注意して挿入してくだ
さい。端子の向きを誤って無理に接続すると過電圧による漏電、短絡による事故やパソコンおよび本製品の
故障の原因となる場合があります。

▪ 本製品のファームウェア更新は必ずUSB電源アダプターを接続して行うか、またはバッテリー残量が50%以上
ある状態で行ってください。アップデートの最中にバッテリーが切れると本製品のシステムが正常に更新され
ず故障の原因となる場合があります。

▪ 本製品にはMicro SD カードスロット(各最大 200GB x 2)があります。Micro SDカードは本取扱説明書の図を
参照のうえ正しい向きで挿入してください。 誤った向きで挿入したことで発生する本製品の損傷は保証期間
に関わらず有償修理となります。

充電およびファイル操作モード
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▪ 本製品の落下や衝撃に注意してください。 不注意により本製品を落としたり、強い衝撃を与えたことによるデ
ィスプレイの破損や本機の故障については保証期間に関わらず有償修理となります。

▪ ファイル/フォルダのコピー中にMicroUSBケーブルを取り外しするとMicroSDカードが破損するおそれがあり
ます。ファイルの転送中は絶対にケーブルを取り外したり転送元のパソコンの電源を切るなどの操作を行わ
ないでください。

▪ MicroSDカードの取り外しは必ず本機の電源を切るか、またはMicroSDカードのマウントを解除してから行っ
てください。

▪ デスクトップパソコンと本製品を接続して充電する場合は、必ずパソコンの背面にあるUSB端子に接続してく
ださい。パソコン前面のUSB端子やUSBハブでは電力が不足して充電できない場合があります。    

▪ 初めて使用するとき、または長い間使わずに再度使用する場合には完全に充電してからお使いください。

▪ 内蔵のバッテリーは消耗品であり、充電/放電回数により使用できる時間が徐々に短くなります。 
     長期の使用により消耗したバッテリーを交換する際は有償となります。

▪ 市販の充電用バッテリーパックで充電する場合は本製品の過熱防止および安全のために、鞄など閉鎖され
た空間での充電を避け、開放された場所/空間で充電してください。 

▪ 本製品の使用中に本機の過度な発熱､ケーブルが焼ける臭いがする、バッテリーが膨れ上がるなどの症状が
発生した場合は直ちにすべての電源およびケーブルを取り外し、当社サポートセンターにお問い合わせくだ
さい。 

6. 免責事項

▪ 本製品を音楽再生目的以外に使用することにより発生した損害、偶発的損傷および誤用や誤操作、不適切な
使用による損害に対して当社は一切の補償および賠償の責任を負いません。

▪ 本取扱説明書に記載されているすべての製品の仕様および規格は製品の機能向上および性能改善の
      ために事前の告知なく変更することがあります。

▪ 本製品の使用中に万一、データの損失や破損があった場合、当社では一切の責任を負いません。
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7. 困ったときは

Q: 電源が入りません。 

A: バッテリーの残量とUSB電源アダプターとの接続状態を確認してください。バッテリーの残量がない場合は
 1 時間以上充電してから電源を入れてください。  

Q: 充電ができません。 パソコンに接続しても認識されません。

A:  1. MicroUSBケーブルが正しく取り付けられていることを確認してください。

 2. デスクトップパソコンと接続する場合は必ずパソコン背面のUSB端子に接続してください。
  パソコン前面のUSB端子やUSBハブでは供給電力が足りずに充電や認識ができない場合があります。

 3. OSがWindows XP: Service Pack 2以上で、Windows Media Player 10以上のバージョンがインスト
  ールされていることを確認してください。

 4. それでも正常に認識されない場合は他のパソコンと接続して認識されるかを確認してください。

Q: 音が聞こえません。 特定のファイルが再生できないか、再生時に雑音がして動作が不安定です。

A: 1. ボリュームが「0」になっていないかを確認してください。

 2.  イヤホンの端子が本機のイヤホン入力端子に正しく挿入されているか確認してください。 それでも音が
出ない場合は他のイヤホンで確認してください。 ご使用のイヤホンに断線がある場合に、音が聞こえない
か、または雑音が聞こえることがあります。

     3.  本機が対応しているファイル形式であるかを確認してください。対応していないファイル形式の場合は再
生できません。対応オーディオファイル形式については27ページの基本仕様を参照してください。

 4.  ファイルのエンコード方法が原因でスムースに再生できない場合や雑音が入る、動作が不安定になるな
どの問題が発生する場合があります。本機が対応する他のオーディオファイル形式に変換して、ご使用する
ことをお勧めします。

Q: 画面がたびたび消えます。

A:  システム設定で「自動ディスプレイオフ」で画面が消えるまでの時間の設定を変更できます。

Q: アルバムやアーティスト､ジャンルリストに削除したファイル情報が表示されます。 

A: SDカードのスキャン中にSDカードを取り出してしまった場合に内部のデータベースと実際のファイルとの間
 に不整合が生じる場合があります。そのような場合には「設定メニュー」→「初期化」→「DB初期化」を実行して
 ください。内部のデータベースが更新されて内蔵ストレージおよびSDカードに実際に存在するファイルに基
 づいたリストに更新されます。DB初期化を実行すると「ユーザープレイリスト」も初期化され、内容は消去さ
     れますので、ご注意ください。
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Q: アルバムのリストに同じ名前のアルバムが重複して表示されます。 

A: それぞれのファイルのタグの情報が統一されていない場合に重複して表示される場合があります。
 例えば、各ファイルのアルバム情報タグは同一であるにも関わらずアーティスト情報タグが、「苗字名前」とな
 っているものと「苗字　名前」のようにスペースが入っているファイルが混在する場合には同じアルバム名が
 別のアーティストのアルバムとして重複して表示されます。そのような場合にはタグ情報を編集できるアプリ
 を使ってファイルのタグ情報を確認してアーティスト名が統一されるように修正してから「設定メニュー」→
 「初期化」→「DB初期化」を実行してください。DB初期化を実行すると「ユーザープレイリスト」も初期化され、
      内容は消去されますので、ご注意ください。

Q. ラインアウトに設定しても、通常モードにもどってしまうことがあります。

A. ラインアウトモードは最大音量となりますので、3.5mmプラグを抜くと解除されるようになっています。

Q. Bluetoothで接続していますが、頻繁に音声が途切れます。

A. 本体の背面下部（アンテナ部）を手のひら等で完全に覆ってしまうと電波状態が悪くなる場合があります。
 できるだけ本体背面下部を塞がないようにご利用ください。 
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8. お問い合わせ窓口

製品に関するご質問はカスタマーサポート窓口までお問い合わせください。

　電話：03-5617-8105（受付時間：平日10:00～17:00） 

　メール： support@audio-opus.jp
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