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audio-opus、トップクラスの音響性能と音質を実現しながら、価格を抑えた 

ハイレゾポータブルオーディオプレイヤーの最新モデル、OPUS#１S を発売 

 

最新の次世代 DAC、「CS43198」をデュアルで搭載。高級機に匹敵する高出力と高品位サウンド 

2017 年 12 月 16 日より販売開始 

 

株式会社エムエムシー企画(本社：東京都豊島区)は、ハイレゾポータブルオーディオプレイヤーのブランド audio-opus（オーデ

ィオオーパス）から、優れた音質と軽快な操作性で高い評価を得た「OPUS＃１」の後継モデル、「OPUS#１S」（オーパスワ

ン・エス）を販売することを発表いたします（オープンプライス、想定販売価格 49,680 円（税込み））。 

2017 年 12 月 16 日からイヤホン・オーディオ専門店（e☆イヤホン、フジヤエービック）にて先行販売（本日より予約開始）、同

23 日より全国主要家電量販店にて販売開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 [OPUS#1S 製品写真、本体色ミッドナイトパープル(左)＆ラピスブルー（右）] 

 

 

OPUS#1S は、DSD などハイレゾを含めたオーディオファイルを保存し、最高クラスの高音質をどこででも楽しむことのできるハ

イレゾポータブルオーディオプレイヤーです。 OPUS シリーズは、すべてのモデルで音楽の制作過程と同様、レコーディングスタ

ジオでの原音に忠実なチューニングを経たのち、マスタリングスタジオでリスニング機としての徹底したチューニングを何度も繰り

返します。 そして audio-opus 第一弾として誕生した OPUS#1 は、そのデジタルの高精細とアナログフィールの絶妙なチュー

ニングで、各方面で高い評価を得ました。その OPUS#1 の絶妙なフィールを尊重し、OPUS#1S は次世代の D./A コンバータ

（DAC）を新たに搭載。全域にわたってのさらなる高音質化とアンプ部の高出力化を実現しました。 

OPUS#１S 製品サイト： http://audio-opus.mmccorp.jp/ 
【展示会及び試聴情報】 
OPUS#1S はポタフェス 2017 に出展致します。 
ポタフェス 2017 Winter 秋葉原：12 月 16 日（土）、17 日（日） 11 時～18 時 ベルサール秋葉原 
また、随時以下の各店にて試聴して頂けます。 
●e☆イヤホン各店、フジヤエービック Part3 （中野ブロードウェイ） 
●ビックカメラ、ヨドバシカメラ各主要店（予定）  
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 ＜OPUS #１S の特長＞ 

クラスを遥かに凌駕する優れた音質と音響性能 

OPUS#1S は、DSD に対応し 24bit/192kHz までのハイレゾ音源を bit to bit で高精度に再生。OPUS#1 で高い評価を得

たサウンドを尊重しつつ、価格を抑えながらもトップクラスの音響性能と高出力化を実現。全域にわたって音質の向上、及び

バランス、アンバランスともに出力を大幅に強化しました。 繊細ながらもワイドで力強く、余裕のある「OPUS サウンド」を奏で

ます。 

 

●定評ある CS4398 の次世代最新 DAC、CS43198 をデュアルで搭載 

D/A コンバーターには数々の高級オーディオに採用され、定評のあるシーラスロジック社の「CS4398」の次世代版となる最

新の「CS43198」を贅沢にデュアルで搭載。 また、通常のアンバランス端子(3.5mm)に加え、さらにバランス出力端子

（2.5mm４極）も備え、左右独立した DAC 構成と優れたセパレーション設計により、極めて高精細かつワイドでクリアなサウ

ンドを提供します。 

 

 

 
 

 

 

[3.5mm フォンジャック（光出力・ラインアウト兼用）と 2.5mm バランスジャック] 

 

●DSD 及び最大 32bit/384kHz までの PCM 音源の再生に対応 

DSD は高音質の 24bit/192kHz の PCM にコンバートして再生※1。 

PCM 音源の Bit to Bit による再生は 24bit/192kHz まで対応。 32bit や 192kHz を超える PCM 音源は 24bit、192kHz

にダウンコンバートして再生します※2。 

※1 DSD はすべて 24bit/192kHz にコンバートして再生。 

 ※２ PCM 音源の場合、コンバート時でもファイルのオリジナル情報がそのまま表示されます。 

※すべての音源について再生を保証するものではありません。音源によっては音切れなどが発生する場合があります。 

 

●トップクラスの音響性能と高出力 

最新の DAC 性能を最大限に引き出す緻密に配線設計された回路基板は、電源 GND とのセパレーション、L/R 各信号

線の精密な均等化と最適化を実現。バランス(3.4Vrms)、アンバランス(3.1Vrms)と、大幅な出力向上を実現しつつ、あら

ゆる出力におけるクオリティを格段に向上させ SNR125dB, THD+N 0.00005%、クロストーク 142dB（いずれもバランス）という、

同価格帯では比類のない、上級機にも匹敵する最高レベルの音響性能を達成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 バランス アンバランス 
出⼒ 3.4Vrms 3.1Vrms 
SNR 125dB 123dB 

THD+N 0.0005%@1kHz 0.0007%@1kHz 
クロストーク(-) 142dB 140dB 
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 ●光デジタル、USB デジタル出力にも対応した様々な出力端子 

アンバランス（3.5mm）端子は光デジタル出力にも対応。バランス、アンバランス端子とも LINE アウトモードに対応します。さ

らに DSD（DoP、DSD128 まで）に対応した USB-Audio 出力（USB-OTG）に対応し、お好みのポータブルアンプとのデジタ

ル接続でさらに高品質な DSD 再生を可能にします。また、PC 等と接続して USB-DAC としても利用することができます※。

    ※USB-DAC 機能は USB-Audio Class1.0 ですが、現行ファームウェアでは 16bit/48kHz まで 

 

●多彩なハイレゾオーディオフォーマットに対応 

ハイレゾオーディオのフォーマットとして定評のある DSD を始めとし WAV, FLAC,ALAC,AIFF,MP3,OGG,APE などに対応し

ています。 

 

 

 

ハイエンド機並みの高音質を手軽に持ち運ぶ 

OPUS#1 は高性能を手軽に持ち運ぶことをテーマに、小さすぎず、また大きすぎない手にしっくりとなじむ大きさと軽さ、そして

外出時でもストレスのない、軽快な操作性とシンプルな UI を重視して開発されました。 OPUS#1S はそのコンセプトを受け

継ぎ、さらなる高音質化と大幅な高出力化を図りながらも、バッテリーの消費を抑えて再生時間を犠牲にせず、手軽に持ち

運んでどこでも気軽に高音質を楽しむことができます。 

  

●フィット感抜群の大きさ、軽さと軽快な操作性、高精細 IPS パネル液晶を搭載 

初代OPUS#1と同様、八角形を基本としたOctagon-Modifiedデザインを採用。 フィット感抜群のサイズは片手での操作

も容易にできます。システムは Android OS5.1.1※１をベースとし、プロセッサには 1.4GHz 駆動のクアッドコアを採用。4 インチ

の高精細大型 IPS タッチパネルを新たに装備し、軽快な操作性に加え、視野角が広く、くっきりとした見やすい表示で外出

時の使い勝手をさらに向上させています。また出力を大幅に上げながらも再生時間を約１０％改善。待機時の消費を極

限まで抑えるウルトラパワーセービングモード※２で、毎回電源を切る必要がなく、取り出してすぐに再生を開始することができ

ます。     ※１Google Play には対応しておりません。 

※2 停止状態で画面 OFF 後、自動的に本モードに入り、4 週間後でも即座に復帰します（満充電時）。 
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[定評のあるシンプルな UI と軽快な操作性] 

 

 

●デュアルスロットで大量のライブラリを持ち運ぶ 

  OPUS#1S は SDXC(規格上最大 2TB まで)に対応した SD カードスロットを２つ装備し、内蔵メモリーと合わせて現在

市販の 256GB を利用すれば最大 544GB に大容量化することができます※。容量の大きなハイレゾ音源でも多くの楽

曲を持ち歩くことが可能です（SD カードの対応容量はファームウェアアップデートと市販の SD カード容量により、将来的

に増える可能性があります）。 

 

 

 

 

 

 

[OPUS#1S カードスロット写真] 

※SDXC の規格上の最大値は 2TB。SD カード 256GB は発売時(2017 年 12 月時点)入手できる最大容量。 

※MicroSD カードは別売りです。SDXC 対応、exFAT/NTFS をサポート。 Samsung micro SDXC 256GB で動作確認

済（すべての MicroSD カードでの動作を保証するわけではありません） 

 

●シーンによって色合いの変わる２つのカラー 

軽量化と取り扱いの良さを重視し、ボディは強化 ABS 及び強化ガラスを採用。本体カラーは美しく高級感があり、照

明によって印象が変わるラピスブルー（Lapis Blue）とミッドナイトパープル（Midnight Purple）の 2 つのカラーを用意。落ち

着いたシックな色合いはどんなシーンでも絶妙にマッチします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRESS RELEASE 
 

●本体カラーに合わせた高級本革ケース（別売りオプション） 

カラーはネイビーとパープルでそれぞれの本体カラーに合わせました。しっかりとした本革でありながら、ぴったりと本体にフィット

し、その質感は使い込むほどに深みを増します。また、OPUS#1 でもお使いいただくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[オプションの本革ケース写真] 

 

 

 

 

 

audio-opus について 

audio-opus は 2004 年に韓国で設立され AV デジタル機器を中心に開発・製造販売している TheBIT 社のハイレゾ対応

オーディオ商品のブランドです。 TheBit 社は AV デジタル機器を中心に開発・製造販売している企業で、MP3、PMP、

Navi、Digital TV など ICT 機器設計及び開発をしています。MP３市場では世界初の量産型 MP3 の製造に成功し、その

製品は主に米国で高い評価を得ているほか、数々の製品において国内外に OEM 供給。現在では、ハイエンドのデジタル

オーディオプレイヤーの分野にも参入するなど、多岐に渡る製品を製造・販売しています。 

 

※本文書で述べられた製品および社名はそれぞれの所有者の商標または登録商標です。 
 

本リリースに関する報道関係の方からのお問い合わせ先 
共同ピーアール（株）担当：市川 

TEL : 03-3571-5326  Email : n-ichikawa@kyodo-pr.co.jp 
 
 

一般の方からのお問い合わせ先 
audio-opus 輸入総代理店（ユーザーサポート含む）： 
株式会社エムエムシー企画 インフォメーション事業部  

Email : info@audio-opus.jp   URL： www.audio-opus.jp 
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【参考資料】 

 

＜OPUS #１S の一般仕様＞ 

製品仕様 

製品名（型番） Opus#1S（HA-520-32G-LB(ラピスブルー)/MP(ミッドナイトパープル)) 

筐体 強化 ABS 及び強化ガラスボディ 

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

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（アップ、ダウン） 

対応オーディオファイル

形式 

WAV, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, MP3, OGG, AAC, APE(Normal, High, Fast)  
DSD (DFF,DSF) 

サンプリング周波数(量
⼦化ビット数) 

PCM : 8kHz ~ 192kHz (8/16/24bits)、ビット対ビット再⽣ 
DSD: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo/ DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo※ 
※DSD は PCM24bit/192kHz にコンバート 

イコライザー/エフェク

ト 
10 バンド、標準/ユーザー 1/2/3/4/5 

アルバムアート 対応 

ギャップレス再⽣ 対応 

再⽣モード 通常再⽣、シャッフル再⽣、リピート再⽣、1 曲リピート再⽣ 

プレイリスト 
楽曲、アルバム、アーティスト、ジャンル、フォルダー、お気に⼊り、ユーザープ

レイリスト 

歌詞表⽰ 対応（MP3） 

充電/データ転送 USB Micro-B ⼊⼒端⼦ (充電・データ転送兼⽤、Win/Mac) 
接続モード : MTP (メディアデバイス)または充電のみ 

出⼒端⼦ 3.5mm イヤホン出⼒ （光デジタル出⼒兼⽤）、LINE OUT モード対応 
2.5mm 4 極バランス出⼒、USB-Micro B デジタル出⼒(USB-audio/OTG） 

USB 出⼒機能 USB-OTG、USB-Audio Class2.0 対応、DSD ネイティブ対応（Dop64, DoP128） 

USB-DAC 機能 USB-Audio Class1.0 対応(※現⾏ファームウェアでは 16bit/48kHz まで） 
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バッテリー 4,000mAh/3.7V リチウムポリマー 

再⽣時間/充電時間 再⽣時間: 約 11 時間（44.1KHz 16bit, Vol.70, 32Ω、LCD オフ時） 
充電時間: 約 4 時間（USB 電源アダプター時) 

ストレージ 

内蔵：32GB 
外部： microSD カードスロット x2 (最⼤ 256GBｘ２※、SDXC: exFAT/NTFS 対
応) 
※SDXC の規格上の最⼤値は 2TB。SD カード 256GB は発売時⼊⼿できる最⼤容量。 

クロックソース/ジッタ

ー 
50ps(Typ) 

システム OS Android 5.1.1(カスタマイズ) 

対応 OS Windows 7,8,10(32/64bit), MAC OS x 10.9 以降 

⼨法 72mm(幅) x 112mm(奥⾏き) x 18mm(⾼さ) 

重量 190g 

オーディオ性能 

D/A コンバーター(DAC) CS43198(シーラスロジック) ｘ２（デュアル DAC） 

デコード 
24bit/192kHz まで対応 (Bit to Bit Decoding) 
※これより上の⾳源の場合は 24bit/192kHz にダウンコンバートして再⽣。 
※すべての⾳源の再⽣を保証するものではありません。 

周波数特性 ±0.026dB(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 125dB @ 1kHz, バランス / 123dB @ 1kHz, アンバランス   

クロストーク 142dB @ 1kHz, バランス / 140dB @ 1kHz, アンバランス 

THD+N 0.0005% ＠ 1kHz, バランス / 0.0007% @ 1kHz, アンバランス 

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

出⼒レベル 3.4Vrms バランス / 3.1Vrms アンバランス（無負荷時） 

ボリューム調整 150 段階 

※1 Samsung microSDXC 256GB にて動作確認済（すべての Micro SD カードでの動作を保証するものではありません。 

内容物 ： 
Opus#1S 本体 
MicroUSB ケーブル、液晶保護フィルム 
クイックガイド、製品保証書   以上 


