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         | 同梱品の確認
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       　※ 同梱品のイラストは実際の製品とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
　　　　   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。 

USB DAC 
ヘッドホンアンプ

Opus#11本体

 USB-A - microB USBケーブル (160mm)
(Apple Lightning USBカメラアダプタ接続用)

  ジェルパッド
(スマートフォンと重ねた際の滑り止め用)

iPhoneとの接続で必要となる
Lightning - USBカメラアダプタ

microB - microB USBケーブル(50mm)
 (Androidスマートフォン接続用)

microB - USB-A ケーブル (1.2M)
 (充電およびパソコンとの接続用)

 充電用電源アダプター5V 1.5A 

CHARGE

BAT. / CONNECT

製品保証書
クイックガイド

以下のものは本製品に含まれておりません。別途ご自分でお買い求めください。



CHARGE

BAT. / CONNECT

         | 各部の名称と機能
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USB 2.0 端子
(マイクロ5ピン)

充電ステータス LED
充電中： 赤く点灯
充電完了： 消灯

電源アダプタ端子
(5V/1.5A)

イヤホン端子
(3.5mm)

バッテリー残量
およびUSB接続ステータスLED

バッテリー残量
50%以上 :  青
49%~20% :  紫
19%~5% :  赤
5%未満 :  赤(点滅)

USB接続ステータス：
USB接続時に3秒間点滅



         | 本体の充電と電源の管理

    ※ 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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. 本体を充電する方法

お手持ちのパソコンの電源を入れ、付属のUSBケーブル(1.2m)でパソコンと本体のUSB端子を
接続するか、市販の別売り5V/1.5A電源アダプターを本体の電源アダプター端子に取り付
けます。
　・ 充電が開始されると「CHARGE」LEDが赤く点灯します。
　・ 充電が完了すると「CHARGE」LEDは自動的に消灯します。
　・ 充電中はバッテリー残量ステータスは表示されません。
　・ パソコンのUSBポートを使用して充電する場合、フル充電まで約4時間かかります。
　・ 5V/1.5Aの電源アダプターを使用して充電する場合、フル充電まで約2.5時間かかります。

イヤホン端子にイヤホンを取り付けることで本体は自動的に電源が入ります。
ご使用にならない場合は必ずイヤホンを取り外して、不要にバッテリーが消費されないよう
注意してください。
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PC
CHARGE

BAT. / CONNECT

OPUS#11 AC CHARGE

BAT. / CONNECT

OPUS#11

または

2. 本体の電源を入れる



         | 基本的な使い方

・ USB DACプレイヤーアプリについて

※ ご注意
本製品で高音質のハイレゾ音源の再生を楽しむには、各ソフトウェア会社からリリースされて
いる下記のUSB DACプレイヤーアプリをご使用のスマートフォンにインストールする必要があ
ります。下記のハイレゾ対応アプリは有料で提供されています。 

Android:  Onkyo HF Player  (Google Playにて購入できます。) 
 USB Audio Player Pro (Google Playにて購入できます。※音量設定で注意が必要）
 Neutron Music Player (Google Playにて購入できます。※DoP無効設定が必要)
                
iPhone: Hibiki (iTunes App Storeにて購入できます。)
 Onkyo HF Player (iTunes App Storeにて購入できます。)
 Neutron Music Player (iTunes App Storeにて購入できます。)

各アプリのご使用方法はアプリの提供元にお問い合わせください。
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Onkyo HF PlayerUSB Audio Player PRO

Hibiki NEUTRON MUSIC PLAYER
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         | スマートフォンとの接続とハイレゾ音源の再生

1.   製品同梱のmicroB - microB USBケーブル(50mm)を使ってスマートフォンのmicroUSB端子と
本体のmicroUSB端子を接続します。

2.   イヤホン端子にイヤホンを取り付けると本体の電源が自動的に入ります。スマートフォンと
の接続が確立するまで「USB接続ステータス(CONNECT)」LEDが5秒間点滅します。  

3. Google Playストアにていずれかのプレイヤーアプリを購入してハイレゾ音源の再生をお楽しみください。

1.   市販の「Apple Lightning USBカメラアダプタ」をご準備ください。(製品に同梱されていません。）

2. 製品同梱のUSB-A - microB USBケーブル (160mm)と「Lightning USBカメラアダプタ」を
接続して、microUSB側を本体に、Lightning端子をiPhoneに取り付けます。

3.  イヤホン端子にイヤホンを取り付けると本体の電源が自動的に入ります。iPhoneとの接続
が確立するまで「USB接続ステータス(CONNECT)」LEDが5秒間点滅します。  

4. iTunes Appストアにていずれかのプレイヤーアプリを購入してハイレゾ音源の再生をお楽しみください。

CHARGE

BAT. / CONNECT

CHARGE

BAT. / CONNECT

    ※ 必ず守ってください
イヤホンやヘッドホンを耳に装着した状態で接続操作をすることは絶対におやめください。
本製品には音量調節機能はありません。初めてご利用になる場合は、プレイヤーアプリの音
量を必ず最小の状態に設定してから再生を開始してからイヤホンに耳を近づけて音が出
ていることを確認してから音量を徐々に上げて適度な音量に調整してからイヤホンを耳に
装着してください。

・ Androidスマートフォンの場合

・ iPhoneの場合
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         | アプリの設定について

Settings → VOLUME → Volume control → Software volume control をチェックします。
※Hardware volume controlを選択した場合、アプリの不具合でアプリ画面上の音量スライダーバーが誤った表示となり
　バーをタップすることで最大音量になる場合がありますのでHardware volume Controlは絶対に設定しないでください。

・ AndroidスマートフォンでUSB AUDIO PLAYER PROをご使用の場合
各アプリの詳細情報はアプリの提供元のホームページ等を参照してください。

・ AndroidスマートフォンでOnkyo HF Playerをご使用の場合
設定 → USBオーディオ → バックグラウンドでボリューム変更を有効を「有効」に設定します。

最大音量が足りない場合
はメニューのHardware 
Volumeを選択して、マス
ターボリュームを調整し
てください。

ご注意
HF Playerで本機を初めてご使用
になる場合、HF PlayerがUSB機器
に設定しているデフォルトの音量
が高めになっているため、本機か
らの出力が大きな音量で再生さ
れます。初回使用時は必ずイヤ
ホンを耳に装着する前に音量を
下げてからイヤホンに耳を近づ
けて徐々に音量を上げて､適度
な音量に調整してからイヤホン
を耳に装着してください。
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         | アプリの設定について

「設定」→ 「オーディオハードウェア」で下記の項目を設定してください。

・ AndroidスマートフォンでNeutron Music Playerをご使用の場合

各アプリの詳細情報はアプリの提供元のホームページ等を参照してください。

・ iOSでOnkyo HF Player、HIBIKI、をご使用の場合
特定の設定をする必要はありません。
iPhoneのボリュームボタンを使用してください。

オーディオハードウェアを選択

USBドライバーについて
Neutron Music Playerでの初期設定では「ダイレクトUSBドライバー」が有効になっていないためOpus#11を接続しても
認識されません。上記の「ダイレクトUSBドライバー」を有効にすることでOpus#11がUSB DACとして認識されます。

DSD over PCM(DoP)設定についての注意事項
Neutron Music PlayerではDoP出力した場合、音量が最大になり調整することができま せん。DoP出力に設定した場合、
最大音量で再生されお使いのイヤホンや耳を痛める場 合があります。DoPの設定は必ず無効にしてください。

ハードウェアゲインを有効

下にスクロールして以下の項目を設定

ダイレクトUSBドライバー
を有効に設定

DSD over PCM (DoP)を
無効に設定

周波数を384000に設定



         | パソコンで使うには（ドライバのインストール方法）
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
"TheBIT_DriverSetup_v3.34.0.exe"をインストールする必要があります。ドライバソフトウェアは
http://www.audio-opus.com/jp/pages/firmware-update/からダウンロードできます。
ドライバのインストール後にOpus#11本体をパソコンに接続する際はイヤホン端子にイヤホンを
取り付けて本体の電源を入れてから付属のmicroB - USB-A ケーブル (1.2M)を使用して接続してください。
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1. ダウンロードしたファイルを解凍してから、
　"TheBIT_DriverSetup_v3.34.0.exe” 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。

3. 上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. 上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。

5. 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。

6.  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#11本体のイヤホン端子にイヤホンを取り付けて電源を入れて
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#11を認識して使用可能となります。
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。

http://www.audio-opus.com/jp/pages/firmware-update/


         | パソコンで使うには（ドライバのインストール方法）
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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#11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#11本体の電源が入っていることを確認してください。イヤホン端子にイヤホンを接続しなければ本体の電源はは

いりません。
2. Opus#11の電源が入った状態でパソコンと接続してください。
3. 上記手順でもOpus#11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。

Opus#11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#11」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。以上でインストールと設定は完了です。



         | THEBIT Control Panelについて
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Opus#11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。

ご注意
出荷時の標準ファームウェアはマスターボリュームの初期値が-55dBに設定されています。音量が小さいと感
じる場合はマスターボリュームを大きい値に調整してください。パソコンを再起動した場合はマスターボリュ
ームは初期値(-55dB)に戻ります。パソコンの起動時に都度調整してください。

主にパソコンで使用する場合はマスターボリュームの初期値が0dBに設定されているパソコンユーザー向け
ファームウェアをご使用ください。ファームウェアは下記リンクからダウンロードできます。

http://www.audio-opus.com/jp/pages/firmware-update/

ファームウェアのアップデート方法は12ページを参照してください。

[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。

THE BIT コントロールパネル 音量調節パネル

http://www.audio-opus.com/jp/pages/firmware-update/


         | ファームウェアのアップデート方法
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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
および動作方法が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。

(1) 準備
Opus #11のファームウェアはWindowsパソコンを使って更新できます。あらかじめ8ページの

「パソコンで使うには」の手順に従ってWindows用ドライバソフトをインストールしてから
Opus#11の電源を入れて（イヤホンジャックにイヤホンを接続すると電源が入ります）、Windows
パソコンにUSBケーブルで接続してWindowsパソコンがOpus#11を正しく認識させておきます。

(2) ファームウェアファイルの入手
ダウンロードサイト(http://www.audio-opus.com/jp/pages/firmware-update/)からOpus#11の最新の
ファームウェアファイルをダウンロードします。ダウンロードしたファイルはzipで圧縮されているの
で解凍して.binファイルを取り出しておきます。

(3) ファームウェア更新用プログラムを開く
ファームウェア更新用プログラム"THEBITUSBAudioDfu.exe"を開きます。
このプログラムはドライバソフトウェアをインストールしたフォルダ内にあります。デフォルトの
インストール先は"C:\Program Files\THEBIT\THEBT_Driver\THEBITUSBAudioDfu.exe"です。

Device欄に接続されているOpus#11の情報が表示されます。
"Current Firmware:"が現在のファームウェアバージョンです。

http://www.audio-opus.com/jp/pages/firmware-update/


         | ファームウェアのアップデート方法
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(4) ファームウェアファイルを選択してアップデート
① "Browse..."ボタンをクリックして手順(2)でダウンロード後に解凍した、拡張子binのファイルを選択します。
② Upgrade欄に"Ready for firmware update"と表示されることを確認します。
③ "Start"をクリックするとファームウェアのアップデートが開始されます。

④ アップデートが完了するとウィンドウ内に" Firmware upgrade finished successfully."と表示されます。 
⑤ "Current Firmware:"でバージョン情報が新しくいバージョンになっていることを確認します。

⑥ "Exit"をクリックしてアップデートプログラムを終了します。

以上で更新は終了です。

④

①
②

③

⑤

⑥



         | 製品の仕様

本体材質（デザイン)
寸法(mm)

重量
バッテリー容量

再生時間
CPU
DAC

出力インピーダンス
出力レベル

S/N比
クロストーク
THD+N特性
周波数応答

USB入力インターフェイス

対応オーディオファイル形式
　

入出力端子

LEDインジケーター

対応OS

同梱品

   アルミニウム（スリム） 7.9T
    56(幅) x103(奥行き) x 7.9(高さ)
    83g
    1,400mAh / 3.7V
    8.5時間
    XS1-U8A-64 (XMOS)
    Sabre32 ES9018K2M (32bit DAC)
    1.2Ω
    2.1Vrms(無負荷時)
    118dB @ 1kHz
    133dB @ 1KHz 
    0.005% @ 1kHz
    20Hz~20KHz (0.4dB)
    UAB AUDIO Class 2.0, アシンクロナス対応
    PCM: 最大32bit / 384kHz PCM
    DSD: ネイティブDSD
    DSD over PCM (DoP)対応
    DSD64 (2.8224MHz), DSD128 (5.6448MHz)
    DXD (24bit/352.8kHz))
     サンプルレート: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 
                                         192kHz, 358.2kHz, 384kHz
    USB 2.0入力端子(マイクロ、5ピン)
    ACアダプター接続端子 (5V/1/5A) ※
    3.5mm イヤホンジャック出力
    LED1: 充電ステータス LED
    LED2: バッテリーレベル/USB接続
    Windows XP/Vista/ 7/8.1
    Mac OS x10.6.4 以降
    Android(4.4 以降)
    iOS7/8/9

    USB　マイクロB-マイクロBケーブル (50mm)
    USB A-マイクロBケーブル (160mm)
    UABケーブル (1.2m): 充電およびパソコンとの接続用

主な仕様
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※本製品にはACアダプターとLightning USBカメラアダプタは付属しません。



         |  安全のための注意事項

本製品をご使用になる前に必ず下記の注意事項をご確認ください。本製品を下記の注意事項
に反して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および代理店は一切の補償および賠償の責任を負いません。

・ 分解、改造しないでください。分解、改造すると故障や傷害を負う可能性があります。不適切な使用や分解、改
造による故障や損傷については製品の保証期間に関わらず有償修理となります。

・ 水がかかなないようにご注意ください。また本製品の上に重いものを乗せないでください。内部でショートが
発生するなどの故障の原因になります。

・ 必ず同梱のUSBケーブルを使用してください。市販の粗悪なUSBケーブルを使用した場合にはデータ転送中
のエラー、パソコンで認識されない、充電の効率が悪い等の不具合の原因になります。

・ 本製品を熱を発生する機器や可燃性のものの近くに置かないでください。

・ 直射日光があたる場所や温度が40℃を越える場所に置かないでください。

・ 本製品を運転中や歩行中、屋外での活動中に使用しないでください。

・ 湿度が高いところに置かないでください。湿気が原因で故障した場合は保証期間に関わらず有償での修理とな
ります。また故障の程度によっては修理が不可能な場合もあります。

・ テレビ、スピーカー、モニター等の磁気を帯びたものの近くに置かないでください。

・ 薬品や洗剤を使用して清掃しないでください。製品の表面に深刻な痕や汚れが残る場合があります。

・ 5V/1.5AのmicroUSB電源アダプターを使用する場合は正しい向きでUSBケーブルを接続してください。誤った
向きで接続した場合は過電流などによりパソコンや本製品がショートするなどして故障の原因となります。

・ 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。 
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接続するスマートフォン等の機器は、メーカーによって仕様が異なるため、OTG機能（USB 
Host）がサポートされていない、USB周辺のノイズ対策の不備、その他接続機器側に問題があ
るなどOPUS#11の不良とは異なる場合の返品、交換等はお受けできませんのでご了承ください。

（すべての機器との接続を保証するものではありません。）　

・ 本製品の不適切な使用や操作により発生した損害、偶発的損傷、その他の故障に対して当社および代
理店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。

・ スマートフォン等の機器との接続やイヤホンの接続において誤った使用による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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         |  免責事項



         |  困ったときは

Q: 電源が入りません。 
A: バッテリーの残量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. 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. 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。

     2.   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。 

     3.   ご使用のスマートフォン等の機器のOTG機能が不完全な場合にUSB接続部分でノイズが発生する場合
があります。ノイズが発生する機器とは別の機器（パソコンやスマートフォン等）で本機を使用してノイ
ズが発生しないようであればノイズが発生する原因は本機ではなくご使用のスマートフォン等の機
器の性能と考えられます。ご使用のスマートフォン等の販売元にご相談ください。 

    ４.   ご使用アプリの音量設定、USB機器への出力設定、サンプル周波数設定などにご使用のスマートフォン
等の性能に依存してノイズが発生する場合があります。そのような場合はアプリの設定を変更してくださ
い。それぞれのアプリの設定内容についてはアプリの提供元に確認してください。

    5.   ハードウェアボリュームコントロール機能に対応していないプレイヤーアプリでは、DSDファイルを再生
する際にアプリのボリューム設定が最大になっていないとノイズが発生する場合があります。ボリューム
を調節するかアプリの設定を確認してください。アプリの設定内容についてはアプリの提供元に確認して
ください。

Q: スマートフォンで認識されません。
A: 1. 本機をご利用になるにはスマートフォン等の機器側でOTG機能(USB Host)がサポートされている

必要があります。ご使用の機器がOTG機能をサポートしていることを確認してください。
     2.   OTG機能がサポートされている機器であってもUSB機器の検出が自動で行われない場合があります。

本機を接続してもスマートフォン等の機器で認識されなかった場合は、USB機器の検出を手動で行っ
てください。USB機器の検出方法についてはご使用のスマートフォン等の機器のマニュアルを参照し
てください。
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         |  困ったときは

Q: DAP(Digital Audio Player)で音量が調節できません。
A: 1. 本機は音量調整機能がありませんのでDAPと接続して使用することはできません。DAPと接続した

場合の動作保証はしていません。DAPと接続できた場合でも音量調節ができずに最大音量になる
場合がありますのでご注意ください。

Q: プレイヤーアプリで再生中にも関わらず音が聞こえません。
A: 1. プレイヤーアプリで音量が最小かもしくは小さくなっていないかを確認してください。

     2.   プレイヤーアプリを一度終了してから再度開いて再生をしてみてください。

Q: パソコンで使用していますがプレイヤーアプリで音量を最大にしても音量が足りません。
A: 1. 出荷時の標準ファームウェアではマスターボリュームの初期値が-55dBに設定されています。音量が

小さいと感じる場合はマスターボリュームを大きい値に調整してください。パソコンを再起動した場
合はマスターボリュームは初期値に戻りますのでパソコン起動時に都度調整してください。

  主にパソコンで使用する場合はマスターボリュームの初期値が0dBに設定されているパソコンユーザ
ー向けファームウェアをご使用ください。ファームウェアは下記リンクからダウンロードできます。

  http://www.audio-opus.com/jp/pages/firmware-update/

  ファームウェアのアップデート方法は12ページを参照してください。

Q: 製品を使用していないのにバッテリー残量なくなります。
A: 1. 本機のイヤホン端子にイヤホンが接続されている場合は電源が入っています。スマートフォンと接

続していない状態でもバッテリーは消費されます。ご使用にならない場合は本機からイヤホンを取
り外してください。

その他：
本機をパソコンとUSB接続した場合は自動的に充電されます。
本機をスマートフォンと接続した場合は別売りの電源アダプターを取り付けた場合のみ充電されます。
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http://www.audio-opus.com/jp/pages/firmware-update%0D
http://www.audio-opus.com/jp/pages/firmware-update%0D


         |  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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