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箱の中身を確認する
1. 本体 (1)
2. リモコン (RC-904S) (1)、乾電池 (AAA/R03) (2)
3. FM室内アンテナ (1)
4. AM室内アンテナ (1)
≥ 取扱説明書 (本書 )
≥ 保証書 (1)

0 スピーカーはインピーダンスが4～16Ωのものを接続し
てください。なお、SPEAKERS A/B端子の両方に接続
する場合は、A/B端子ともインピーダンスが 8～ 16Ω
のものを接続してください。
0 電源コードは、すべてのケーブル接続が完了してから接
続してください。
0 他社製品との接続により生じたいかなる損害に対して
も、当社では責任を負いかねます。
0 お使いいただけるネットワークサービスやコンテンツ
は、ファームウェアのアップデートにより新しい機能が
追加されたり、サービスプロバイダーのサービス終了な
どによりご利用できなくなる場合があります。
0 ファームウェアアップデートの詳細については、弊社
ホームページなどでお知らせいたします。
0 仕様および外観は予告なく変更することがあります。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

32

4

1 音のエチケット
楽しい映画や音楽も、時間と場所によっ
ては気になるものです。
隣り近所への配慮を十分にしましょう。
特に静かな夜間には窓を閉めたり、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、快い生活環境を守り
ましょう。
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各部の名前各部の名前

前面パネル
1.Í ON/STANDBYボタン
2. MENUボタン : メニューを表示するときに使用します。

MEMORYボタン : AM/FM放送局を登録するときに使用します。
3.再生 (1)/一時停止 (;)、TUNING MODE ボタン : 
0 Music Server や USB 再生時に使用します。
0 AM/FM放送局の自動選局 / 手動選局の切り換えに使用します。

4. HYBRID STANDBYインジケーター : NET Stbyなどの本機がスタンバイ時に働く機能が
有効に設定されているときに、本機がスタンバイになると点灯します。

5.リモコン受光部：リモコンからの信号を受信します。
0 リモコンの受光範囲は距離が約 5 m、角度は上下 20° 、左右 30° 以内です。

6. DISPLAYボタン : 表示部の情報を切り換えます。
7. SLEEPボタン : スリープタイマーを設定します。 ボタンをくり返し押して、時間を選び

ます。30 分 /60 分 /90 分の中から設定した時間が経過すると、電源がスタンバイに切り
換わります。設定後に SLEEP ボタンを押すと、スリープになるまでの残り時間が表示
されます。

8. 表示部 (P5)
9. SETUPボタン : 本機をより深くお楽しみいただくための応用的な設定項目を表示部に
表示することができます (P28)。

10.カーソル (D / C / B / A)、ENTERボタン : カーソルで項目を選び、ENTERで決定し
ます。チューナー使用時には選局に使用します。

11. RETURNボタン : 設定中にひとつ前の表示に戻します。
12.VOLUMEダイヤル
13.PHONES端子 : 標準プラグ (Ø6.3 mm)のヘッドホンを接続します。
14.PURE AUDIO ボタン / LED : 表示部がオフになり、よりピュアな音質が楽しめる Pure 

Audio モードをオン /オフします。オンにすると LEDが点灯し、表示部は消灯、「Bass」
と「Treble」の設定は無効になります。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他
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15.DIMMERボタン :  表示部の明るさを3段階で切り換え
ることができます。完全に消灯することはできませ
ん。

16.SPEAKER A/Bボタン :音声を出力する端子を 
SPEAKERS A/B端子から選びます。

17. INPUTダイヤル : 再生する入力を切り換えます。 つま
みを回すと、BD/DVD→ CBL/SAT→ PC→ GAME→
TV/TAPE→ CD→ PHONO→ AM→ FM→ NET→
BLUETOOTHの順に切り換わります。

18.BASSダイヤル : 低音を調整します。
19.TREBLEダイヤル : 高音を調整します。
20.BALANCEダイヤル : 左右のスピーカーから出力され
る音のバランスを調整します。

21.BGM 1/2/3/4ボタン : AM/FMラジオのお好きな放送局
をプリセットできます (P23)。

22.USB端子 : USBストレージを接続して音楽ファイルを
再生します。USBケーブルを使用して、USB機器へ
の電源供給 (最大 5 V/0.5 A)も可能です。
0 5 V/0.5 A以上の電力が必要な HDDを接続する場合
は、後面の USB端子 ( 最大 5 V/1 A)に接続してく
ださい。

表示部
1. 現在選択されているスピーカーシステムが点灯します。
2. 次の状態のときに点灯します。
Ë: ヘッドホン接続時

: BLUETOOTH接続時
: Wi-Fi接続時

NET: 「NET」入力切換でネットワークに接続されているとき。
ネットワークに正しく接続されていないときは点滅します。
USB: 「NET」入力切換で USBが接続かつ選択されているとき。
USBが正しく接続されていないときは点滅します。
DIGITAL: デジタル信号が入力かつ選択されているとき。

3. 入力されているデジタル音声信号の種類に応じて点灯します。
4. 次の状態のときに点灯します。

TUNED: AM/FM放送局の受信時
FM ST: FM ステレオ局の受信時
SLEEP: スリープタイマーが設定されているとき
AUTO STBY: Auto Stby(P29)が設定されているとき

5. 消音中に点滅します。
6. スピーカー /チャンネル表示 : スピーカーの出力チャンネルを表示し
ます。

7.「NET」入力切換での操作時に点灯することがあります。
8. 入力信号のさまざまな情報を表示します。
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後面パネル
1. DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL端子 : 光デジタルケーブルまたは同軸デジタルケーブル
を使用して、外部機器のデジタル音声信号を入力します。

2.  REMOTE CONTROL端子 : RI端子付きオンキヨー製品と接続し、連動させる端子で
す (P10)。

3. USB端子 : USBストレージを接続して音楽ファイルを再生します。USBケーブルを使
用して、USB機器への電源供給 (最大 5 V/1 A)も可能です。

4. ETHERNET端子 : LANケーブル を使用して、ネットワークに接続します。
5.無線アンテナ : Wi-Fi接続を行う場合や、BLUETOOTH対応機器をご使用の場合に使用
します。接続状況に応じて、アンテナの角度を調整してください。

6. IR IN/OUT端子 : マルチルームリモートコントロールキットに接続する端子です。専用
の機器やケーブル配線が必要です。導入については専門の販売店にお問い合わせくださ
い。

7. 電源コード
8. GND端子 : レコードプレーヤーのアース線を接続します。
9. FM 75Ω/AM ANTENNA端子 : 付属の FM室内アンテナ、AM室内アンテナを接続しま
す。

10.LINE IN端子 : オーディオ用ピンケーブルを使用して、外部機器の音声信号を入力しま
す。

11. LINE OUT端子：カセットテープデッキなどの録音機器と接続する場合に使用します。
オーディオ用ピンケーブルを使用して、録音機器の LINE IN 端子と接続します。

12.PRE OUT端子：パワーアンプを接続することができます。
13.SUBWOOFER PRE OUT端子 : サブウーファーケーブルを使用して、アンプ内蔵サブ
ウーファーを接続します。

14.SPEAKERS端子 : スピーカーケーブルを使用して、スピーカーを接続します。A/Bの各
端子に、左右のスピーカーセットを１セットずつ接続できます。(バナナプラグに対応
しています。)

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他
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リモコン
1. Í ON/STANDBYボタン
2. INPUT SELECTOR ボタン : 再生する入力を切り換えます。
3. 再生操作ボタン : Music Server や USB再生、 RI接続された機器の再生操作に使用します。
0 、 、 ボタンは、 RI接続された機器の再生時にのみ使用できます。

4. REPEATボタン : Music Server や USB 再生時にリピート再生の操作に使用します。押すた
びに (1トラックリピート )、 (フォルダリピート )に切り換わります。

5. SPEAKER A/Bボタン :音声を出力する端子を SPEAKERS A/B端子から選びます。
6. カーソル (上 /下 /左 /右 )、ENTER ボタン : カーソルで項目を選び、ENTER で決定し
ます。

7. SETUPボタン : 本機をより深くお楽しみいただくための応用的な設定項目を表示部に
表示することができます (P28)。 

8. CH (i/j)ボタン : 登録した AM/FM放送局を選びます。
9. 数字ボタン
10.DISPLAYボタン : 表示部の情報を切り換えます。再生中にくり返し押すと、入力ソース
や音量、入力フォーマットなどの情報が表示されます。

11. DIMMERボタン : 表示部の明るさを 3段階で切り換えることができます。完全に消灯す
ることはできません。

12.RANDOMボタン : Music Server や USB 再生時にランダム再生の操作に使用します。押
すたびに (ランダム )をオン /オフします。

13.MENUボタン : メニューを表示するときに使用します。
14.RETURNボタン : 設定中にひとつ前の表示に戻します。
15.AUDIOボタン : 「Bass」、「Treble」などの設定を行えます (P26)。 
16.VOLUMEボタン
17.MUTINGボタン : 一時的に消音します。もう一度押すと消音状態を解除できます。
18.CLR ボタン : 文字入力時に、入力した文字をすべて消去します。
19.SLEEPボタン : スリープタイマーを設定します。 ボタンをくり返し押して、時間を選び
ます。30 分 /60 分 /90 分の中から設定した時間が経過すると、電源がスタンバイに切り
換わります。設定後に SLEEP ボタンを押すと、スリープになるまでの残り時間が表示
されます。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他
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接続する

Step1: スピーカーを接続する
スピーカーシステムはスピーカー A およびスピーカー B
の 2系統接続することができます。1 セット接続する場合
は、SPEAKERS A 端子に接続します。1セットの場合は
インピーダンスが 4 ～ 16Ωのスピーカーを使用してくだ
さい。
なお、SPEAKERS A/B 端子の両方に接続する場合は、A/B 
端子ともインピーダンスが 8 ～ 16Ω のものを接続してく
ださい。
スピーカーケーブルの芯線がスピーカー端子からはみ出さ
ないように接続してください。芯線がリアパネルに接触し
たり、＋側と－側が接触すると保護回路が動作します。

(＊ ) SUBWOOFER PRE OUT端子にアンプ内蔵サブウー
ファーを接続して、低音域の再生能力を、さらに増
強することができます。接続の際は、サブウー
ファーケーブルを使用してください。なお、音声出力
するスピーカーがスピーカー Bのみの場合は、アンプ
内蔵サブウーファーから音声出力されません。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

a
a

スピーカー Bスピーカー A

(12 mm)

＊

左 右 左 右

a スピーカーケーブル

設定が必要です
0 スピーカー B システム として接続した場合、ス
ピーカー A システムと同じ音声を、A/B/A+B で
切り換えて出力することができます。切り換え
操作は、リモコンの SPEAKER A/Bボタンで行
います。押すたびに SPEAKER A、SPEAKER 
B、SPEAKER A+Bの順に切り換わります。
0 接続するスピーカーの中に 4 Ω 以上 6 Ω 未満の
スピーカーが 1 台でもあるときや SPEAKERS A/
B 端子の両方にスピーカーシステムを接続する
場合は、初期設定の完了後に、セットアップ メ
ニューで設定が必要です。リモコンの SETUPボ
タンを押し、「3. Hardware」 - 「SpImpedance」
を「4Ω」にしてください。(P29)
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Step2: 外部機器と接続する
1. DIGITAL IN接続
光デジタルケーブルまたは同軸デジタルケーブルを使用し
て、外部機器と接続します。なお、OPTICAL 1 (GAME)端
子は、外部機器で再生を始めると、本機の電源がオンにな
り、INPUT SELECTORも自動で切り換わる
「Opt1Wakeup機能」を装備しています。(P30)
0「Opt1Wakeup機能」の初期値は「Off」です。機能を有
効にするには、リモコンの SETUPボタンを押して表示
されるセットアップメニューで、「3. Hardware」 - 
「Opt1Wakeup」を「On」にしてください。(P30)
0 DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL端子から入力される音
声は、PCM音声にのみ対応しています。外部機器の音
声出力を PCM出力に設定してください。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

ゲーム機

b
a

ブルーレイディスク /
DVDプレーヤー

a 光デジタルケーブル、b 同軸デジタルケーブル
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2. LINE IN接続
オーディオ用ピンケーブルを使用して、外部機器と接続し
ます。PHONO端子には、MM型のカートリッジを使用し
たレコードプレーヤーを接続することができます。
0 レコードプレーヤーがフォノイコライザーを内蔵してい
る場合は、PHONO 端子以外の LINE IN 端子のいずれか
に接続します。また、MC 型カートリッジを使用したレ
コードプレーヤー の場合は、MC カートリッジ対応の
フォノイコライザーを本機とレコードプレーヤー の間
に介して、PHONO端子以外の LINE IN 端子のいずれか
に接続します。

レコードプレーヤー にアース線がある場合は、
GND端子に接続します。

0 別売りのRI端子付きのオンキヨー製品と本機を、RIケー
ブルおよびオーディオ用ピンケーブルで接続すると、電
源オンや入力切り換えが連動したり、本機のリモコンで
接続した製品を操作できます。詳細は RI端子付き製品
の取扱説明書をご覧ください。
0 製品によっては、RI接続をしても、一部の機能が働
かないことがあります。
0 RIドックを接続する場合は、システム連動を動作さ
せるために本機の入力切換の名前を変更する必要が
あります。GAME入力切換を選び、本体表示部に
「GAME」を表示させます。次に本体の RETURNボ
タンを 3秒間押し続けて、「DOCK」に表示を切り換
えてください。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

CDプレーヤー

a

レコードプレーヤー

a オーディオ用ピンケーブル 
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Step3: その他の接続
1. ネットワーク接続
本機は有線 LAN またはWi-Fi (無線 LAN) を使用して、
ネットワークに接続できます。ネットワークに接続する
と、インターネットラジオなどのネットワーク機能を楽し
むことができます。有線 LAN で接続する場合は、イラス
トのようにルータと ETHERNET端子を LANケーブル で
接続してください。Wi-Fi で接続するには、初期設定 
(P12)で「Wi-Fi」を選んだあと、お好みの設定方法を選ん
で設定してください。

2. アンテナ接続
受信しながら、もっとも聴き取りやすい位置にアンテナを
設置してください。FM 室内アンテナは画びょうなどで壁
面に設置してください。

    FM室内アンテナ

3. 電源コードの接続
電源コードはすべての接続が完了してから接続してくださ
い。

音質向上のため、電源の極性を合わせます。電源プラグの
目印線がある側 (＊ )をコンセントの溝の長い方に合わせ
て差し込んでください。コンセントの溝の長さが同じ場合
は、どちらを接続してもかまいません。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

＊

2

d

a

c

FM

AM

b

a  AM 室内アンテナ、b FM室内アンテナ、c LANケーブル、d 電源コード
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初期設定電源オンと初期設定
起動について  :  Íボタンを押すと、表示部に「Now 
Initializing...」が表示されます。その後、「Now 
Initializing...」表示が消えると、操作が可能になります。

Wi-Fi接続の設定
初めて電源をオンにすると、Network Setup表示が自動で
表示され、Wi-Fi 接続を簡単な操作で行うことができます。

設定は、リモコンのカーソルで項目を選び、ENTERボタ
ンで決定します。

0 ひとつ前の表示に戻るには、RETURN ボタンを押しま
す。

1.「Network Setup」が表示された状態で ENTERボタンを
押します。

2. Wi-Fi接続の設定を行う場合は「Wi-Fi」を、LANケー
ブルで接続している場合は、リモコンのカーソルの上 /
下ボタンで「Wired(Exit)」を選んで ENTERボタンを押
します。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

Network Setup

1 2

Network Setup

Wi-Fi

Wired ( Exit )
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3.「Wi-Fi」を選んだ場合は、リモコンのカーソルの上 /下ボ
タンで設定方法を選んで ENTERボタンを押します。

0 初期設定をやりなおすには、リモコンの SETUP ボタン
を押して、「5. Network」-「Wi-Fi」を「On」にしてく
ださい。その後、「Wi-Fi Setup」を選びます。

■ Scan Networks
無線 LANルータなどのアクセスポイントの SSIDの一覧
から、任意の SSIDを選び設定します。
1.リモコンのカーソルの上 /下ボタンで接続するアクセス
ポイントの SSIDを選んで、ENTERボタンを押します。

2.リモコンのカーソルの上 /下ボタンで「Enter 
Password」または「Push Button」を選んで、ENTER
ボタンを押します。アクセスポイントに自動設定ボタン
が装備されている場合は「Push Button」を選ぶことで、
パスワードの入力を行わずに設定することができます。

3.「Enter Password」を選んだ場合は、アクセスポイント
のパスワードを入力します。文字の入力方法は「文字入
力の操作」(P14)をご参照ください。
「Push Button」を選んだ場合は、アクセスポイントの自
動設定ボタンを必要な時間長押しした後に、リモコンの
ENTERボタンを押します。

4.「Now Connecting」が表示された後、Wi-Fi設定が完了

すると、表示部の表示が切り換わります。
0「Retry」が表示された場合は、リモコンの ENTERボ
タンを押して、もう一度設定を行ってください。

アクセスポイントが表示されない場合は
リモコンのカーソルの右ボタンを押して、「Other...」を選
んだあと、ENTERボタンを押します。接続するアクセス
ポイントの SSIDを入力して設定します。
1. SSIDを入力します。文字の入力方法は「文字入力の操
作」(P14)をご参照ください。

2. リモコンのカーソルの上 /下ボタンで認証方法を選ん
で、ENTERボタンを押します。

0「None」を選んだ場合は、手順 3に進みます。
「WEP」、「WPA」または「WPA2」を選んだ場合は、
パスワードを入力します。

3.「Now Connecting」が表示されたあと、設定が完了する
と、表示部の表示が切り換わります。
0「Retry」が表示された場合は、リモコンの ENTERボ
タンを押して、もう一度設定を行ってください。

■ Use iOS device
お使いの iOS端末のWi-Fi設定を本機に共有して設定しま
す。 本機は iOS7以降のバージョンの iOS端末に対応して
います。
1. iOS端末をWi-Fi接続します。
2. iOS端末の画面で「新しい AIRPLAYスピーカーを設定

...」の項目から本機を選び、「次へ」を選びます。
0 本機は「Onkyo TX-8250 XXXXXX」と表示されます。 

3. 本機の表示部に「Now Connecting」が表示された後、
Wi-Fi設定が完了すると、表示部の表示が切り換わりま
す。iOS端末画面で「完了」を選んでください。

Scan  Networks

Use iOS  Device

My  SSID

Enter Password

Push Button

Security  : WPA2

Security  : WPA

Security  : WEP

Security  : None

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

SN29403236_TX-8250_Ja_1707XX.book  13 ページ  ２０１７年８月１日　火曜日　午前８時５８分



14

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

文字入力の操作
パスワード入力など、文字の入力は以下の
手順で行います。

1. リモコンのカーソルの上 /下 /左 /右ボタ
ン (a)で文字や記号を選びます。

2. ENTERボタン (a)を押して、選択した
文字を決定します。この操作を繰り返
して、文字を入力します。
0 CAPSボタン (b)を押すと、大文字 /小
文字など入力できる文字が切り換わ
ります。
0 CLRボタン (c)を押すと、入力したす
べての文字を削除できます。

3. 入力が終わったら、上 /下 /左 /右ボタ
ン (a)で「OK」を選び、ENTERボタン
(a)を押します。

入力できる文字

Space (スペース ) : 1文字分のスペースを
入力します。

A/a: 表示する文字が切り換わります。(a
→ A)

c
b

a
abcdefghi jk lm

A /  a      B  S  O K

← ( 左 ) / → ( 右 ) :カーソルを移動すると
きに選びます。

BS ( バックスペース ) : カーソル位置から、
左側の文字を削除します。カーソル位置は
左に動きます。

OK : 入力した内容を確定します。
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再生する

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

接続した機器の音声を再生する

基本の操作
ブルーレイディスクプレーヤーなどの外部
機器の音声を本機で再生することができま
す。

本機の電源がオンの状態で次の操作を行っ
てください。
1.接続した端子名と同じ名称のリモコン
の入力切換 ボタン (a) を押して、入力
を切り換えます。
例えば、BD/DVD 端子に接続した機器
を再生する場合は、BD/DVD ボタンを
押します。TV の音声を聴くには TV/
TAPE ボタンを押します。

2.接続した機器を再生します。

21

a

BLUETOOTH®

スマートフォンなどの BLUETOOTH対応
機器の音声をワイヤレスで再生することが
できます。本機の電源がオンの状態で次の
操作を行ってください。

ペアリング
1. BLUETOOTHボタンを押すと、表示部
に「Now Pairing... 」が表示され、ペア
リングモードになります。

2. BLUETOOTH 対応機器の BLUETOOTH 
機能を有効 (オン ) にして、表示される
機器から本機を選びます。パスワード
を要求された場合は、「0000」を入力し
てください。
0 本機は「Onkyo TX-8250 XXXXXX」
と表示されます。
0 別の BLUETOOTH 対応機器と接続す
る場合は、「Now Pairing...」が表示さ
れるまで BLUETOOTHボタンを長押
しして、2 の操作を行います。本機は
最大 8 台のペアリング情報を記憶で

きます。
0 約 15 m圏内で通信できます。なお、
すべての BLUETOOTH 対応機器との
接続動作を保証するものではありま
せん。

再生する
1. BLUETOOTH 対応機器の接続操作を行
います。
本機の入力が自動で「BLUETOOTH」
に切り換わります。

2.音楽ファイルを再生します。
BLUETOOTH 対応機器のボリュームは
適度に大きくしてください。
0 BLUETOOTH ワイヤレス技術の特性上、
本機での再生音は BLUETOOTH 対応機
器での再生音と比べてやや遅れること
があります。

1

Onkyo TX-8250 XXX

2 3

Now Pairing . . .
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> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

インターネットラジオ

本機をインターネットに接続されたネット
ワークに接続すると、TuneIn Radioや
radiko.jpなどのインターネットラジオサー
ビスをお楽しみいただけます。

0 インターネットラジオサービスを再生
するには、ネットワークがインター
ネットに接続されている必要がありま
す。
0 インターネットラジオサービスによっ
ては、事前に PCなどからユーザー登録
が必要な場合があります。各サービス
の詳細については、各サービスのホー
ムページをご確認ください。
0 radiko.jp で、お使いの地域以外の放送
局を選ぶには、radiko.jp プレミアムへ
の会員登録が必要です。詳しくは
radiko.jp のホームページでご確認くだ
さい。
0 お使いいただけるネットワークサービ
スやコンテンツは、ファームウェアの

アップデートにより新しい機能が追加
されたり、サービスプロバイダーの
サービス終了などによりご利用できな
くなる場合があります。

再生する
本機の電源がオンの状態で次の操作を行っ
てください。
1. リモコンの NETボタン (a)を押します。
2. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (b)で
「TuneIn Radio」などを選び、ENTER
ボタン (b)を押します。

3. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (b)で
ラジオ局や番組を選び、ENTERボタン
(b)で再生します。
0 ひとつ前の表示に戻るには RETURNボ
タン (c)を押します。

radiko.jpの番組表機能について ： 
1. radiko.jpの再生中に ENTERボタン (b)
を押します。

2. 表示部で「Today’s Program (今日の番
組表 )」などのメニューを選んで、
ENTERボタン (b)を押します。

TuneIn Radio

21

radiko.jp

TuneIn Radio

radiko.jpプレミアムのアカウントでログ
インする ：
radiko.jpプレミアムの会員登録をされてい
る場合、本機からログインすると、お使い
の地域以外の全国各地の放送局を聴くこと
ができます。radiko.jpでお使いの地域以外
の放送局を選んで ENTER ボタン (b) を押
したあと、以下の操作でログインしてくだ
さい。
1. 表示部に「Enter your Email address」
と表示されるので、ENTER ボタン (b) 
を押します。

2. 会員登録に使用したメールアドレスを
入力します。文字の入力方法は「文字
入力の操作」(P14)をご参照ください。

3. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (b)
で「OK」を選び、ENTERボタン (b)を
押します。

4. 表示部に「Enter your Password」と表
示されるので、ENTER ボタン (b) を押
してパスワードを入力します。

5. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (b)
で「OK」を選び、ENTERボタン (b)を
押します。

>Enter your Em

>Enter your Pa

b

c

a
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追補情報 | 応用的な設定 | その他
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インターネットラジオサービスのメ
ニューについて
特定の放送局をお気に入り登録したり、お
気に入り登録した放送局を削除したりする
ことができます。表示されるメニューは、
選択中のサービスによって異なります。
放送局の再生中にリモコンの MENUボタ
ンを押すと、表示部にメニューが表示され
ます。
操作は、リモコンのカーソルの上 /下ボタン
でメニューを選び、ENTERで決定します。

TuneIn Radioアカウントについて
TuneIn Radioのホームページ
(tunein.com）でアカウントを作成し、本
機からログインするとホームページ上で
フォローしたお気に入りのラジオ局や番組
が、本機の「My Presets」に自動的に追加
されます。「My Presets」は TuneIn Radio
の次の階層に表示されます。
「My Presets」に追加されたラジオ局を表
示するには、本機の操作においても
TuneIn Radioにログインする必要があり
ます。ログインは本機の「TuneIn Radio」
のトップリストから「Login」-「I have a 
TuneIn account」を選び、ユーザー名とパ
スワードを入力してください。
0 本機で「Login」を選ぶと表示される登
録コードを使って、TuneIn Radioホー
ムページのマイページからデバイスの
関連付けを行うと、「Login」-「Login 
with a registration code」から、ユー
ザー名とパスワードの入力を省略して
ログインすることができます。
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Spotify

本機をスマートフォンやタブレットと同じ
ネットワークに接続すると、Spotify 
Connectの再生が可能になります。
0 Spotify Connectを再生するには、

Spotifyアプリをスマートフォン、タブ
レットにインストールする必要があり
ます。また、Spotifyのプレミアムアカ
ウントの取得が必要です。
– Spotify の設定操作についてはこちら: 

www.spotify.com/connect/

再生する
1.スマートフォンを本機がネットワーク
接続しているアクセスポイントにネッ
トワーク接続します。

2. Spotifyアプリを起動します。
3. Spotifyアプリ上で曲を再生し、再生操
作画面に切り換えたうえで、画面下部
の「接続可能なデバイス」をタップし
ます。

4.本機を選択します。
5.自動で本機の電源がオンになり、入力
切換が NETに切り換わって Spotifyの
ストリーミング再生が始まります。

0 セットアップメニューで「3. Hardware」
-「NET Stby」を「Off」にしているとき
は、手動で本機の電源をオンにして、
リモコンの NETボタンを押します。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

Wi-Fi
Device

接続可能なデバイス

接続可 Onkyo TX-8250 XXX

1 22 43
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AirPlay®

基本の操作
本機と同じアクセスポイントに接続した
iPhone®、iPod touch®、iPad®の音楽ファ
イルをワイヤレスで楽しむことができま
す。
0 iOS端末の OSは最新のバージョンに
アップデートしてください。
0 iOSのバージョンによっては、iOS端末
側の操作画面や操作手順が異なる場合
があります。詳しくは iOS端末の操作
説明をご参照ください。

1. iOS端末をアクセスポイントに接続しま
す。

2. NETボタンを押します。
3. iOS 端末の音楽再生アプリの再生画面で

AirPlayアイコン をタップして、表示
される機器から本機を選択します。

4. iOS端末の音楽ファイルを再生します。
0 お買い上げ時の状態では NET Stby機能
がオンに設定されており、上記の 3、4
の操作を行うと、本機の電源オンと
「NET」入力切換が自動で行われます。
スタンバイ時の消費電力を下げるには、
リモコンの SETUPボタンを押して表示

されるセットアップメニューで、「3. 
Hardware」–「NET Stby」を「Off」に
してください。
0 AirPlayワイヤレス技術の特性上、本機
での再生音は AirPlay対応機器での再生
音と比べてやや遅れることがあります。

また、iTunes (Ver. 10.2以降 )を搭載した
PCの音楽ファイルも再生することができ
ます。操作は、本機と PCが同じネット
ワークに接続していることを確認したうえ
で、本機の NETボタンを押します。次に
iTunesの AirPlayアイコン をクリック
して、表示される機器から本機を選び、音
楽ファイルを再生します。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

Wi-Fi
Onkyo TX-8250 XXXXXX

iPhone

1 22 243

（例） iOS 10
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USBストレージ

基本の操作
USBストレージに記録された音楽ファイ
ルを再生することができます。

本機の電源がオンの状態で次の操作を行っ
てください。
1.本機の前面パネルまたは後面パネルの

USB 端子に音楽ファイルが入った USB 
ストレージを接続します。

2.リモコンの NET ボタン (a)を押します。
3. リモコンのカーソルの上 /下ボタンを押
して、表示部で「USB Front」または
「USB Rear」を選び、ENTER ボタン
(b)を押します。
0 表示部の「USB」が点滅する場合は、

USB ストレージが正しく接続されて
いるか確認してください。
0 表示部に「Connecting...」が表示さ
れている間は、本機と接続している
USB ストレージを抜かないでくださ
い。データ破損や故障の原因になり
ます。

4.読み込み完了後に、リモコンの ENTER 
ボタン (b)を押します。

5. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (b)を
押して、フォルダや音楽ファイルを選
び、ENTER ボタン (b)を押して再生を
始めます。
0 ひとつ前の表示に戻るには RETURNボ
タン (c)を押します。
0 本機のUSB端子はUSB2.0 規格に準拠し
ています。再生するコンテンツによっ
ては、転送速度が足りずに音途切れな
どが発生する場合があります。

対応音声フォーマットについて
本機で再生できる音楽ファイルのフォー
マットは次のとおりです。なお、著作権保
護された音声ファイルは本機では再生でき
ません。

MP3 (.mp3/.MP3): 
0 対応フォーマット : MPEG-1/MPEG-2 

Audio Layer-3
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz
0 対応ビットレート : 8～ 320 kbpsおよび

VBR

WMA (.wma/.WMA): 
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz
0 対応ビットレート : 5～ 320 kbpsおよび

VBR
0 WMA Pro/Voice/WMA Lossless非対応

WAV (.wav/.WAV): 
WAVファイルは非圧縮の PCMデジタル
オーディオを含みます。
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

USB Front

42 31

b

c

a
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kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、
192 kHz
0 量子化ビット : 8 bit、16 bit、24 bit

AIFF (.aiff/.aif/.AIFF/.AIF): 
AIFFファイルは非圧縮の PCMデジタル
オーディオを含みます。
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、
192 kHz
0 量子化ビット : 8 bit、16 bit、24 bit

AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/
.M4A/.MP4/.3GP/.3G2): 
0 対応フォーマット : MPEG-2/MPEG-4 

Audio
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz、88.2 kHz、96 kHz
0 対応ビットレート : 8～ 320 kbpsおよび

VBR

FLAC (.flac/.FLAC): 
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、
192 kHz
0 量子化ビット : 8 bit、16 bit、24 bit

Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4): 
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz、88.2 kHz、 96 kHz、 176.4 kHz、 
192 kHz
0 量子化ビット : 16 bit、24 bit

DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF): 
0 対応フォーマット : DSF/DSDIFF
0 対応サンプリングレート : 2.8 MHz、5.6 

MHz、11.2 MHz

0 VBR (可変ビットレート )で記録された
ファイルを再生した場合、再生時間が
正しく表示されないことがあります。

0 本機は USB再生における下記条件時で
のギャップレス再生に対応しています。
WAV、FLAC、Apple Lossless再生時、
同一のフォーマット、サンプリング周
波数、チャンネル数、量子化ビット数
が連続再生される場合

USBデバイスについて
0 すべての USBストレージとの動作を保
証するものではありません。
0 本機では USB マスストレージクラス規
格に対応している USBストレージを使
用できます。また、USBストレージの
フォーマットは、FAT16、FAT32に対
応しています。
0 USBストレージがパーティションで区
切られている場合、本機では複数の
USBストレージとして認識されます。
0 1フォルダにつき 20,000曲まで、フォル
ダは 16階層まで対応しています。
0 本機はハブおよびハブ機能付き USB機
器に対応していません。これらの機器
を本機に接続しないでください。
0 本機はセキュリティ機能付き USBスト
レージに対応していません。
0 USBストレージにACアダプターが付属
している場合は、ACアダプターをつな
いで家庭用電源でお使いください。
0 USBカードリーダーに挿したメディア
は、この機能で使えないことがありま
す。また、USBストレージによっては、
正しく内容を読み込めなかったりする
場合があります。
0 USBストレージの使用に際して、デー
タの損失や変更、ストレージの故障な
どが発生しても弊社は一切責任を負い
かねますので、あらかじめご了承くだ
さい。USBストレージに保存されてい
るデータは、本機でのご使用の前に

バックアップを取っておくことをおす
すめします。
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AM/FMラジオを聴く

本機に内蔵されたチューナーで、AM/FM
ラジオを受信することができます。本機の
電源がオンの状態で次の操作を行ってくだ
さい。

■放送局を選局する
自動で選局する
1.リモコンの TUNER ボタン (a)をくり返
し押して、「AM」または「FM」を選び
ます。

2.本体の TUNING MODE ボタンを押し
て、表示部に「TunMode：Auto」を表
示させます。

3. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (b)を
押すと、自動選局が始まり、放送局が
見つかると自動的に停止します。放送
局を受信すると、表示部の「TUNED」
が点灯します。FM ステレオ局を受信し
た場合は、「FM ST」が点灯します。

FM 放送を受信しにくいときは : 
次項の「手動で選局する」の操作を行って
ください。なお、手動で選局すると FM 放
送は受信感度に関係なくステレオ受信では
なくモノラル受信になります。

手動で選局する
手動で選局すると FM 放送は受信感度に関
係なくステレオ受信ではなくモノラル受信
になります。
1. リモコンの TUNER ボタン (a)をくり返
し押して、「AM」または「FM」を選び
ます。

2. 本体の TUNING MODEボタンを押し
て、表示部に「TunMode：Manual」を
表示させます。

3. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (b)を
押しながら、聴きたい放送局を選びま
す。
0 上 /下ボタンを押すごとに周波数が 1 
ステップずつ変わります。ボタンを

押し続けると、連続して周波数が変
わり、離すと止まります。

周波数を直接入力する
お聴きになりたい放送局の周波数を直接入
力する操作方法です。
1. リモコンの TUNER ボタン (a)をくり返
し押して、「AM」または「FM」を選び
ます。

2. リモコンの D.TUNボタン (d)を押しま
す。

3. リモコンの数字ボタン (c)で、8秒以内
に放送局の周波数を入力します。
0 87.5 (FM）を入力する場合、8、7、5
または 8、7、5、0と押します。間
違った番号を入力した場合は、再度
D.TUNボタンを押して、入力し直し
てください。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

1 2 3

TunMode : Auto

TunMode : Manual

d

a

c

b
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放送局を登録する

お好きな放送局を最大 40 局まで登録でき
ます。

登録する
登録したい放送局を受信した後、以下の操
作を行ってください。
1.本体の MEMORY ボタンを押して、表
示部のプリセット番号を点滅させます。

2.プリセット番号が点滅している間 ( 約 8 
秒間 )に、リモコンのカーソルの左 /右
ボタン (b)をくり返し押して 1 ～ 40 の
間で番号を選びます。

3.再度本体の MEMORY ボタンを押して
登録します。
登録すると、プリセット番号の点滅が
止まります。この手順をくり返して、
お好きな放送局を登録してください。

登録したプリセット局を選ぶ
1.リモコンの TUNER ボタン (a)を押しま

す。
2. リモコンのカーソルの左 /右ボタン (b)
を押して、プリセット番号を選びます。
0 CH (i/j)ボタンでも操作できます。

登録したプリセット局を削除する
1. リモコンの TUNER ボタン (a)を押しま
す。

2. リモコンのカーソルの左 /右ボタン (b)
を押して、削除したいプリセット番号
を選びます。

3. 本体のMEMORY ボタンを押しながら
TUNING MODEボタンを押して、プリ
セット番号を削除します。削除される
と、表示部から番号が消えます。

BGMボタンに登録する
お好きな放送局を本体の BGMボタンに 4 
局まで登録できます。BGMボタンに登録
すると、ワンタッチで受信できるようにな
ります。

登録したい放送局を受信した後、以下の操
作を行ってください。

1. 本体の BGM 1～ 4のいずれかのボタン
を長押しします。
表示部に「Preset Written」と表示され、
受信している放送局が登録されます。
すでに放送局が登録されている場合は
上書きされます。なお、BGM 1～ 4ボ
タンは、それぞれプリセット番号の 37
～ 40に登録されます。
0 登録した放送局を聴くときは、BGM 1
～ 4ボタンを押します。本体がスタン
バイ時でも、これらのボタンを押すと
電源が入って放送を受信します。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他
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FM  87.5 MHz         1

a

b
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> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
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Music Server

本機と同じネットワークに接続した PCや
NASに保存された音楽ファイルをスト
リーミング再生することができます。
0 Music Server機能で対応しているネット
ワークサーバーは、Windows Media® 
Player 11 または 12 などのサーバー機
能を備えたプレーヤーがインストール
された PC、またはホームネットワーク
機能対応の NAS です。なお、PCの場
合は、Windows Media® Playerのライブ
ラリに登録されている音楽ファイルの
みが再生できます。
0 Music Server機能でWindows Media® 

Player 11 または 12 をお使いの場合は、
PCで事前の設定が必要です。

■Windows Media® Playerの設
定
Windows Media® Player 11の場合
1. PCの電源を入れ、Windows Media® 

Player 11を開きます。
2.「ライブラリ」メニューから「メディア
の共有」を選んで、ダイアログを開き
ます。

3.「メディアを共有する」のチェックボッ
クスにチェックを入れ、「OK」をクリッ
クして、対応機器を表示させます。

4. 本機を選び、「許可」をクリックして、
本機のアイコンにチェックを付けます。

5.「OK」をクリックして、ダイアログを閉
じます。
0 Windows Media® Playerのバージョンに
よっては、選択する項目の名称が説明
と異なる場合があります。

Windows Media® Player 12の場合
1. PCの電源を入れ、Windows Media® 

Player 12を開きます。
2.「ストリーム」メニューから「メディア

Music Server

31 2 ストリーミングを有効にする」を選び、
ダイアログを開きます。
0 メディアストリームがすでに有効に
なっている場合は、「ストリーム」メ
ニューから「その他のストリーミング
オプション」を選ぶと、ネットワーク
内の再生機器一覧が表示されますので、
手順 4に進んでください。

3.「メディアストリーミングを有効にす
る」をクリックして、ネットワーク内
の再生機器一覧を表示させます。

4.「メディアストリーミングオプション」
で本機を選び、「許可」になっているこ
とを確認します。

5.「OK」をクリックして、ダイアログを閉
じます。
0 Windows Media® Playerのバージョンに
よっては、選択する項目の名称が説明
と異なる場合があります。

■再生する
事前に再生する音楽ファイルが保存されて
いるサーバー (Windows Media® Player 11、
Windows Media® Player 12、NASのいず
れか )を起動し、PCや NASが本機と同じ
ネットワークに接続されているか確認して
ください。

本機の電源がオンの状態で次の操作を行っ
てください。
1. リモコンの NETボタン (a)を押します。
2. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (b)
で「Music Server」を選び、ENTERボ
タン (b)で決定します。

3. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (b)
で目的のサーバーを選び、ENTERボタ
ン (b)を押します。

4. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (b)

で再生する音楽ファイルを選び、
ENTERボタン (b)で再生します。
0 ひとつ前の表示に戻るには RETURNボ
タン (c)を押します。
0 表示部に「No Item.」と表示される場合
は、ネットワークの接続が正しくされ
ているか確認してください。
0 サーバーの種類や共有設定によっては、
本機から認識できなかったり、サー
バーに保存された音楽ファイルを再生
できない場合があります。また、本機
ではサーバーにある写真や動画にはア
クセスできません。
0 サーバー内の音楽ファイルは、1フォル
ダにつき 20,000曲まで、フォルダは 16
階層まで対応しています。

b

c

a
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■ PCを操作してリモート再生す
る
ホームネットワーク内の PCを操作するこ
とにより、PCに保存された音楽ファイル
を本機で再生できます。本機では、
Windows Media® Player 12を介したリ
モート再生操作が行えます。
1. PCの電源を入れ、Windows Media® 

Player 12を開きます。
2.「ストリーム」メニューを開き、「プ
レーヤーのリモート制御を許可」に
チェックが入っていることを確認しま
す。「メディアストリーミングを有効に
する」をクリックして、ネットワーク
内の再生機器一覧を表示させます。

3. Windows Media® Player 12で再生する
音楽ファイルを選び、右クリックしま
す。別のサーバー内の音楽ファイルを
リモート再生する場合は、「その他のラ
イブラリ」から目的のサーバーを開き、
再生する音楽ファイルを選びます。

4.「リモート再生」から本機を選び、
Windows Media® Player 12の「リモー
ト再生」ウィンドウを開いて、本機で
再生を始めます。Windows® 8.1をお使
いの場合は、「リモート再生」をクリッ
クしてから本機を選びます。Windows® 
10をお使いの場合は、「デバイスキャス
ト」をクリックしてから本機を選びま
す。リモート再生中の操作は、PCの
「リモート再生」ウィンドウで行いま
す。

5.「リモート再生」ウィンドウの音量バー
で、音量を調整します。
0 リモート再生ウィンドウと本機の音量
値は一致しない場合があります。また、
本機で変更した音量は、「リモート再
生」ウィンドウには反映されません。
0 ネットワークサービスを使っていたり、

USBストレージの音楽ファイルを再生
している場合は、リモート再生できま
せん。
0 Windows®のバージョンによっては、選
択する項目の名称が説明と異なる場合
があります。

対応音声フォーマットについて
本機で再生できる音楽ファイルのフォー
マットは次のとおりです。なお、リモート
再生では FLAC、DSDには対応していま
せん。

MP3 (.mp3/.MP3): 
0 対応フォーマット : MPEG-1/MPEG-2 

Audio Layer-3
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz
0 対応ビットレート : 8～ 320 kbpsおよび

VBR

WMA (.wma/.WMA): 
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz
0 対応ビットレート : 5～ 320 kbpsおよび

VBR
0 WMA Pro/Voice/WMA Lossless非対応

WAV (.wav/.WAV): 
WAVファイルは非圧縮の PCMデジタル
オーディオを含みます。
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、
192 kHz
0 量子化ビット : 8 bit、16 bit、24 bit

AIFF (.aiff/.aif/.AIFF/.AIF): 
AIFFファイルは非圧縮の PCMデジタル
オーディオを含みます。
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、
192 kHz
0 量子化ビット : 8 bit、16 bit、24 bit

AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/
.M4A/.MP4/.3GP/.3G2): 
0 対応フォーマット : MPEG-2/MPEG-4 

Audio
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz、88.2 kHz、96 kHz
0 対応ビットレート : 8～ 320 kbpsおよび

VBR

FLAC (.flac/.FLAC): 
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、
192 kHz
0 量子化ビット : 8 bit、16 bit、24 bit

LPCM (Linear PCM): 
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz
0 量子化ビット : 16 bit

Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4): 
0 対応サンプリングレート : 44.1 kHz、48 

kHz、88.2 kHz、 96 kHz
0 量子化ビット : 16 bit、24 bit

DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF): 
0 対応フォーマット : DSF/DSDIFF
0 対応サンプリングレート : 2.8 MHz、5.6 

MHz、11.2 MHz

0 VBR (可変ビットレート )で記録された
ファイルを再生した場合、再生時間が
正しく表示されないことがあります。
0 リモート再生は、ギャップレス再生に
対応していません。
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AUDIO メニュー
再生中にリモコンの AUDIOボタンを押す
と、音質の調整などよく利用する設定を行
うことができます。

1. リモコンの AUDIO ボタン (c)を押しま
す。

2. リモコンのカーソルの上 /下 ボタン (a)
で項目を選びます。

3. リモコンのカーソルの左 /右ボタン (a)
で設定値を選びます。
0 ひとつ前の表示に戻るには RETURNボ
タン (b)を押します。

■ Direct
再生時にトーンコントロール回路をバイパ
スし、もとの音楽をピュアなまま出力する
Direct機能を有効 /無効に切り換えます。

■ Bass
低音域を強調したり、弱めたりします。
－ 10 dB～＋ 10 dBで 1 dBごとに選べま
す。(初期値：0 dB)
0 Pure Audio または Directモードのとき
は、設定できません。

■ Treble
高音域を強調したり、弱めたりします。
－ 10 dB～＋ 10 dBで 1 dBごとに選べま
す。(初期値：0 dB)
0 Pure Audio または Directモードのとき
は、設定できません。

■ Balance
左右のスピーカーから出力される音のバラ
ンスを調整します。
L＋ 10～ R＋ 10で 1 ステップごとに選
べます。(初期値：0)

a

c

b
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追補情報再生機能に関する追補情報
本機は、ご購入後のファームウェア (システムソフトウェ
ア）のアップデートや、製品の生産途中からのファーム
ウェアの切り替えによって、お使いいただける機能が取扱
説明書に記載されている内容から追加・変更されることが
あります。
追加・変更された再生機能や FireConnectの操作について
は、以下の参照先よりご覧ください。

http://www.onkyo.com/manual/sup/17onkply01.pdf

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他
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応用的な設定セットアップメニュー
本機をより深くお楽しみいただくための応用的な設定ができます。
1. リモコンの SETUPボタン (b)を押します。

2. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (a) で項目を選び、ENTERボタン (a) で決定します。
3. リモコンのカーソルの上 /下ボタン (a) でサブメニューを選びます。
4. リモコンのカーソルの左 /右ボタン (a)で設定値を選び、ENTERボタン (a)で決定しま
す。
0 ひとつ前の表示に戻るには RETURNボタン (c)を押します。

5. 設定を終了するときは、SETUPボタン (b)を押します。

1. DigitalAudio
各入力切換に割り当てられている、DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL端子の割り当て設定を
変更することができます。割り当てない場合は、「---」を選びます。

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他

1

COAX1 「BD/DVD」、「CBL/SAT」、「GAME」、「PC」、「CD」、「TV/
TAPE」、「PHONO」: DIGITAL IN COAXIAL 1 端子に任意の入力
切換を割り当てます。(初期値は「BD/DVD」)

1.DigitalAudio

a

b c
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0 デジタル入力から入力される PCM信号 (ステレオ /モノラル )のサンプリングレートは、
32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz/16 bit、20 bit、24 bit、176.4 kHz、
192 kHz/16 bit、20 bit、24 bitです。

2. Main Volume

3. HardwareCOAX2 「BD/DVD」、「CBL/SAT」、「GAME」、「PC」、「CD」、「TV/
TAPE」、「PHONO」: DIGITAL IN COAXIAL 2 端子に任意の入力
切換を割り当てます。(初期値は「CBL/SAT」)

OPT1 「BD/DVD」、「CBL/SAT」、「GAME」、「PC」、「CD」、「TV/
TAPE」、「PHONO」: DIGITAL IN OPTICAL 1 端子に任意の入力
切換を割り当てます。(初期値は「GAME」)

OPT2 「BD/DVD」、「CBL/SAT」、「GAME」、「PC」、「CD」、「TV/
TAPE」、「PHONO」: DIGITAL IN OPTICAL 2 端子に任意の入力
切換を割り当てます。(初期値は「TV/TAPE」)

Max Vol 音量が大きくなり過ぎないように最大値を設定します。「Off 
(初期値 )」、「50」～「99」から選びます。

POn Vol 電源を入れたときの音量を設定します。「Last (初期値 )」(スタ
ンバイ状態前の音量）、「Min」、「0.5」～「99.5」、「Max」から
選びます。
0 この設定値は、「Max Vol」の設定の値より高く設定できませ
ん。

HP Lvl ヘッドホンの出力レベルを調整します。「-12.0 dB」～
「+12.0 dB」から選びます。(初期値は「0.0 dB」)

SpImpedance 接続したスピーカーのインピーダンス (Ω)を設定します。
「4Ω」：接続したスピーカーの中に 1台でも 4Ω以上 6Ω未満
のスピーカーがある場合、または SPEAKERS A/B 端子の両方
にスピーカーシステムを接続する場合
「6Ω (初期値 )」：接続したスピーカーがすべて 6Ω以上の場合
0 SPEAKERS A/B端子の両方に接続する場合は、A/B端子とも
インピーダンスが 8～ 16Ωのものを接続してください。
0 インピーダンスは、ご使用になるスピーカーの背面や取扱説
明書でご確認ください。

Auto Stby 音声入力がない状態で本機を 20分間操作しなかった場合、自
動的にスタンバイ状態に移行させることができます。(「NET 
Stby」が有効になっているときは、消費電力の増加を最小限に
抑制する HYBRID STANDBYモードに移行します。)
「On」: 自動的にスタンバイ状態に移行させる場合。 「AUTO 
STBY」表示が点灯します。
「Off (初期値 )」: スタンバイ状態への移行をさせない場合
0 スタンバイ状態に移行する 30秒前に本体表示部に「Auto 

Stby」と表示されます。
NET Stby この機能を「On (初期値 )」にすると、本機をコントロールで

きるアプリケーションを使用して、ネットワーク経由で本機の
電源をオンにすることができるようになります。 
0「NET Stby」使用中は、本機がスタンバイ状態での消費電力
が増加しますが、必要最小限の回路のみが作動する HYBRID 
STANDBYモードに自動で移行して、消費電力の増加を最小
限に抑制します。
0 ネットワークへの接続が切断されると、消費電力の抑制のた
め「NET Stby」が無効になる場合があります。この場合は、
リモコンや本体の電源ボタンで電源をオンにしてください。
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4. Source

5. Network
0 DHCPで LANを構築している場合は「DHCP」の設定を「Enable」にして自動設定して
ください。また、各機器に固定 IPアドレスを割り当てる場合は、「DHCP」の設定を
「Disable」にして「IP Address」の設定で本機にアドレスを割り当て、サブネットマス
クとゲートウェイなどお使いの LANに関する情報を設定する必要があります。

BT Wakeup 本機がスタンバイ時に、BLUETOOTH対応機器と接続すること
により、本機を起動させる機能です。
「On」: この機能を使用する場合
「Off (初期値 )」: この機能を使用しない場合
0 この設定を「On」にすると、本機がスタンバイ状態での消
費電力が増加しますが、必要最小限の回路のみが作動する
HYBRID STANDBYモードに自動で移行して、消費電力の増
加を最小限に抑制します。
0「6. Bluetooth」-「AutoChange」を「Off」に設定している場
合、この設定は「Off」に固定されます。

Opt1Wakeup 本機がスタンバイ状態のときに OPTICAL1端子に音声入力があ
ると、自動的に検知して音声出力を行います。
「On」: 本機を起動して音声出力します。
「Off (初期値 )」: この機能を無効にします。
0 OPTICAL1端子にケーブルを接続し、この設定を有効にする
と、本機がスタンバイ状態での消費電力が増加しますが、必
要最小限の回路のみが作動する HYBRID STANDBYモードに
自動で移行して、消費電力の増加を最小限に抑制します。

Intelli 本機に接続された複数の機器で音量差がある場合の調整です。
設定する場合は任意の入力切換を選んでください。
「-12.0 dB」～「+12.0 dB」から選びます。他の機器と比べて音
量が大きい場合は jの値を、小さい場合は iの値で調整しま
す。音声を確認する場合は接続機器を再生してください。 (初期
値は「0.0 dB」)

Name Edit 各入力切換にわかりやすい名前を設定します。入力した名前が
本体表示部に表示されます。設定する場合は任意の入力切換を
選んでください。
文字の入力方法は「文字入力の操作」(P14)をご参照ください。
0 プリセットされた放送局に名前をつける場合は、リモコンの

TUNERボタンを押して AM/FMを選び、プリセット番号を
選びます。
0「NET」、「BLUETOOTH」の入力切換を選択時は、設定でき
ません。

Wi-Fi 無線 LAN対応ルータ経由で、本機をネットワークに接続しま
す。
「On」: 無線 LANで接続する場合
「Off (初期値 )」: 有線 LANで接続する場合

Wi-Fi Setup 「Start」が表示された状態で ENTERボタンを押して、無線
LANの設定を行います。
0「Wi-Fi」で「On」を選択したときのみ表示されます 。
0 Wi-Fi設定については、初期設定 (P12)をご確認ください。

SSID 接続しているアクセスポイントの SSID
Signal 接続しているアクセスポイントの信号強度
Stat 接続しているアクセスポイントの状態
MAC Address 本機のMACアドレスを確認します。

この値は機器固有のものであり、変更はできません。
DHCP 「Enable (初期値 )」: DHCPで自動設定する

「Disable」: DHCPを使わず手動設定する
「Disable」を選んだ場合、「IP Address」、「Subnet Mask」、
「Gateway」、「DNS Server」は手動で設定してください。

IP Address IPアドレスを表示・設定します。
Subnet Mask サブネットマスクを表示・設定します。
Gateway ゲートウェイアドレスを表示・設定します。
DNS Server DNSサーバー (プライマリ )を表示・設定します。
Proxy URL プロキシサーバーの URLを表示・設定します。
Proxy Port 「Proxy URL」入力時にプロキシサーバーのポート番号を表示・

設定します。
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0「Network」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。ネットワーク機能が起動
すると選べるようになります。

6. Bluetooth

0「Bluetooth」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。BLUETOOTH機能が起
動すると選べるようになります。

7. F/W Update

Friendly Name ネットワーク接続している機器側で表示される本機の機種名を
わかりやすい名前に変更します。
お買い上げ時の初期値は Onkyo TX-8250＊＊＊＊＊＊に設定
されています。(＊は機器固有の英数字が表示されます )
文字の入力方法は「文字入力の操作」(P14)をご参照ください。

AirPlay PW 入力したユーザーのみが AirPlayを利用できるよう最大 31桁の
パスワードを設定することができます。
文字の入力方法は「文字入力の操作」(P14)をご参照ください。

Network Check ネットワークの接続状態を確認します。
「Start」が表示された状態で ENTERボタンを押してください。

Bluetooth BLUETOOTH機能の使用 /不使用を設定します。
「On (初期値 )」: BLUETOOTH機能を使用して、BLUETOOTH
対応機器との接続を有効にします。BLUETOOTHに関する各種
設定を行う場合もこの設定を「On」にしてください。
「Off」: BLUETOOTH機能を使用しない場合

AutoChange BLUETOOTH対応機器側から本機に接続すると、本機の入力切
換を自動的に「BLUETOOTH」に切り換えることができます。
「On (初期値 )」: BLUETOOTH対応機器の接続に対応して、入
力切換を自動で「BLUETOOTH」にします。
「Off」 : この機能を無効にします。
0 自動的に入力切換が切り換わらない場合は、「Off」に設定し
て、手動で入力切換を設定してください。

Reconnect 入力切換を「BLUETOOTH」に切り換えると、自動的に最後に
接続していた BLUETOOTH対応機器と接続する機能です。
「On (初期値 )」: この機能を使用する場合
「Off」 : この機能を使用しない場合
0 ご使用の BLUETOOTH対応機器によっては、この機能が働か
ないことがあります。

Pairing Info 本機に保存されているペアリング情報を初期化することができ
ます。
「Clear」が表示された状態で ENTERボタンを押すと、本機に
保存されているペアリング情報が初期化されます。
0 BLUETOOTH対応機器側のペアリング情報は初期化されませ
ん。再度その機器と本機をペアリングする際は、
BLUETOOTH対応機器側のペアリング情報を消去してから
行ってください。ペアリング情報の消去については、
BLUETOOTH対応機器の取扱説明書をご参照ください。

Device 接続されている BLUETOOTH対応機器の名前が表示されます。
0「Stat」が「Ready」や「Pairing」の場合は、名前は表示され
ません。

Stat 接続されている BLUETOOTH対応機器の状態が表示されます。
「Ready」: ペアリングされていない
「Pairing」: ペアリング中
「Connected」: 接続完了

Notice 更新可能なファームウェアが存在する場合、ネットワーク経由
で更新を通知します。
「Enable (初期値 )」: 通知する場合
「Disable」: 通知しない場合

Ver 現在のファームウェアのバージョンを表示します。
Update via NET ネットワーク経由でファームウェアを更新するときに ENTER

ボタンを押して選択します。
0 インターネットに接続していない場合や、更新可能なファー
ムウェアが存在しない場合は、この設定は選択できません。

Update via USB USB経由でファームウェアを更新するときに ENTERボタンを
押して選択します。
0 USBストレージを接続していない場合や、USBストレージに
更新可能なファームウェアが存在しない場合は、この設定は
選択できません。
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0「Firmware Update」が選択できない場合は、しばらくお待ちください。ネットワーク機
能が起動すると選べるようになります。

8. Lock

Setup セットアップメニューをロックして、設定を変更できないよう
にします。
「Locked」: ロックを設定
「Unlocked (初期値 )」: ロックを解除

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
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Web Setup
本機のネットワーク機能に関する設定など
を PCやスマートフォンなどのインター
ネットブラウザを使って設定することがで
きます。

1.リモコンの SETUPボタンを押して、
セットアップメニューを表示させます。

2.カーソルで「5. Network」-「IP 
Address」に表示される IPアドレスを
メモします。

3. PCやスマートフォンなどのインター
ネットブラウザを起動し、URL欄に本
機の IPアドレスを入力します。

4.インターネットブラウザに本機の情報
(Web Setup画面）が表示されます。

5.設定の変更後は、「Save」を選んで設定
を保存してください。

Device Information
Friendly Nameの変更や AirPlay Password
の設定などができます。

Control4 : Control4システムをお使いの場
合に本機を登録します。

Firmware Update : PCにダウンロードした
ファームウェアファイルを選んで、本機を
アップデートできます。

Network Setting
Status: 本機のMACアドレスと、IPアドレ
スなどのネットワークに関する情報を確認で
きます。

Network Connection : ネットワークの接続
方法を選択できます。「Wireless」を選ん
だ場合は、「Wi-Fi Setup」から接続するア
クセスポイントを選んで接続してくださ
い。

DHCP : DHCPの設定を変更できます。
「Off」を選んだ場合、「IP Address」、
「Subnet Mask」、「Gateway」、「DNS 
Server」は手動で設定してください。

Proxy : プロキシサーバーの URLを表示・
設定します。
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ファームウェアアップデート
本機のアップデート機能について
本機は、ファームウェア (システムソフトウェア )をネッ
トワーク経由や USB経由でアップデートする機能を搭載
しています。これにより、さまざまな動作の改善や機能の
追加を行うことができます。

アップデートの方法
ファームウェアの更新は、ネットワーク経由と USB経由
の 2つの方法があります。ネットワーク経由または USB
経由のどちらの方法も、更新には約 20分かかります。ま
た、どちらの方法で更新しても、これまで変更した設定の
内容は保持されます。
なお、本機をネットワーク接続している場合、ファーム
ウェアの更新の通知が表示される場合があります。アップ
デートを行う場合は、リモコンのカーソルボタンで、
「Update Now」を選んで ENTERボタンで決定してくださ
い。「Completed!」が表示されると、更新完了です。
0 最新の更新情報については、弊社ホームページでご確認
ください。更新がなければ本機のファームウェアをアッ
プデートする必要はありません。
0 更新中は、以下のことを行わないでください。

– ケーブルや USBストレージ、ヘッドホンの抜き差
し、電源を切るなど機器の操作

– PCやスマートフォンのアプリケーションからの本機
へのアクセス

免責事項 : 本プログラムおよび付随するオンラインドキュ
メンテーションは、お客様の責任においてご使用いただく
ために提供されます。
弊社は、法理に関わらず、また不法行為や契約から生じる
かを問わず、本プログラムまたは付随するオンラインド
キュメンテーションの使用に際して生じたいかなる損害お
よび請求に対して責任を負うものではなく、賠償すること
もありません。
弊社は、いかなる場合においても、補償、弁済、損失利益
または逸失利益、データの損失その他の理由により生じた
損害を含む (ただしこれらに限定されない )、特別損害、
間接的損害、付随的又は派生的損害について、お客様また
は第三者に対して一切の責任を負いません。

ネットワーク経由で更新する
0 本機の電源が入っていること、インターネットに接続し
ていることを確認してください。

0 ネットワークに接続されたコントロール機器(PCなど)の
電源を切ってください。
0 再生中のインターネットラジオ、USBまたは、サーバー
などを止めてください。

1. リモコンの SETUPボタンを押します。
2. リモコンのカーソルの上 /下ボタンで「7. F/W Update」

-「Update via NET」を順に選び、ENTERボタンを押し
ます。

0 更新可能なファームウェアが存在しない場合、
「Update via NET」は選べません。

3.「Update」が表示された状態で、ENTERボタンを押し
て更新を開始します。
0「Completed!」が表示されると、更新完了です。

4. 本体のÍ ON/STANDBYボタンを押して、本機をスタ
ンバイ状態にします。これでアップデートが完了して、
最新のファームウェアに更新されました。
0 リモコンのÍボタンは使用しないでください。

エラーが表示されたときは : エラー時は、本体の表示部に
「＊ -＊＊ Error!」と表示されます。(「＊」は表示される
英数字を表しています。)以下の説明を参照し、確認して
ください。
0 ＊ -01, ＊ -10: LANケーブルが認識できません。LANケー
ブルを正しく接続してください。
0 ＊-02, ＊-03, ＊-04, ＊-05, ＊-06, ＊-11, ＊-13, ＊-14, ＊

-16, ＊ -17, ＊ -18, ＊ -20, ＊ -21: インターネットに接続
できません。以下の項目を確認してください。
– ルータの電源が入っている
– 本機とルータがネットワーク接続されている
本機およびルータの電源の抜き差しをお試しください。
改善することがあります。それでもインターネットにつ
ながらない場合は、DNSサーバーまたはプロキシサー
バーが停止している可能性があります。サーバーの稼働
状況をプロバイダにご確認ください。
0 その他 : 一度電源プラグを抜いたあとコンセントに差し
込み、最初からやり直してください。
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Update via NET
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USB経由で更新する
0 128 MB以上の容量のUSBストレージを準備してくださ
い。USBストレージのフォーマットは、FAT16、FAT32
に対応しています。
– USBカードリーダーに挿入したメディアは、この機
能で使えないことがあります。

– セキュリティ機能付きの USBストレージには対応し
ていません。

– ハブおよびハブ機能付き USB機器に対応していませ
ん。これらの機器を本機に接続しないでください。

0 USBストレージにデータがある場合は消去してくださ
い。
0 ネットワークに接続されたコントロール機器(PCなど)の
電源を切ってください。
0 再生中のインターネットラジオ、USBまたは、サーバー
などを止めてください。
0 USBストレージやその内容によっては、読み込みに時間
がかかる場合、正しく内容を読み込めない場合、電源が
正しく供給されなかったりする場合があります。
0 USBストレージの使用に際して、データの損失や変更、
ストレージの故障などが発生しても、弊社は一切責任を
負いかねます。あらかじめご了承ください。

1.お使いの PCに USBストレージを接続します。
2.弊社ホームページからお使いの PCにファームウェア
ファイルをダウンロードして、解凍します。
ファームウェアには、以下のようなファイル名が付いて
います。

ONKRCV＊＊＊＊ _＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ .zip
PC上でこのファイルを解凍してください。機種によ
り、ファイルやフォルダの数は異なります。

3.解凍したファイルやフォルダをすべて USBストレージ
のルートフォルダにコピーします。
0 必ず解凍したファイルをコピーしてください。

4. USBストレージを本体の USB端子に接続します。
0 USBストレージにACアダプターが付属している場合
は、ACアダプターをつないで家庭用電源でお使いく
ださい。
0 USBストレージがパーティションで区切られている
場合、本機では複数の USBストレージとして認識さ

れます。
5. リモコンの SETUPボタンを押します。
6. リモコンのカーソルの上 /下ボタンで「7. F/W Update」

-「Update via USB」を順に選び、ENTERボタンを押し
ます。

0 更新可能なファームウェアが存在しない場合、
「Update via USB」は選べません。

7.「Update」が表示された状態で、ENTERボタンを押し
て更新を開始します。
0 更新中は、電源を切ったり、USBストレージを抜き
差ししないでください。
0「Completed!」が表示されると、更新完了です。

8. 本体から USBストレージを抜きます。
9. 本体のÍ ON/STANDBYボタンを押して、本機をスタ
ンバイ状態にします。これでアップデートが完了して、
最新のファームウェアに更新されました。
0 リモコンのÍボタンは使用しないでください。

エラーが表示されたときは : エラー時は、本体の表示部に
「＊ -＊＊ Error!」と表示されます。(「＊」は表示される
英数字を表しています。)以下の説明を参照し、確認して
ください。
0 ＊ -01, ＊ -10: USBストレージが認識できません。USB
ストレージや USBケーブルが、本体の USB端子に
しっかりと差し込まれているか確認してください。
USBストレージで外部電源を供給できる製品は、外部
電源をご使用ください。
0 ＊-05, ＊-13, ＊-20, ＊-21: USBストレージのルートフォ
ルダにファームウェアファイルが存在しない、お使いの
機種と異なるファームウェアファイルが使用されてい
る、などが考えられます。再度ファームウェアファイル
のダウンロードからやり直してください。
0 その他 : 一度電源プラグを抜いたあとコンセントに差し
込み、最初からやり直してください。

Update via USB
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その他困ったときは
はじめにお読みください
トラブルは接続や設定、操作方法を見直す以外にも、電源
のオン /オフ、電源コードの抜き差しで改善することがあ
ります。本機や接続している機器の両方でお試しくださ
い。また「困ったときは」をご参照いただいても改善しな
い場合は、本機をリセットしてすべての設定をお買い上げ
時の状態に戻すことでトラブルが解消されることがありま
す。なおリセットを行うと、お客様の設定内容が初期値に
戻りますので、以下の操作をする前に設定内容をメモなど
に記録することをおすすめします。
0 本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現
していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイ
ズ、また静電気の影響によって誤動作する場合がありま
す。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約 5秒後
にあらためて電源プラグを差し込んでください。
0 製品の故障により正常に録音できなかったことによって
生じた損害 (CDレンタル料等 )については補償対象に
なりません。大事な録音をするときは、あらかじめ正し
く録音できることを確認のうえ、録音を行ってくださ
い。

動作が不安定なときは
再起動をお試しください
本機を再起動すると改善することがあります。本機の電源
をスタンバイにしたあとで、本体のÍ ON/STANDBYボタ
ンを 5秒以上押し続けて、本機を再起動してください。
(本機の設定内容は保持されます。)再起動しても改善しな
い場合は、本機や接続機器の電源コードの抜き差しをお試
しください。

本機のリセット (設定内容は初期化されます )
再起動で改善しない場合は、本機をリセットして、すべて
の設定をお買い上げ時の状態に戻すことで、トラブルが解
消されることがあります。リセットを行うと、お客様の設
定内容が初期値に戻りますので、以下の操作をする前に、
設定内容をメモなどに記録してください。
1.本体の TUNING MODEボタンを押しながら、Í ON/

STANDBYボタンを押します。
2. 本機がスタンバイ状態になり、設定がリセットされます。

■電源
電源が入らない
0 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してく
ださい。
0 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待って
から、再度コンセントに差し込んでください。

本機の電源が切れる場合
0 セットアップメニューの「3. Hardware」-「Auto Stby」
が作動すると、自動でスタンバイ状態になります。
0 保護回路機能が作動した可能性があります。表示部に
「CHECK SP WIRE」と表示された場合は、スピーカー
ケーブルがショートしている可能性があります。スピー
カーケーブルの芯線が別のスピーカーケーブルの芯線や
後面パネルと接触していないかを確認し、再度電源を入
れてください。「NG」と表示された場合は、すぐに電源
プラグをコンセントから抜き、販売店にお問い合わせく
ださい。
0 本機の温度が異常に上昇して保護回路機能が作動した可
能性があります。この場合、電源を入れ直してもまた電
源が切れる状態がくり返されます。本機の周りに十分な
換気スペースを確保して、本機の温度が下がるまでしば
らく待ってから電源を入れ直してください。

警告 : 煙が出ている、変なにおいがする、異様な音がする
など、少しでも異常を感じたら、すぐに電源プラグをコン
セントから抜き、販売店または弊社の修理窓口にご連絡く
ださい。

■音声
0 接続した機器の出力端子と、本機の入力端子が正しく接
続されているか確認ください。
0 接続ケーブルが、折れ曲がったり、ねじれたり、破損し
たりしていないことを確認してください。
0 表示部のMUTE表示が点滅している場合、リモコンの

MUTINGボタンを押して消音を解除してください。
0 ヘッドホンを PHONES端子に接続しているときは、ス
ピーカーから音は出ません。
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接続した外部機器の音が出ない
0 本機の入力切換を、外部機器と接続した端子のポジショ
ンに切り換える必要があります。
0 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してく
ださい。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初
期設定がオフになっていることがあります。
0 DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL端子から入力される音
声は、PCM音声にのみ対応しています。外部機器の音
声出力を PCM出力に設定してください。

特定のスピーカーから音が出ない
0 スピーカーケーブルの＋ /－は正しく接続されているか、
むき出しの芯線部分がスピーカー端子の金属部分と接触
していないか確認してください。
0 スピーカーケーブルがショートしていないことを確認し
てください。
0 スピーカーの接続が正しく行われているか、ご確認くだ
さい (P8)。

ノイズが聴こえる
0 コード留めを使ってオーディオ用ピンケーブル、電源
コード、スピーカーケーブルなどを束ねると音質が劣化
するおそれがあります。コードを束ねないようにしてく
ださい。
0 オーディオケーブルが雑音を拾っている可能性がありま
す。ケーブルの位置を変えてみてください。

音が急に小さくなった
0 本機の内部温度が一定の温度を超えた状態で長時間お使
いになると、回路保護のために自動で音量を絞る場合が
あります。

■ AM/FM放送に関して
放送が受信しづらい、ノイズが多い
0 アンテナの接続をもう一度確認してください。
0 アンテナをスピーカーケーブルや電源コードから離して
ください。
0 TVやコンピューターから離してください。
0 近くに自動車が走っていたり飛行機が飛んでいると雑音

が入ることがあります。
0 電波がコンクリートの壁等で遮断されていると放送が受
信しにくくなります。
0 モノラル受信に変更してみてください。
0 AM受信時、リモコンを操作すると雑音が入る場合があ
ります。
0 TVに配線されている壁面のアンテナ端子を利用すると

FM受信がクリアになることがあります。

■ BLUETOOTH機能
0 本機の電源抜き差しや、BLUETOOTH対応機器の電源
オン /オフなどをお試しください。BLUETOOTH対応
機器の再起動が効果的な場合もあります。
0 BLUETOOTH対応機器がA2DPプロファイルに対応して
いる必要があります。
0 電子レンジ、コードレス電話機など 2.4 GHz帯の電波を
使用する機器の近くでは電波干渉を起こしますので使用
できないことがあります。
0 周囲に金属製の物があると、電波に影響を及ぼし、

BLUETOOTH接続ができない場合があります。

本機に接続できない
0 BLUETOOTH対応機器の BLUETOOTH機能が有効に
なっているか確認してください。

BLUETOOTH接続しているのに音楽の再生ができない
0 BLUETOOTH対応機器のボリューム設定が小さいと、
音声が再生されないことがあります。BLUETOOTH対
応機器のボリューム設定を大きくしてください。
0 BLUETOOTH対応機器によっては、送信 /受信切換ス
イッチが搭載されている場合があります。送信に切り換
えてお試しください。
0 BLUETOOTH対応機器の特性や仕様によっては、本機
で音楽を再生できない場合があります。

音声が途切れる
0 BLUETOOTH対応機器に問題が発生している可能性が
あります。ホームページなどで情報を調べてみてくださ
い。

BLUETOOTH対応機器との接続後、音質が低下した
0 受信状態がよくありません。BLUETOOTH対応機器を
本機に近づける、または BLUETOOTH対応機器と本機
の間にある障害物を取り除いてください。

■ネットワーク機能
0 ネットワークサービスを選択できない場合は、ネット
ワーク機能が起動すると選べるようになります。起動に
は約 1分かかることがあります。
0 NET表示が点滅している場合、本機がホームネットワー
クに正しく接続できていません。
0 本機とルータの電源抜き差しや、ルータの再起動などを
お試しください。
0 アクセスポイント一覧に該当のルータが表示されないと
きは、無線 LANルータが SSIDを隠す設定になってい
る場合や、ANY接続がオフになっている場合がありま
す。設定を変えてお試しください。

インターネットラジオが聴けない
0 サービスプロバイダーがサービスを終了していると、本
機でそのネットワークサービスやコンテンツを利用でき
なくなる場合があります。
0 モデムとルータが正しく接続され、電源が入っているか
確認してください。
0 ルータのLAN側ポートと本機が正しく接続されているか
確認してください。
0 他の機器からインターネットに接続できるか確認してく
ださい。できない場合、ネットワークに接続されている
すべての機器の電源をオフにし、しばらくしてからオン
にしてみてください。
0 特定のラジオ局だけが聴けない場合は、登録した URLが
正しいか、またラジオ局から配信されているフォーマッ
トが本機に対応しているものか確認してください。
0 ISPによってはプロキシサーバーを設定する必要があり
ます。
0 お使いの ISPがサポートしているルータやモデムを使用
しているか確認してください。
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ネットワークサーバーが使用できない
0 本機とネットワークサーバーは同じルータに接続する必
要があります。
0 本機が対応しているネットワークサーバーは、Windows 

Media® Player 11 または 12、またはホームネットワー
ク機能対応の NASです。
0 Windows Media® Playerは設定が必要な場合があります

(P24)。
0 PCを使用する場合は、Windows Media® Playerのライブ
ラリに登録されている音楽ファイルのみが再生できま
す。

ネットワークサーバーで音楽ファイルを再生しているとき
に音が途切れる
0 ネットワークサーバーが動作に必要な条件を満たしてい
るか確認してください。
0 PCをネットワークサーバーにしている場合、サーバー
ソフトウェア (Windows Media® Player 12など )以外の
アプリケーションソフトを終了させてみてください。
0 PCで大きな容量のファイルをダウンロードしたりコ
ピーしている場合は再生音が途切れる場合があります。

■ USBストレージ
USBストレージが表示されない
0 USBストレージや USBケーブルが本機の USB端子に
しっかりと差し込まれているか確認してください。
0 USBストレージをいったん本機から外し、再度接続して
みてください。
0 本機の USB端子から電源供給を受けるタイプのハード
ディスクの動作は保証できません。
0 コンテンツの種類によっては正常に再生できないことが
あります。対応フォーマットをご確認ください。
0 セキュリティ機能付きのUSBストレージの動作は保証で
きません。

■無線 LANネットワーク
0 本機と無線 LANルータの電源の抜き差しや、無線 LAN

ルータの電源オン状態の確認、および無線 LANルータ
の再起動などをお試しください。

無線 LANネットワークに接続できない
0 無線LANルータの設定が手動設定に切り換わっている場
合があります。自動設定に戻してください。
0 手動でのセットアップをお試しください。つながる場合
があります。
0 無線LANルータがSSIDを隠す設定(ステルスモードなど)
になっている場合や、ANY接続がオフになっている場
合は、表示されません。設定を変えてお試しください。
0 SSIDおよび暗号化設定 (WEPなど )が正しいか確認して
ください。ネットワークの設定と本機の設定内容を合わ
せてください。
0 マルチバイト文字で設定されている SSIDへの接続は対
応していません。無線 LANルータの SSIDを英数字で
設定し直して再度お試しください。

選択した SSIDとは異なる SSIDに接続される
0 無線LANルータによっては、1台で複数のSSIDを設定で
きるものがあります。このようなルータに自動設定ボタ
ンを使って接続すると、接続したい SSIDとは異なる
SSIDに接続される場合があります。この場合、パス
ワード入力による接続を行ってください。

再生音が途切れたり通信できない
0 電波状態が悪いため、電波が届かないことがあります。
無線 LANルータからの距離を短くしたり、障害物をな
くしたりして、見通しを良くしてから接続し直してくだ
さい。また、電子レンジや他のアクセスポイントから離
して設置してください。無線 LANルータと本機は、同
じ部屋に配置することを推奨します。
0 周囲に金属製の物があると、電波に影響を及ぼし、無線

LANの接続ができない場合があります。
0 他の無線 LANを本機の近くで使用すると、再生音が途切
れたり通信できないなど他にも色々な症状が発生するこ
とがあります。このような場合は無線 LANルータの
チャンネルを変更することで回避できます。変更方法は
無線 LANルータの取扱説明書をご覧ください。
0 無線LANで使用する帯域が不足している可能性がありま

す。有線 LANで接続してください。

■リモコン
0 電池の極性を間違えて挿入していないか確認してくださ
い。
0 新しい電池を入れてください。種類が異なる電池、新し
い電池と古い電池を一緒に使用しないでください。
0 本体の受光部が直射日光やインバータータイプの蛍光灯
の光に当たらないようにしてください。必要に応じて位
置を変えてください。
0 本体を色付きのガラス扉が付いたラックやキャビネット
に設置したり、扉が閉じているとリモコンが正常に機能
しないことがあります。

■表示部
表示部が点灯しない
0 Dimmer機能が働いていると表示部が薄暗くなります。

DIMMERボタンを押して、表示部の明るさを変えてく
ださい。
0 Pure Audioモードになっていると表示部の電源がオフに
なります。

■その他
本体から異音が聞こえる
0 本機と同系統のコンセントに他の機器を接続している場
合、その機器の影響を受けて異音が発生する場合があり
ます。他の機器の電源プラグをコンセントから抜いて症
状が改善される場合は、本機とその機器を別系統のコン
セントに接続してください。
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主な仕様
アンプ (音声 )部
定格出力 
２ ch × 100 W　( 1 kHz、全高調波歪率 0.08%以下、
6Ω、非同時駆動、JEITA）
実用最大出力
２ ch × 140 W　( 1 kHz、全高調波歪率 10%、6 Ω、非
同時駆動、JEITA）

ダイナミックパワー (＊ )
＊ IEC60268-Short-term maximum output power

180 W (3 Ω、 フロント )
160 W (4 Ω、 フロント )
100 W (8 Ω、 フロント )

総合ひずみ率
0.08% (20 Hz - 20,000 Hz、ハーフパワー )

入力感度 / インピーダンス (1 kHz、100 W/8 Ω)
200 mV/50 kΩ (LINE (Unbalance))
2.5 mV/50 kΩ (PHONO MM)

RCA定格出力電圧 / インピーダンス
150 mV/470 Ω (PRE OUT)
470 mV/680 Ω (SUBWOOFER PRE OUT)

PHONO最大許容入力
70 mV (MM 1 kHz、 0.5%)

周波数特性
10 Hz - 100 kHz/i1 dB、 j3 dB (Direct/Pure Audio)

トーンコントロール最大変化量
n10 dB、 100 Hz (BASS)
n10 dB、 10 kHz (TREBLE)

SN比
106 dB (IHF-A、 LINE IN、 SP OUT)
80 dB (IHF-A、 PHONO IN、 SP OUT)

スピーカー適応インピーダンス
4 Ω - 16 Ω

ヘッドホン出力インピーダンス
390 Ω

ヘッドホン定格出力
200 mW (32 Ω、 1 kHz、 全高調波歪率 10%)

AM/FMチューナー部
FM受信範囲

76.0 MHz - 95.0 MHz

AM受信範囲
522 kHz - 1629 kHz

プリセットチャンネル数
40

ネットワーク部
イーサネット LAN

10BASE-T/100BASE-TX
無線 LAN
対応規格 IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠
(Wi-Fi® 準拠 )
2.4 GHz/5 GHz 帯域

BLUETOOTH部
通信システム

BLUETOOTH バージョン 4.1+LE
周波数帯域

2.4 GHz 帯域
変調方式

FHSS (周波数ホッピングスペクトラム拡散 )
対応プロファイル

A2DP 1.2
AVRCP 1.3
HOGP-Host (Client)
HOGP-HID Device (Server)
HID Service (HIDS)

対応コーデック
SBC
AAC

伝送範囲 (A2DP)
20 Hz - 20 kHz (サンプリング周波数 44.1 kHz)

最大通信距離
遮蔽物の無い見通し 約 15 m (＊ )

＊実際の通信範囲は機器間の障害物、電子レンジの電磁
波、静電気、コードレスフォン、受信感度、アンテナの
性能、操作システム、アプリケーションソフトウェアな
どの影響により異なります。

総合
電源・電圧

AC 100 V、 50/60 Hz

消費電力
180 W
0.1 W (待機時 )
65 W (無音時 )
2.9 W (Hybrid スタンバイ時 )

最大外形寸法 ( 幅 ×  高さ ×  奥行 )
435 mm k 149 mm k 329 mm

質量
8.7 kg

音声入力
デジタル

OPTICAL 1 (GAME)、 2 (TV/TAPE)
最大サンプリング周波数 : 192 kHz
COAXIAL 1 (BD/DVD)、 2 (CBL/SAT)
最大サンプリング周波数 : 192 kHz

アナログ
PHONO、 CD、 TV/TAPE、 GAME、 PC、 CBL/SAT、 BD/
DVD

音声出力
アナログ

PRE OUT L/R
SUBWOOFER PRE OUT
LINE OUT L/R

スピーカー
SPEAKERS A: FRONT L/R
SPEAKERS B: FRONT L/R

ヘッドホン
PHONES (前面、 φ6.3 mm)

その他
USB: 2 (前面 : Ver.2.0、 5 V/0.5 A、 後面 : Ver.2.0、 5 V/
1 A)
イーサネット : 1
RI REMOTE CONTROL: 1
IR IN: 1
IR OUT: 1

> はじめに > 各部の名前 > 接続する > 初期設定 > 再生する
追補情報 | 応用的な設定 | その他
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The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

AirPlay、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch は、
米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

iPad Air、iPad mini は、Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホ
ン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

「Made for iPod」、「Made for iPhone」、「Made for iPad」とは、それぞれ
iPod、iPhone、iPad 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基
準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであること
を示します。

アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任
を負いません。

この製品と iPod、iPhone、iPadを使用する際、ワイヤレス機能に影響する
場合があります。 

AirPlay を利用するには、iOS 4.3.3 以降を搭載した iPhone / iPod touch /
iPad、OS X Mountain Lion を搭載したMac、iTunes 10.2.2 以降を搭載し
たMac、PCが必要です。 

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、 Bluetooth SIG、 Inc. が所有する登
録商標です。

Spotify のソフトウェアはこちらのサードパーティーライセンスに準じます。
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/

This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE 
ALLIANCE Standard. 
Please refer to WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM for more information.
BLACKFIRETM is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE 
RESEARCH CORP. All rights reserved.

FireConnectTM is technology powered by BlackFire Research.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use 
or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a 
license from Microsoft.

WindowsおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporation の米国およ

びその他の国における登録商標または商標です。

DSDおよびDirect Stream Digital ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

その他記載された会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標で
す。

ご相談窓口・修理窓口のご案内
■販売店の「長期保証」制度にご加入の場合は
保証の手続き上、お買い上げになった販売店様での受付け
が必要となります。長期保証期間内の製品は、店頭への修
理品持込みをお願いいたします。

■お電話による故障判定と、修理受付け
0 意外な操作ミスが故障と思われています。お問い合わせ
の前に取扱説明書をもう一度お調べください。
また弊社ホームページサポート情報にもトラブル解決の
FAQを掲載していますので、ご参照ください。

0 製品操作のご案内、リモコン等付属パーツのご要望、そ
の他ご不明な点についても受付けております。
0 スムーズな対応のため、お問い合わせの前に以下の情報
をお調べください。
– 製品の型番
– 接続している他機器
– できるだけ詳しい不具合状況
– ご購入店名
– ご購入年月日

■メールによる修理お申込み
http://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm
からお申込みいただけます。

■お近くの修理拠点へ持込みをご希望の場合は
下記の URLに全国の修理拠点の案内がございます。
http://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm

■保証書について
保証書の記載事項をご確認ください。また、所定事項をご

記入いただき大切に保管してください。保証期間内に万
一、故障や異常が生じたときは、保証書をご用意のうえ、
相談窓口にご相談ください。

■保証期間終了後の修理について
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望に
より有料修理いたします。
本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後、最大 8年間保
有しています。保有期間経過後でも故障箇所によっては修
理可能な場合がありますので、ご相談ください。

電話番号、受付時間などは変更になることがございます。

オンキヨーオーディオコールセンター
050-3161-9555

(受付時間：10:00～ 18:00 土・日・祝日および弊社で
定める休業日を除きます )
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http://www.onkyo.com/privacy/ http://www.jp.onkyo.com/riyoukiyaku.htm#kojinjyouhouhogo

SN 29403236

(C) Copyright 2017 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved. 

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：
オンキヨーオーディオコールセンター
　  050-3161-9555（受付時間 10：00～18：00（土･日･祝日･弊社の定める休業日を除きます））

サポートのご案内、オンラインユーザー登録（＊）：http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/index.htm
（＊）ユーザーの皆様により快適な製品サービスを提供するために、オンラインユーザー登録を行っています。
　　　Ｅメールによる製品サポート情報や製品関連情報のお届け、ONKYO DIRECTオンラインショップからの情報
　　　メールのご案内などのサービスをご利用いただくことができます。
　　　（ご登録いただいたお客様情報は、弊社のサービス以外の目的で使用されることはありません）

〒104-0028　東京都中央区八重洲二丁目3番12号
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