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はじめに

●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正
しくご使用ください。
●お読みになった後は、本書をいつでも見られる所に保管してく
ださい。
この安全上のご注意、取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に
正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未
然に防止するため、絵表示をしています。その表示と意味は次のように
なっています。

0感電の危険を避けるために、カバーなどを取り外さないでください。
修理を行う場合は、資格のあるサービス技術者に修理を依頼してくだ
さい。また、通風孔やディスクの挿入口、ダクトなどから金属や燃え
やすいもの、その他異物を挿入しないでください。火災・感電の原因
となります。
0本機は防水仕様ではありません。火災や感電の危険を避けるために、
本機の内部に水が入ったり、濡れないようにご注意ください。本機の
近くに液体が入った容器 (花瓶など ) を置いたり、雨や湿気にさらさな
いでください。また、風呂場や屋外の水辺などでは使用しないでくだ
さい。
0本機の上に火がついたロウソクなどの裸火を置かないで下さい。火災
の原因になります。
0本機の使用環境温度範囲は5 ℃ ～35 ℃ 、使用環境湿度は85％以下(通
風孔が妨げられていないこと )です。風通しの悪いところや湿度が高
すぎる場所、直射日光の当たる場所に設置しないでください。
0小さな部品はお子様や幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師にご連絡ください。
0電源ケーブルはプラグを持ってコンセントに抜き差ししてください。
ケーブルを持って抜き差しすると断線などの危険性が生じます。また、
濡れた状態で電源ケーブルに触れないでください。感電の原因になり
ます。本機や家具などを電源ケーブルの上に置いたり挟んだりしない
でください。電源ケーブルが傷ついた場合、火災や感電の原因となり
ます。損傷した場合は修理を依頼してください。電源プラグの差し込
みが不完全のまま使用すると、感電、発熱による火災の原因となりま
す。プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセントは使用しないでく
ださい。
0電源プラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。
定期的に電源プラグを抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてくださ
い。
0本機のETHERNETポートに次のようなネットワークや回線を接続する
と必要以上の電流が流れ故障や火災の原因となります。
一般電話回線 /デジタル式構内交換機 (PBX) 回線 / ホームテレフォン

誤った使い方をすると、火災・感電など
により死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容です。

誤った使い方をすると、けがをしたり周
辺の家財に損害を与える可能性が想定さ
れる内容です。

安全上のご注意
安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

警告
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やビジネスフォンの回線
0次のような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理・点検を依頼
してください。
煙が出ている、変なにおいや音がする。/本機を落としてしまった。/
本機内部に水や金属が入ってしまった。
また、万一内部に水や異物が入ったときや、本機を落としたりカバー
が破損した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いて販売店に修理・点検を依頼してください。
0長期間音がひずんだ状態で使用しないでください。アンプなどの電気
回路が発熱し、火災の原因となることがあります。また、長期間大き
な音で使用しないでください。聴力が大きく損なわれる恐れがありま
す。音量は少しずつ上げてご使用ください。はじめから音量を上げす
ぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。
0ディスク挿入口に手を入れないでください。特に小さなお子様のいる
ご家庭では注意してください。
0電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの
高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破
裂、発火の原因になります。また、過熱や分解したり、火や水の中に
入れないでください。電池の破裂、液漏れにより危険です。電池から
漏れ出た液にはさわらないでください。万一、液が目や口に入ったり
皮膚についた場合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医師にご相
談ください。

0強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置いたり、本機に乗っ
たりぶら下がったりしないでください。本機が落下したり倒れたりし
て、けがの原因となることがあります。また、本機を調理台や加湿器
のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでくださ
い。火災・感電の原因となることがあります。
0本機を設置する際は、放熱をよくするために、他の機器との間は少し
離して、換気用のスペースを確保してください ( 天面からは 10 cm、

背面からは 10 cm、側面からは 10 cm以上のすきまを空けてくださ
い )。すきまがないと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあ
ります。また、通風孔が設けられている場合は、布などをかけたり、
横倒しなどしないでください。通風孔がふさがれて、火災の原因とな
ることがあります。
0配線ケーブルに気をつけてください。配線された位置によっては、つ
まずいたり引っかけたりして、落下や転倒など事故の原因となること
があります。
0製品の仕様によっては、電源スイッチなどを操作することで表示部が
すべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と
変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。
製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグをコンセントか
ら抜く必要があります。製品はコンセントの近くで、電源プラグに容
易に手が届くように設置してください。電源プラグを長期間差したま
まにすると、火災の原因となることがあります。
0本機の電源ケーブルはこの機器のみで使用することを目的とした専用
部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使
用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。ま
た電源ケーブルは本製品に付属のもの以外は使用しないで下さい。他
の電源ケーブルを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないこと
や、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあり
ます。
0本機を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧以外で
使用すると、火災・感電の原因となります。
0雷が鳴り出したら本機、接続機器、電源プラグ、アンテナ、接続ケー
ブルなどに触れないでください。感電の原因となります。
0本機通風孔付近は放熱のため高温になることがあります。電源が入っ
ているときや、電源を切ったあとしばらくは通風孔付近にご注意くだ
さい。

注意
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0この製品は、レーザ製品の安全基準 IEC 60825-1:2007 規格の基で評
価されたクラス 1レーザ製品です。レーザー光源をのぞきこまないで
ください。視力障害を起こすことがあります。

0移動時は電源プラグや接続ケーブルをはずしてください。また、本機
の上に他の機器を乗せたまま移動しないでください。落下や転倒して
けがの原因になります。
0電池は指定以外のものを使用しないでください。新しい電池と古い電
池を混ぜて使用しないでください。電池を使い切ったときや長期間リ
モコンを使用しないときは電池を取り出すようにしてください。コイ
ンやネックレスなどの金属物と一緒に保管しないでください。

0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。隣近所への配慮を充分にしましょう。お互いに心を配り、
快い生活環境を守りましょう。
0不要になった電池を廃棄する場合は、プラス (i) マイナス (j) 端子に絶
縁テープを貼るなどして、各地方自治体の指示 ( 条例 ) に従って処理し
てください。
0本機のお手入れについて： 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布
を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学
ぞうきんなどお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従っ
てください。シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけ
ないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。
0機器内部の点検について： お客様のご使用状況によって、定期的に機
器内部の掃除をお勧めします。本機の内部にほこりがたまったまま使
用していると火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多
くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、
販売店にご相談ください。

電波に関するご注意
本機は、2.4 GHz/5 GHz の周波数帯の電波を利用しています。2.4 GHz
の電波は、次の 1に示すようにいろいろな機器が使用しています。また、
お客様に存在がわかりにくい機器として次の 2に示すような機器もあり
ます。
1.2.4 GHz を使用する主な機器の例
コードレスフォン / コードレスファクシミリ /電子レンジ /無線 LAN
機器 (IEEE802.11b/g/n)/ ワイヤレスAV機器 /ゲーム機のワイヤレ
スコントローラー / マイクロ波治療機器類 /ビデオ送信機 /特定の外
部モニターおよび LCDディスプレイ
2.存在がわかりにくい 2.4 GHz を使用する主な機器の例
万引き防止システム /アマチュア無線局 / 工場や倉庫などの物流管理
システム /鉄道車両や緊急車両の識別システム
これらの機器と本機を同時に使用すると、電波の干渉により、音がと
ぎれて雑音のように聴こえたり、音が出なくなることがあります。受
信状況の改善方法としては以下の方法があります。
電波を発生している相手機器の電源を切る。/干渉している機器の距離
を離して設置する。
0本機は電波を使用しているため、第 3者が故意または偶然に傍受するこ
とが考えられます。重要な通信や人命にかかわる通信には使用しない
でください。
0弊社ではお客様のネットワーク接続環境、接続機器に関する通信エ
ラーや不具合について、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了
承ください。プロバイダーまたは各接続機器のメーカーにお問い合わ
せください。

5 GHz 機器使用上の注意事項： 本製品が使用するチャンネルは以下の通
りです。
W52 (5.2 GHz 帯 /36、40、44、48 ch)、W53 (5.3 GHz 帯 /52、
56、60、64 ch)、W56 (5.6 GHz 帯 /100、104、108、112、116、
120、124、128、132、136、140 ch)
0 5 GHz ワイヤレス LAN 機器の屋外使用は法令により禁止されていま
す。

クラス1レーザ製品

その他
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電波法に基づく認証について： 本機内蔵の無線 LAN・Bluetooth モ
ジュールは電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受
けています ( または、受けた部品を使用しています )。したがって、本製
品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、
日本国内のみで使用できます。ただし、次の行為をすると法律により罰
せられることがあります。
本機内蔵の無線 LAN・Bluetooth モジュールを分解・改造すること。/
本機内蔵の無線 LAN・Bluetooth モジュールに貼られている証明ラベル
をはがすこと。

周波数について： 認証済みの無線機器では、認証ラベルが表示されてい
ます。本機は次の認証を受けています。( 認証ラベルは機器内部のモ
ジュールなどに表示されている場合があり、その場合は見ることができ
ません )

Wi-Fi

①「4」 想定される与干渉距離 ( 約 40 m) を表します。
②「DS/OF」 変調方式を表します。
③「2.4」 GHz 帯を使用する無線設備を表します。

Bluetooth

④ 「8」 想定される与干渉距離 ( 約 80 m) を表します。
⑤ 「FH」 変調方式を表します。
⑥ 「2.4」 GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

使用範囲について： ご家庭内での使用に限ります ( 通信の環境により伝
送距離が短くなることがあります )。
次のような場合、電波状態が悪くなったり電波が届かなくなることが原
因で、音声がとぎれたり停止したりします。
鉄筋コンクリートや金属の使われている壁や床を通して使用する場合。/
大型の金属製家具の近くなど。/人混みの中や、建物障害物の近くなど。
/2.4 GHz を利用する無線 LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静
電気、電波障害が発生するところ。/集合住宅 (アパート・マンションな
ど )にお住まいで、お隣で使用している電子レンジ設置場所が本機に近
い場合。なお、電子レンジは、使用していなければ電波干渉は起こりま
せん。

電波の反射について
本機が通信する電波には、直接届く電波 (直接波 ) と、壁や家具、建物な
どに反射してさまざまな方向から届く電波 (反射波 ) があります。これに
より、障害物と反射物とのさまざまな反射波が発生し、電波状態の良い
位置と悪い位置が生じ、音声がうまく受信できなくなることがあります。
このようなときは、無線 LAN 機能搭載機器の場所を少し動かしてみてく
ださい。無線 LAN 機能搭載機器と本機の間を人間が横切ったり、近づい
たりすることによっても、反射波の影響で音声がとぎれたりすることが
あります。
0本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認め
られる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめ
ご了承ください。

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n
W52 W53 W56J52
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0無線 LANはすべてのご利用環境での動作を保証するものではありませ
ん。距離や障害物により十分な通信速度が出なかったり接続できない
場合があります。

安全にお使いいただくために： 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電
子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、
事故の原因となる恐れがあります。航空機器や病院など、使用を禁止さ
れた場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響
を与え、事故の原因となる恐れがあります。医療機関の指示に従ってく
ださい。

ご注意いただきたい電子機器の例： 補聴器、ペースメーカー、その他医
療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。ペー
スメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療
用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認く
ださい。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機
器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内
無線局 (免許を要する無線局 )および特定小電力無線局 ( 免許を要さない
無線局 )並びにアマチュア無線局 (免許を要する無線局 ) が運用されてい
ます。
1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特
定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確
認してください。
2.万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干
渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の発射を停止したうえ、
混信回避のための処置など ( たとえば、パーティションの設置など )に
ついてご相談してください。
3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマ
チュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何
かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせ
ください。

免責事項
外部サービスのご利用にあたって
本製品は外部の音楽配信サービスまたはウェブサイト ( 以下「外部サー
ビス」とします ) に接続することが可能です。この利用規約は、本製品
を通じて外部サービスに接続する際の利用に関する諸条件を定めるもの
です ( 以下「本規約」とします )。また、外部サービスをご利用の場合
は、本規約に同意いただいたものとみなします。
1.定義
(1)「当社」とは、本製品を設計、製造、販売し、または第三者に設計、
製造、販売させた会社及びその関係会社をいいます。

(2)「コンテンツ」とは、楽曲、歌詞及びその録音物や録画物 ( ミュー
ジックビデオ等の映像 )、楽曲名、カバーアート、アーティスト画
像、その他、外部サービスにより提供される電子データファイルの
総称をいいます。

2.非保証
(1)外部サービスの利用に関して、本製品またはお客様が使用されてい
る通信機器、通信ソフト等の一切のサポートならびに各種プロバイ
ダとの接続に関する苦情等は一切受付けないものとし、お客様の通
信環境または外部サービスのサポート状況によって、外部サービス
をご利用いただけない場合に関しましても、当社は保証致しかねま
す。

(2)お客様は、外部サービスのご利用にあたり、通信回線の接続状況ま
たは通信速度、お客様が使用する通信機器類の性質等の理由により、
外部サービスの品質が影響を受ける可能性があることを事前に承諾
するものとし、当社は予見可能性の有無を問わず、外部サービスの
均一性、再現性、安定性、同質性ならびにお客様の期待される水準
への合致等の品質または特定目的への適合性について、何らの保証
を行うものではありません。

(3)外部サービスにより提供されるコンテンツまたはサービスの内容及
び権利の帰属について、当社は一切保証致しません。

3.免責
外部サービスの提供の遅滞または不能、外部サービスにより提供され
る情報等の未到達その他外部サービスに関連して生じたいかなる損害
についても、当社は理由の如何を問わず一切責任を負いません。
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4.権利義務の譲渡禁止
お客様は、当社の事前の書面による承諾によらず、本規約に基づく権
利義務の全部または一部について、第三者に譲渡、移転等の処分また
は担保権の設定等をしてはならないものとします。
5.規約の変更・改訂
(1)当社は、お客様の承諾なくこの規約を変更または改訂できるものと
します。

(2)当該変更または改訂は、本製品にかかる当社所定のウェブサイト上
に掲示するものとし、掲示された時点で効力を生じるものとします。

6.お問い合わせ
当社は外部サービスに関するいかなるお問い合わせもお受け致しかね
ます。外部サービスに関するお問い合わせは、お客様が直接外部サー
ビスの事業者に対して行うものとします。
7.準拠法及び管轄裁判所
(1)本規約は日本法に従って解釈されるものとします。
(2)本規約に関して紛争が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する
裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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箱の中身を確認する
1.本体 (1)
2.リモコン (RC-961S) (1)、乾電池 ( 単 4 形、
R03) (2)
3.FM室内アンテナ (1)
4.電源コード (1)
≥ 取扱説明書 ( 本書 )
≥ 保証書 (1)

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スピーカーはインピーダンスが 4～ 16 Ωの
ものを接続してください。
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。

1

32

4
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前面パネル
各部の名前

1.TIMER インジケーター : 目覚ましタイマー再生が設定されているとき
に点灯します。
2.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 7 m、角度は左右 30° 以内です。

3.表示部 ( P14)
4.ディスクトレイ : ディスクをセットします。8 cm ディスクにも対応し
ています。
5.<ボタン : ディスクトレイを開閉します。
6.ボリュームダイヤル : 音量を調節します。0～ 50 の範囲で調節できま
す。
ボリュームインジケーター : 本機が起動すると白く点灯します。
7.再生操作ボタン : 
∫ : 再生を停止します。
1/; : 再生 / 一時停止します。
0入力によっては動作しない場合があります。

8.Í ON/STANDBYボタン : 電源のオン /スタンバイを切り換えます。
9. 端子 : ミニプラグ (φ3.5 mm) のステレオヘッドホンを接続します。
10.USB端子 : USBストレージやHDD (ハードディスクドライブ )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。

11.DISPLAY ボタン : 表示部の情報を切り換えます。
0入力によっては動作しない場合があります。
「Bluetooth による起動 / 時計表示」の設定をオンにした場合、スタン
バイ中に押すと、表示部に現在の時刻が表示されます。( P48)

12.INPUT ボタン : 再生する入力を切り換えます。 (CD / NETWORK / 
BLUETOOTH / USB Front / USB Rear / COAXIAL / OPTICAL / 
LINE / FM)
ボタン : 約 5秒間長押しすると、本体のボタンがロックされて操作

できなくなります。ロックを解除するには、もう一度ボタンを長押し
します。

13.MENUボタン : メニューを表示します。 ( P46)
14.ENTER ボタン、スキップ (:/9) ダイヤル : 
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再生時は、左右に回してフォルダやファイルなどを選び、押して決定
します。
0入力によっては動作しない場合があります。
メニュー表示中は、ダイヤルを回して項目を選び、押して設定内容を
決定します。

15.RETURNボタン : 設定中にひとつ前の表示に戻します。
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後面パネル
1.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。
0端子の先端のキャップを外すと、バナナプラグを接続することがで
きます。バナナプラグをお使いの場合は、スピーカー端子を締めた
状態で、バナナプラグを挿入してください。

2.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。
3.SUBWOOFER PRE OUT 端子 : アンプ内蔵サブウーファーを接続しま
す。
4.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。
5.LINE IN 端子 : オーディオ用ピンケーブルを使用して、テレビなどの外
部機器の音声信号を入力します。
6.FM ANTENNA 端子 : 付属の FM室内アンテナを接続します。
7.NETWORK 端子 : LAN ケーブルを使用して、ネットワークに接続しま
す。
8.  端子 : RI ケーブルを使用して、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。( P33)
9.電源入力 AC100V端子 : 付属の電源コードを接続します。
10.USB端子 : USBストレージやHDD (ハードディスクドライブ )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。また、接続した USB 
HDDに、PCからネットワーク経由で音楽ファイルを保存したり削除
することができます。( P40)

11.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、テレビなどの外部機器のデジタル音
声信号を入力します。

 



     

  

180°

90°
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リモコン
1.Íボタン : 電源のオン /スタンバイを切り換
えます。
2.数字ボタン : CD の曲番を直接入力して選曲
します。
3.MEMORY ボタン : お気に入りのラジオ局を
登録するときに使います。
4. ボタン : 表示部の情報を切り換えます。
0入力によっては動作しない場合がありま
す。

「Bluetooth による起動 /時計表示」の設定
をオンにした場合、スタンバイ中に押すと、
表示部に現在の時刻が表示されます。
( P48)
5. ボタン : メニューを表示します。( P46)
6.カーソル、ENTER ボタン : カーソルで項目
を選び、ENTER で決定します。
TUNE 3/4 : 放送局の選局に使用します。
PRESET 2/1 : 登録済みの放送局を選局し
ます。
再生操作ボタン : 
:/6 : 再生中の曲の始めに戻します。も
う一度押すと 1つの前の曲に戻します。
長押しすると曲を早戻しできます。
5/9 : 再生中に押すと次の曲に進みま
す。
長押しすると曲を早送りできます。
0入力によっては動作しない場合がありま
す。

7.INPUT 2/1ボタン : 再生する入力を切り換
えます。 (CD / NETWORK / BLUETOOTH 
/ USB Front / USB Rear / COAXIAL / 
OPTICAL / LINE / FM)
8.再生操作ボタン : 
∫ : 再生を停止します。

; : 再生 / 一時停止します。
0入力によっては動作しない場合がありま
す。

9. ボタン : リピート再生の設定を行います。
10. ボタン : 入力を BLUETOOTH に切り換え
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.SLEEP ボタン : スリープタイマーを設定し
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。

13. 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。

14.CLEAR ボタン : FM選択時に、登録済みの
放送局を削除します。

15. NOW PLAYING ボタン : 再生中に表示を
切り換えた場合などに、再生中ファイルの情
報表示に戻します。

16. ボタン : 設定中にひとつ前の表示に戻し
ます。

17.VOL i/jボタン : 音量を調節します。0～
50の範囲で調節できます。

18. ボタン : ランダム再生の設定を行います。
19.DIRECT ボタン : DIRECT モードのオン /オ
フを切り換えます。( P43)

20.TONE ボタン : 音質を調整します。( P43)
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表示部

1.再生状態を表示します。
2.ソースが表示されます。
(CD / NETWORK / インターネットサービス / BLUETOOTH / USB 
Front / USB Rear / COAXIAL / OPTICAL / LINE / FM)
3.トラック番号や、ファイル / アーティスト / アルバム / 放送局などの
名前が表示されます。
: FM 放送の受信時に表示されます。

4.ファイルの再生状況が表示されます。入力やファイルによって表示さ
れない場合もあります。
5.次の状態のときに点灯します。

: 全曲リピート再生しているとき
: 1 曲リピート再生しているとき
: ランダム再生しているとき

STEREO: FM ステレオ放送の受信時
MONO: FM 放送のモノラル受信時
AUTO: FM 放送の自動選局モードを選んでいるとき
6.次の状態のときに点灯します。
Asb: 自動スタンバイが設定されているとき ( P47)

PM.Bass: PM.Bass が設定されているとき ( P43)
DIRECT: DIRECT が設定されているとき ( P43)
7.次の状態のときに点灯します。
DSD: DSD ファイルが再生されているとき

: e-onkyo ダウンローダー機能を使用しているとき ( P39)
8.消音状態のときに点灯します。
9.次の状態のときに点灯します。

: 本機の接続設定が「有線」で、ネットワークに接続されているとき
:本機の接続設定が「有線」で、ネットワークに接続されていないとき
:本機の接続設定が「Wi-Fi」で、ネットワークに接続されているとき
:本機の接続設定が「Wi-Fi」で、ネットワークに接続されていないとき

1:45 / 3:23

CD
AsbDIRECT

Track 1/10
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スピーカーを接続する
接続する

3

1

a a

2 2

3

2

3

1

12 mm

イラストを参考にスピーカーシステムを接続し
ます。
スピーカーケーブルの芯線はしっかりよじって
から、SPEAKERS 端子に差し込みます。差し
込んだ後はスピーカー端子を右に回してしっか
り締めてください。本機の端子の＋側とスピー
カーの端子の＋側を、－側は－側とを、チャン
ネルごとに必ず合わせて接続してください。間
違って接続すると、位相が逆になり低音が出に
くくなります。また、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
て、電源が落ちることがあります。

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。

a スピーカーケーブル
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アンテナ /電源コードなどの接続

a

1

2

b

b

3

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。

電源コードの接続
本機には取り外しタイプの電源コードが付属し
ています。
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。また、電源コードは必ず本機の
電源入力 AC100V端子に接続したあとで、コ
ンセントに接続してください。電源コードを抜
くときは先にコンセントから抜いてください。

音質向上のため、電源の極性を合わせます。電
源プラグのNの印字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。

LANケーブルの接続
LANケーブルを使用してネットワーク接続す
る場合は、NETWORK 端子を使用します。Wi-
Fi 接続する場合は、初期設定 ( P17) で、接続
設定を行います。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機能を楽しむこと
ができます。

a FM 室内アンテナ、 b 電源コード
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電源オンと初期設定
初期設定

21

3

2 起動について : Íボタンを押すと、本体のボ
リュームインジケーターが白く点灯し、約 30
秒後に表示部にONKYOロゴが表示された後、
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、初期設定の画面が
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。
0初期設定をやりなおすには、リモコンの ボ
タンを押して、「ネットワーク」-「接続方
法」で「Wi-Fi」を選んだ後、「Wi-Fi 設定」
を選びます。
0ネットワーク設定中にプライバシーポリシー
に同意するかの確認画面が表示されます。同
意する場合は「同意する」を選択し、
ENTER ボタンを押してください。

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 (a)。ひとつ前の表
示に戻るには、 ボタン (b) を押します。

a

b
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Wi-Fi 接続の設定を行う場合は「はい」を選ん
で決定します。次の画面で、「ネットワークを
検索する」などの中から設定方法を選びます。

■ネットワークを検索する
無線 LANルーター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.接続するアクセスポイントの SSID を選ん
で、決定します。

2.「パスワード入力」または「プッシュボタン」
を選んで、決定します。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
「プッシュボタン」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.「パスワード入力」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」( P43) を
ご参照ください。

「プッシュボタン」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.設定が完了すると、表示部に が表示されます。

■ iOSデバイスを使用する
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。
1.iOS 端末をWi-Fi 接続します。
2.iOS 端末のWi-Fi 設定画面で「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 CR-N775 XXXXXX」と

表示されます。 
3.接続完了後、iOS端末画面で「完了」を選び
ます。
4.設定が完了すると、本機の表示部に が表示
されます。

■アクセスポイントのSSIDを入力する
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」( P43) をご参照ください。

2.認証方法を選んで、決定します。

0「セキュリティなし」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
を入力して決定します。

3.設定が完了すると、表示部に が表示されます。

初期設定

はい
いいえ

Wi-Fi設定を始めます。よろしいですか？

Wi-Fi 設定
ネットワークを検索する
iOSデバイスを使用する
SSID入力

aaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbb
cccccccccccccccc
ddddddddddddddd

Wi-Fi 設定

パスワード入力
プッシュボタン

Wi-Fi 設定

パスワード

A/a OK
MEMORY 非表示/表示

SSID

A/a OK

認証方法
セキュリティなし
WEP
WPA
WPA2
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時刻の設定

     

時刻を設定すると、目覚ましタイマー再生 ( P41) の機能を使用できま
す。
1.リモコンの ボタンを押してメニューを表示します。
2.3/4ボタンを押して「タイマー」を選び、ENTER ボタンを押しま
す。
3.3/4ボタンを押して「時計」を選び、ENTER ボタンを押します。

4.3/4ボタンで曜日を設定し、ENTER ボタンを押します。
5.次の画面で、3/4ボタンで「24H」(24 時間表示 ) または「12H」
(12 時間表示 )を選び、ENTER ボタンを押します。
6.次の画面で、3/4ボタンで時間を設定し、ENTER ボタンを押しま
す。
7.次の画面で、3/4ボタンで分を設定し、ENTER ボタンを押します。
しばらくすると、自動で設定が完了します。

1

2

時計

日 0   :   45
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CDを再生する
再生する

市販の音楽CD以外にも、MP3 フォーマット
で記録したCD-R/CD-RWの再生に対応してい
ます。
0MP3ファイルの対応サンプリングレートは
32 kHz ～ 48 kHz、対応ビットレートは
32 kbps ～ 320 kbps および VBR です。
0 CD-R/CD-RWで読み込むことができるト
ラック数は最大 999です。CD-R/CD-RW
のフォルダ構成によっては最大トラック数が
少なくなる場合があります。
0本機はコピーコントロールCDなどのCD規格
外のディスクの動作保証はいたしません。

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 INPUT 2/1ボタンをくり返し
押して、入力をCDにします。
2.本体の<ボタンを押してディスクトレイを
開き、ディスクをトレイにおいたあとで、再
び<ボタンを押してディスクトレイを閉じ
ます。
3.リモコンの ;ボタン (e) を押して、再生を
開始します。その他の再生操作ボタン (c)
で、停止や聴きたい曲の選曲をします。数字
ボタン (a) で曲番を入力し、ENTER ボタン
(d) を押して選択することもできます。
0音楽 CDの場合、 ボタン (b) を押すと、曲
の経過時間 /曲の残り時間 /ディスクの経
過時間 / ディスクの残り時間の順に、表示
を切り換えることができます。

1

2

d

g

b

f

a

c

e

c
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リピート再生
1.再生中に ボタン (f) をくり返し押して、表
示部に または を表示させます。
: 選択中の１曲をくり返し再生します。
: すべての曲をくり返し再生します。

0リピート再生を解除するには  ボタン (f) を
数回押して、アイコンの表示を消灯させま
す。
0リピート再生中にランダム再生の設定を行う
と、リピート再生は解除されます。

ランダム再生
曲をランダムに再生します。
1.再生中に ボタン (g) を押して、表示部に

を表示させます。
0ランダム再生を解除するには ボタン (g) を
押して、アイコンの表示を消灯させます。
0ランダム再生中にリピート再生の設定を行う
と、ランダム再生は解除されます。
0MP3 ディスクは、フォルダのない状態で音
楽ファイルが書き込まれたディスクのみ、ラ
ンダム再生に対応しています。
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USBストレージ /HDDの再生
本体の前面または後面の USB端子に、USB ス
トレージやHDD ( ハードディスクドライブ )
を接続して、音楽ファイルを再生することがで
きます。
0前面のUSB端子は、最大5 V/0.5 Aの電源供
給に対応しています。HDDでそれ以上の電
力が必要な場合は、後面のUSB 端子に接続
してください。

基本の操作
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 INPUT 2/1ボタンをくり返し
押して、入力をUSB Front または USB 
Rear にします。
2.前面または後面の USB端子に、USBスト
レージやHDD を接続します。
3.読み込み完了後に、ENTER ボタン (e) を押
します。
4.リモコンのカーソル (c) でフォルダや音楽
ファイルを選んで、ENTER ボタン (e) で決
定します。ひとつ前の表示に戻るには、 ボ
タン (b) を押します。
0フォルダ内の同一階層の音楽ファイルのみ
を再生します。

5.再生操作ボタン (d) で、停止や聴きたい曲の
選曲をします。

0 ボタン (a) を押すと、アルバムアートやファ
イル形式などの情報が表示されます。アルバ
ム名、アーティスト名、アルバムアートの表
示は、WAV/MP3/WMA/Apple Lossless/
FLAC/AAC/DSD(DSF のみ ) フォーマット
の音楽ファイルに対応しています。埋め込み
画像の形式は JPEG、PNGです。
0WAV形式の場合、アーティスト名 / アルバム
名 / アルバムアート表示を可能にするには、
音楽ファイルを保存する際のフォルダ構成と
ファイル名を次の図のようにしてください。
アルバムアートは画面表示させたい .jpg
ファイルを最下段フォルダに保存することで
表示できます。なお、データ容量が大きい
.jpg ファイルは表示するまでに時間がかかる
場合や表示されない場合があります。

1

2

e

g

a

c

f

b

d

d
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0本機で表示できない文字は「¢」で表示され
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。

リピート再生
1.再生中に ボタン (f) をくり返し押して、表
示部に または を表示させます。
: 選択中の１曲をくり返し再生します。
: フォルダ内のすべての曲をくり返し再生

します。
0リピート再生を解除するには  ボタン (f) を
数回押して、アイコンの表示を消灯させま
す。

ランダム再生
フォルダ内の曲をランダムに再生します。
1.再生中に ボタン (g) を押して、表示部に

を表示させます。
0ランダム再生を解除するには ボタン (g) を

押して、アイコンの表示を消灯させます。

USB/HDDデバイスについて
0すべてのUSBストレージやHDD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。
(ただし、USBマスストレージクラス規格に
属するUSB メモリーであっても、本機で再
生できないものもあります。)
0 USBストレージのフォーマットは、FAT16、
FAT32 に対応しています。exFAT、NTFS、
HFS など他のフォーマットは本機で再生で
きません。
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ストレージやHDD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データの損失や変更、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。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。

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 : 32 kHz、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
0WMA Pro/Voice/WMA Lossless/WMA 
DRM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

Folder 1 Folder 1-1 file 1-1
file 2-1
file 3-1
・・・

Folder 1-2 file 1-2
file 2-2
file 3-2
・・・

アーティスト名 アルバム名

.jpgファイル

アルバム名

.jpgファイル
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AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/
.AIFC/.AFC) :
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
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インターネットラジオ
基本の操作
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 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。
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の必要がある場
合があります。
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.リモコンの INPUT 2/1ボタンをくり返し
押して、入力をNETWORKにします。
2.リモコンのカーソルで、「TuneIn Radio」な
どを選び、ENTER ボタンで決定します (a)。
それぞれのインターネットラジオサービスの
表示に切り換わった後は、リモコンのカーソ
ルで放送局などを選び、ENTER ボタンで決
定します (a)。ひとつ前の表示に戻るには、
ボタン (b) を押します。

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。

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。
放送局の再生中に画面の右下にメニューアイコ
ン が表示されます。このアイコンだけが表
示されている場合は、そのままリモコンの

ENTER ボタン (a) を押すと、画面にメニュー
が表示されます。複数のアイコンが表示されて
いる場合は、リモコンのカーソルで アイコ
ンを選び、ENTERボタンを押します (a)。

インターネットラジオサービスのレジューム機
能について :
本機でインターネットラジオを聴いたあと、電
源をオフにし再度電源をオンにすると、最後に
聴いていたインターネットラジオサービスを自
動的に再生します。同様に、インターネットラ
ジオを聴いたあと、入力を NETWORK以外
( ＊ ) に切り換えて、再度 NETWORKに切り換
えた場合も、最後に聴いていたインターネット
ラジオサービスを自動的に再生します。
＊NETWORK入力のインターネットラジオ
サービス以外の機能や、USB ストレージ /
HDD再生、BLUETOOTH 再生に切り換え
た場合は、レジューム再生は行われません。

radiko.jp の番組表機能について：
1.radiko.jp の再生中に ENTERボタン (a) を押
します。
2.表示部で「今日の番組表」などのメニューを
選んで、決定します。

1

2

a

b

SN29403253_CR-N775_Ja.book  25 ページ  ２０１７年９月２２日　金曜日　午前１０時５１分



26

> 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

radiko.jp プレミアムについて：
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 (a) を押したあと、以下
の操作でログインしてください。
1.「E-mail アドレスを入力してください」と表
示されるので、ENTER ボタン (a) を押して、
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」
( P43) をご参照ください。
2.リモコンのカーソルで「OK」を選び、
ENTER ボタンを押します (a)。
3.「パスワードを入力してください」と表示さ
れるので、ENTER ボタン (a) を押して、パ
スワードを入力します。
4.リモコンのカーソルで「OK」を選び、
ENTER ボタンを押します (a)。
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Spotify
基本の操作
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 を使用するには、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も必
要です。
0 Spotify の設定操作についてはこちら : 
www.spotify.com/connect/

1.スマートフォンを本機と同じネットワークに
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。
0本機は「Onkyo CR-N775 XXXXXX」と
表示されます。 

5.自動で本機の電源がオンになり、入力切換が
NETWORK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メニューで「オプション」-「電源管理」-
「ネットワークスタンバイ」を「オフ」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 INPUT 2/1ボタン
をくり返し押して入力を NETWORKにし
ます。

Wi-Fi

Onkyo CR-N775 xxxxxx

接続可能なデバイス

1

4

3

2

Device接続可
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FM ラジオ
自動で選局する
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 INPUT 2/1ボタンをくり返し
押して、入力を FMにします。
2.リモコンの ENTER ボタン (b) をくり返し押
して、表示部に「AUTO」を表示させます。
3.リモコンの TUNE 3/4 ボタン (a) 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。FM放送局を受信する
と、表示部に が表示されます。また、ス
テレオ受信の場合は「STEREO」、モノラル
受信の場合は「MONO」が表示されます。

FM放送を受信しにくいときは : 「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
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 INPUT 2/1ボタンをくり返し
押して、入力を FMにします。
2.リモコンの ENTER ボタン (b) をくり返し押
して、表示部の「AUTO」を消灯させます。
3.リモコンの TUNE 3/4ボタン (a) を押しな

がら、聴きたい放送局を選びます。
0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。表示部を見ながら周波数を合わせてく
ださい。
0表示部の周波数表示が点滅するまで本体の
スキップ (:/9) ダイヤルを長押しし
たあと、ダイヤルを左右に回して選局する
こともできます。

1

3

2 FM

MHz

STEREO AUTO

76.00
a

b

SN29403253_CR-N775_Ja.book  28 ページ  ２０１７年９月２２日　金曜日　午前１０時５１分



29Jp

> 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

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.リモコンのMEMORY ボタン (b) 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PRESET 2/1ボタン (f) を
くり返し押して、1～40の間で番号を選び
ます。
3.再度リモコンのMEMORYボタン (b) を押し
て登録します。登録されるとプリセット番号
の点滅が止まります。

登録した放送局を選ぶ
1.リモコンの INPUT 2/1ボタンをくり返し
押して、入力を FMにします。
2.リモコンの PRESET 2/1ボタン (f) を押し
て、プリセット番号を選びます。数字ボタン
(a) で番号を入力し、ENTER ボタン (g) を押
して選択することもできます。

登録した放送局を削除するには
1.リモコンの INPUT 2/1ボタンをくり返し
押して、入力を FMにします。
2.リモコンの PRESET 2/1ボタン (f) を押し
て、削除したいプリセット番号を選びます。

3.リモコンのCLEARボタン (d) を押して、プ
リセット番号を削除します。
0削除されると、表示部から番号が消えま
す。

登録した放送局に名前をつけるには
1.リモコンの INPUT 2/1ボタンをくり返し
押して、入力を FMにします。
2.リモコンの PRESET 2/1ボタン (f) を押し
て、プリセット番号を選びます。
3.リモコンの ボタン (c) を押します。
4.リモコンの3/4ボタン (e) で「オプショ
ン」-「チューナー」-「名前変更」を選び、
ENTER ボタン (g) を押します。
5.放送局の名前を入力します。文字の入力方法
は「文字入力の操作」( P43) をご参照くだ
さい。

1

3

2

FM

MHz

01 ch

STEREO AUTO

76.00

g

b

e

a

c

f

d
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BLUETOOTH®再生
ペアリング
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. 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 CR-N775 XXXXXX」と
表示されます。

3.表示部の「Now Pairing...」が BLUETOOTH
対応機器の名称に変わります。
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 ボ
タンを長押ししたあとに、手順 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 10 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
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.BLUETOOTH 対応機器の接続操作を行いま
す。
2.本機の入力が自動で BLUETOOTH に切り換
わります。
3.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。

Onkyo CR-N775

1

2

3

BLUETOOTH

Now Pairing...

--:--:-- / --:--:--
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AirPlay®

1

Wi-Fi

3

Onkyo CR-N775 XXXXXX 

iPhone

4
2

（例） iOS 10

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。な
お、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。
1.iOS 端末を本機と同じネットワークに接続し
ます。
2.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。
0本機は「Onkyo CR-N775 XXXXXX」と
表示されます。
0本機で「AirPlay Password」を設定して
いる場合は、設定したパスワードを入力し
てください。

3.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ネットワークスタン
バイ機能がオンに設定されており、AirPlay
の再生を始めると本機の電源が自動でオンに
なり、再生が始まります。
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。
0本機リモコンの  ボタン、  ボタンは働きま
せん。iOS端末から操作してください。

また、iTunes (Ver. 10.2.2 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、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。
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外部機器の音声を再生する

a

b

c

1 2 接続する
テレビやゲーム機など、外部機器の音声を本機
で再生することができます。外部機器に光デジ
タル出力端子や同軸デジタル出力端子がある場
合、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、本機のDIGITAL IN 
OPTICAL/COAXIAL 端子に接続します。外部
機器とオーディオ用ピンケーブルで接続する場
合は、本機の LINE IN 端子に接続します。

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.DIGITAL IN OPTICAL 端子に接続した機器を
再生する場合は、INPUT 2/1ボタンをくり
返し押して、本機の入力を「OPTICAL」に
切り換えます。

OPTICAL

44.1kHz

a 光デジタルケーブル、 b 同軸デジタルケーブル、 c オーディオ用ピンケーブル
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DIGITAL IN COAXIAL 端子に接続した機器
を再生する場合は、リモコンの INPUT 2/1
ボタンをくり返し押して、本機の入力を
「COAXIAL」に切り換えます。

LINE IN 端子に接続した機器を再生する場合
は、INPUT 2/1ボタンをくり返し押して、
本機の入力を「LINE」に切り換えます。

2.機器を再生します。
0光デジタルケーブルまたは同軸デジタルケー
ブルで接続する場合、本機への入力は、
192 kHz/24 ビットまでのリニア PCM信号
のみの対応になります。

RI 端子付きオンキヨー製品との接続
について
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、電源オンや入力切換が連動し
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オンキヨー製MDデッキと接続する場合、入
力切換の名前の変更が必要です。( P49,
「入力名称」)
「COAXIAL」や「OPTICAL」など外部機器
と接続する端子の名前を「MD」に変更して
ください。

a RI ケーブル、 b オーディオ用ピンケーブル

0 RI 端子が 2つある場合、2つの端子の働きは
同じです。どちらにでもつなげます。
0 RI 端子の接続だけではシステムとして働きま
せん。オーディオ用ピンケーブルも正しく接
続してください。
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。

COAXIAL

44.1kHz

LINE

a

b
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Music Server
1 2 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のストリーミ
ング再生に対応しています。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 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。Windows Media® Player 11 また
は 12 をお使いの場合、事前の設定が必要で
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。

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」をクリックします。
0クリックすると、本機のアイコンにチェッ
クが付きます。

5.「OK」をクリックして、ダイアログを閉じま
す。
0Windows 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。
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■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。
0Windows 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
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.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 ) を起動します。
2.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ます。

3.リモコンの INPUT 2/1ボタンをくり返し
押して、入力をNETWORKにします。
4.リモコンのカーソルで、「Music Server」を
選び、ENTER ボタンを押します (a)。
5.リモコンのカーソルで目的のサーバーや音楽
ファイルを選び、ENTER ボタンで決定しま
す (a)。ひとつ前の表示に戻るには、 ボタ
ン (c) を押します。
0画面に「No Server」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使用するサーバーや再生ファイルによって
は、再生経過表示や再生残り時間が表示され
ないことがあります。
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。

■音楽ファイルの検索や並び替え機能
ご使用のサーバーが検索機能に対応している場
合は次の検索機能を使用することが可能です。
また、ご使用のサーバーが並び替え機能に対応
している場合は、次の並び替え機能を使用する
ことが可能です。

音楽ファイルを検索して、選択する
Music Server で使用可能なサーバーを表示し
た状態で、次の操作を行ってください。
1.リモコンの3/4ボタンで再生したい音楽
ファイルのあるサーバーを選び、ENTER ボ
タンを押します (a)。
2.リモコンの3/4ボタンで Search フォルダ
を選んで ENTER ボタンを押します (a)。
Search フォルダには以下の 3つのフォルダ
があります。
0「Search by Artist」: アーティスト名で検
索する場合に選びます。
0「Search by Album」: アルバム名で検索
する場合に選びます。
0「Search by Track」: 曲名で検索する場合
に選びます。

3.リモコンの3/4ボタンでフォルダを選んで
ENTER ボタンを押します (a)。
4.検索したい文字を入力し、ENTER ボタン (a)
を押すと検索結果が表示されます。
5.リモコンの3/4ボタンで再生したい音楽
ファイルを選んで ENTER ボタンを押します
(a)。

音楽ファイルを並び替えて、選択する
Music Server で使用可能なサーバーを表示し
た状態で、次の操作を行ってください。
1.リモコンの3/4ボタンと ENTER ボタン
(a) を操作して、再生したいサーバーのフォ
ルダを選びます。
2.リモコンの ボタン (b) を押すと、以下のよ
うに音楽ファイルの並び順を切り替えること
ができます。( 一部並び替えが無効な場合が
あります )

a

c

b

SN29403253_CR-N775_Ja.book  35 ページ  ２０１７年９月２２日　金曜日　午前１０時５１分



36

> 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

0ご使用のサーバーが定義した順番 ( 初期状
態 )で並んでいる場合、トラック番号順に
替わります。
0トラック番号順で並んでいる場合、タイト
ル順に替わります。
0タイトル順で並んでいる場合、初期状態に
戻ります。

3.リモコンの3/4ボタンで再生したい音楽
ファイルを選んで ENTER ボタンを押します
(a)。

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、
音量を調節します。
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。
0Windows 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。
0対応サンプリングレート 88.2 kHz 以上およ
びDSDは、無線 LAN経由での再生には対
応していません。
0リモート再生では FLAC、DSDには対応して
いません。
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。

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 : 32 kHz、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
0WMA Pro/Voice/WMA Lossless/WMA 
DRM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/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/
.AIFC/.AFC) :
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
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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、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
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e-onkyo ダウンローダー
ハイレゾ音源配信サイト e-onkyo music で購
入した楽曲を、本体後面のUSB端子に接続し
た HDD ( ハードディスクドライブ ) にダウン
ロードして再生することができます。
0 e-onkyo musicについてはこちらをご覧くだ
さい：
http://www.e-onkyo.com

準備する
HDDの接続とフォーマット
1.本体後面の USB端子に HDDを接続します。
接続するHDD は、Windows®用の HDDを
お使いください。
0本機能を使用するには、本体後面のUSB端
子に HDDを接続してください。

2.接続したHDD のフォーマットを行います。
本機のメニューの「オプション」-「スト
レージ」-「フォーマット」で、「はい」を選
んで ENTER ボタンを押します。
0本機能を使用するには、本機でフォーマッ
トを行う必要があります。
0フォーマットが完了するまでは本体の電源
をスタンバイにしないでください。
0フォーマットを行うとHDD に保存されて
いるすべてのデータが消去されますので、
フォーマットを行う前にデータのバック
アップを取っておいてください。
0本機でフォーマットができない場合は、一
度 PC でフォーマットしたあとに、再度本
機でフォーマットをお試しください。

デバイスの関連付け
e-onkyo music の楽曲をダウンロードするに
は、最初に e-onkyo music で表示されるデバ
イス認証キーを取得し、本機からデバイスの関
連付けを行う必要があります。
1.PC やスマートフォンで e-onkyo music に
アクセスします。
2.e-onkyo アカウントとパスワードを入力し、
ログインします。
3.「デバイス」を押したあとに表示される「デ
バイス認証キー表示」ボタンを押して、デバ
イス認証キーを表示させます。(「デバイス」
は e-onkyo music の TopまたはMY PAGE
内にあります。)
4.本機のメニューの「e-onkyo」-「デバイス
認証キー」で、手順 3で表示されたデバイス
認証キーを入力し、ENTER ボタンを押して
確定します。

認証結果が表示され、デバイスの関連付けが
完了します。関連付けされたデバイスの情報
は、e-onkyo music の「デバイス」-「デバ
イス情報」に表示されます。

1

2

e-onkyo
デバイス認証キー
ダウンロード
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購入した楽曲のダウンロード
1.本体後面のUSB端子にHDD を接続します。
2.本機のメニューで「e-onkyo」-「ダウン
ロード」を選びます。

3.ダウンロード開始画面で ENTER ボタンを押
すと、e-onkyo music にダウンロード可能
な楽曲があるかどうかを検出します。
0楽曲の量によっては、検出結果が表示され
るまでに数十分ほどかかる場合がありま
す。

4.検出結果が表示されます。ダウンロード可能
な楽曲がある場合は、ENTER ボタンを押す

とダウンロードを開始します。

ダウンロード中は、以下のアイコンが表示さ
れます。
：ダウンロードが進行中です。
：ダウンロードの進行状況がパーセントで
表示されます。

また、以下のアイコンが表示される場合があ
ります。
：楽曲再生などの動作が優先されて、ダウ
ンロードを一時中断しています。優先さ
れた動作が終了すると、ダウンロードは
自動的に再開されます。
：ダウンロードが異常終了しました。
HDDが正しく接続されているか、また
本機がネットワークに正しく接続されて
いるかご確認のうえ、再度ダウンロード
を行ってください。

0ダウンロード中に電源をスタンバイにして
も、ダウンロードは継続されます。
0ダウンロードした楽曲は、HDDの「e-
onkyo」フォルダに保存されます。

0本機で再生できるのは 2チャンネルの楽曲の
みです。5.1 マルチチャンネルなどの 2チャ
ンネル以外の楽曲の再生には対応していませ
ん。
0一度ダウンロードした楽曲をHDD から削除
した場合、次回以降のダウンロード時にダウ
ンロードされません。再度ダウンロードする
には、本機を初期化してお買い上げ時の状態
に戻す必要があります。

0 PC に保存している楽曲を本機に接続した
HDD に保存したい場合は、次項の「本機に
接続したUSB HDDの楽曲を PC から保存、
削除する」の説明をご確認ください。
0何らかの原因で購入した楽曲が消失した場合
の補償はできかねますので、あらかじめご了
承ください。購入した楽曲はバックアップし
ておくことをお勧めします。
0音源配信サービスは、サービス提供会社の都
合により、予告なく変更や終了する場合があ
ります。サービスの変更や終了に伴ういかな
る損害、損失に対しても当社は一切の責任を
負いかねますので、あらかじめご了承くださ
い。

デバイスの関連付けの解除について
本機を譲渡したり貸与する場合などには、e-
onkyo music アカウントとの関連付けを解除
することをお勧めします。以下のいずれかの
方法で関連付けを解除できます。
0 e-onkyo musicのWebページで解除を行う
場合 : e-onkyo music で「デバイス」-「デ
バイス情報」を表示し、本機の「関連付け
を解除」ボタンを押します。
0本機で解除を行う場合 :本機のメニューから
「初期化」を実行して、本機をお買い上げ時の
状態に戻します。(この場合、その他の設定も
お買い上げ時の状態に初期化されます。)

e-onkyo
デバイス認証キー
ダウンロード
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本機に接続したUSB HDDの楽曲を PC から保存、削除する
基本の操作
本体後面のUSB端子に接続したHDD ( ハード
ディスクドライブ ) を PCに接続しなおすこと
なく、直接ネットワークを経由して音楽ファイ
ルを保存したり削除することができます。
1.本体後面の USB端子に、HDDを接続しま
す。接続するHDDは、Windows®用の
HDDをお使いください。
0本機能を使用するには、本体後面のUSB端
子に HDDを接続してください。

2.接続したHDD のフォーマットを行います。
本機のメニューの「オプション」-「スト
レージ」-「フォーマット」で、「はい」を選
んで ENTER ボタンを押します。
0本機能を使用するには、本機でフォーマッ
トを行う必要があります。
0フォーマットが完了するまでは本体の電源
をスタンバイにしないでください。
0フォーマットを行うとHDD に保存されて
いるすべてのデータが消去されますので、
フォーマットを行う前にデータのバック
アップを取っておいてください。
0本機でフォーマットができない場合は、一
度 PC でフォーマットしたあとに、再度本
機でフォーマットをお試しください。

3.本機のメニューで「オプション」-「電源管理」-
「ネットワークスタンバイ」を選び、「オン (USB 
Power)」を選んでENTERボタンを押します。

4.本機の電源をスタンバイにします。
0本機の電源がオンの状態では、PCから本
体後面の USB端子に接続したHDD にア
クセスすることができません。

5.本機と同じネットワークに接続した PCで、
ネットワークに接続された機器の一覧を表示
します。
0本機は「機種名 XXXXXX」(XXXXXX は機
器固有の英数字 )のように表示されます。
Windows®の場合、ネットワークに表示
されるアイコンの内、メディア機器として
ではなく、コンピュータとして表示される
アイコンをクリックしてください。

6.本機のフォルダ内の「USB Storage」フォ
ルダの中に、本体後面のUSB端子に接続し
たHDDの内容が表示されます。通常の PC
の操作で、ファイルの保存や削除を行ってく
ださい。

0当社が本機能の動作確認をしているOS は以
下のとおりです。(2017 年 3 月現在 )
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
macOS Sierra 10.12
0Windows®でネットワークの一覧に本機が表
示されない場合は、「最新の情報に更新」の
操作をしてください。
0本機に接続したHDDに保存している楽曲等
を、他の機器にてネットワーク経由で再生す
る動作は保証していません。

1

2

3

ネットワークスタンバイ
オン
オン（USB Power）
オフ
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目覚ましタイマー再生
1 2 設定する

設定した時間に自動で本機の電源がオンにな
り、お好みの入力の音楽を再生します。「タイ
マー 1」と「タイマー 2」の 2種類の目覚まし
タイマーを設定することができます。なお、本
機の時刻が正しく設定されていることを確認し
てください。時刻が設定されていないと、タイ
マー機能はお使いになれません。
1.リモコンの ボタンを押してメニューを表示
します。
2.3/4ボタン (b) で「タイマー」を選んで
ENTER ボタン (c) を押します。
3.3/4ボタン (b) で「タイマー 1」または
「タイマー 2」を選んで ENTER ボタン (c) を
押します。

4.「設定」が表示された状態で ENTER ボタン 
(c) を押します。
5.3/4ボタン (b) でタイマー再生を行う入力
を選択して、ENTER ボタン (c) を押します。
0入力は「CD」、「FM」、「MD」から選択で
きます。
「FM」を選択した場合は、3/4ボタン
(b) でプリセット済の放送局を選択して
ENTER ボタン (c) を押します。
「MD」を選択するには、事前にメニューの
「オプション」-「入力名称」で、特定の端
子の入力切換名を「MD」に設定して

タイマー
タイマー1
タイマー2
時計
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おく必要があります。「MD」の入力切換が
設定されていないと、タイマー起動時に音
声が何も出力されません。

6.3/4ボタン (b) で「繰り返し」または「1
回」を選び、ENTER ボタン (c) を押します。
「繰り返し」を選択した場合は、「毎日」「日
曜」「月曜」「火曜」「水曜」「木曜」「金曜」
「土曜」「月曜 -金曜」「火曜 -土曜」「土曜 -
日曜」の中から設定する曜日を選び、決定し
ます。「1回」を選択した場合は、「日曜」
「月曜」「火曜」「水曜」「木曜」「金曜」「土
曜」の中から設定する曜日を選び、決定しま
す。
7.目覚ましタイマーの開始時刻、終了時刻、音
量 (0 ～ 50) の順に、それぞれ3/4ボタン
(b) で設定し、ENTER ボタン (c) で決定しま
す。
0設定が完了するとTIMERインジケーターが
点灯して、表示部に設定内容が表示されま
す。

8.Íボタン (a) を押して本機の電源をスタンバ
イにします。
0本機の電源がオンの状態では、目覚ましタ
イマー再生機能は働きません。

目覚ましタイマー設定のオン/オフを確認する : 
TIMERインジケーターが赤色で点灯していると
オンの状態です。オフの状態は消灯します。

目覚ましタイマー設定のオン /オフを切り換え
る : タイマー再生をすでに設定している場合、
機能のオン / オフを切り換えることができま
す。
1.リモコンの ボタンを押してメニューを表示
し、3/4ボタン (b) で「タイマー」を選ん
で ENTER ボタン (c) を押します。
2.3/4ボタン (b) で「タイマー 1」または
「タイマー 2」を選んで ENTER ボタン (c) を
押します。
3.オフにする場合は、「オフ」が表示されてい
る状態で、ENTER ボタン (c) を押します。
0オンにする場合は、「オン」が表示されて
いる状態で、ENTER ボタン (c) を押しま
す。
03/4ボタン (b) で「呼び出し」を選択し
て、ENTER ボタン (c) を押すと、設定内

容を確認することができます。
4.Íボタン (a) を押して本機の電源をスタンバ
イにします。

b

c

a
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文字入力の操作、音質の調整など
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.カーソル (a) で文字・記号を選び、ENTER
ボタン (b) を押します。この操作をくり返し
て文字を入力します。
「A/a」 : 大文字 /小文字が切り換わります。
「<」「>」 : 矢印の方向にカーソルが移動し
ます。
「 」 : カーソルの左側の文字を 1文字消去し
ます。
「 」 : 1 文字分スペースが入ります。
0リモコンのMEMORYボタン (e)を押すと、
パスワードを「¢」で表示するか入力した
文字をそのまま表示するか切り換えます。

2.入力が終われば、カーソル (a) で「OK」を
選び、ENTER ボタン (b) を押します。

音質を調整する
低音を調整する (Bass)
1.TONEボタン (c) を押します。
2.3/4ボタン (a) で低音を調整します。(s6
～ i6)

高音を調整する (Treble)
1.TONE ボタン (c) を 2回押します。
2.3/4ボタン (a) で高音を調整します。(s6
～ i6)

低音域を強調する (PM.Bass)
1.TONE ボタン (c) を 3回押します。
2.3/4ボタン (a) で「オン」を選び、ENTER
ボタン (b) を押します。

原音に忠実に再生する (DIRECTモード )
音質に影響する処理を遮断し、より音源に近い
音質で再生できます。
1.DIRECT ボタン (d) を押します。
2.3/4ボタン (a) で「オン」を選び、ENTER
ボタン (b) を押します。
0 DIRECT モードがオンのときは、Bass、
Treble、PM.Bass の機能は無効になります。

パスワード

A/a OK
MEMORY 非表示/表示

b

e a

d

c
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アプリを使って楽しむ
DTS Play-Fi
DTS Play-Fi では、本機と同じネットワークに
接続したスマートフォンやタブレットを使っ
て、音楽をワイヤレスで楽しむことができま
す。複数の Play-Fi 対応機器を同じネットワー
クに接続すると、ご家庭の色々な部屋で同じ音
楽をワイヤレスで聴くことができます。
詳細については、以下の参照先よりご覧くださ
い。

http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/playfi_onk.pdf

Play Queue
「Onkyo Controller」アプリをスマートフォン
やタブレットにダウンロードすると、Play 
Queue 機能を使用することができます。Play 
Queue 機能では、USB ストレージやMusic 
Server の楽曲の再生順を一時的に保存し、編
集することができます。
詳細については、以下の参照先よりご覧くださ
い。

http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/queue_onk.pdf
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再生機能に関する追補情報
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については、以下の
参照先よりご覧ください。
0一部の再生機能については、ご購入時の製品
に既に搭載されている場合があります。

http://www.onkyo.com/manual/upd/sl/1.pdf
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応用的な設定
応用的な設定

     

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 ボタンを押します。

2.メニューが表示されたあと、リモコンの3/4ボタン (a) で項目や設定
値を選び、ENTER ボタン (c) で決定します。ひとつ前の表示に戻るに
は、 ボタン (b) を押します。
3.設定を終了するときは、 ボタンを押します。

ネットワーク
■接続方法
ネットワークへの接続方法を選びます。
「Wi-Fi」 : 無線 LANで接続する場合
「有線」 ( 初期値 ) : 有線 LANで接続する場合
「Wi-Fi」を選んだ場合は、「Wi-Fi 設定」を行ってください。

■Wi-Fi 設定
Wi-Fi 接続の設定を行います。( P17) 
「接続方法」で「Wi-Fi」を選択したときのみ設定できます。
0 PC のWeb ブラウザを使用して、Wi-Fi 接続の設定を行うこともできま

1
メニュー
ネットワーク
オプション
タイマー
e-onkyo

b

c

a
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す。詳しくは、「Web Setup について」( P50) をご覧ください。
■DHCP
「オン」 ( 初期値 ) : DHCP で自動設定する
「オフ」 : DHCP を使わず手動設定する
「オフ」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。

■ 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。最大 31 文字まで入力することができます。文
字の入力方法は「文字入力の操作」( P43) をご参照ください。

■AirPlay Password
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」
( P43) をご参照ください。

■ネットワーク確認
ネットワークの接続状態を確認します。

オプション
■電源管理

自動スタンバイ 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、自動でスタンバイ状態に移行させる
ことができます。
「オン」 : 自動でスタンバイ状態に移行させる場合
「オフ」 ( 初期値 )  : スタンバイ状態への移行をさせ
ない場合

ネットワークス
タンバイ

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「オン (USB Power)」を選んで本機をスタンバイ
にすると、本機と同じネットワークに接続した
PC から本体後面のUSB端子に接続したHDD
にアクセスすることができます。
0「オン」(初期値 )または「オン (USB Power)」の
場合、スタンバイ時の消費電力が増加します。
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「ネットワークスタンバイ」が
無効になる場合があります。
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■ストレージ

■言語 (Language)
表示部に表示する言語を選びます。
「English」、「日本語」 ( 初期値 )

■チューナー
「FM」入力切換のときのみ選択できます。

■Bluetooth

Bluetooth によ
る起動 /時計表示

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。
また、本機がスタンバイ時に本体のDISPLAYボタ
ンまたはリモコンの ボタンを押すと、表示部に
現在の時刻が表示されます。
「オン」 : この機能を使用する場合
「オフ」 ( 初期値 ) : この機能を使用しない場合
0オンの場合、スタンバイ時の消費電力が増加し
ます。
0「Bluetooth」-「自動入力切り換え」を「オフ」
に設定している場合、この設定は「オフ」に固
定されます。

ストレージ情報 本体後面のUSB 端子に接続したHDDのファイル
システム、空き容量サイズ、全容量サイズが表示さ
れます。

フォーマット 本体後面のUSB 端子に接続したHDDのフォー
マットを行います。本機と同じネットワークに接続
した PCから、本機に接続された HDDにアクセス
するためには、本機でフォーマットを行う必要があ
ります。フォーマットを行うとHDDに保存されて
いるすべてのデータが消去されますので、フォー
マットを行う前にデータのバックアップを取ってお
いてください。フォーマットを行うには、「はい」
を選んで ENTER ボタンを押します。
0本機でフォーマットしたHDDは、PCに直接接続
しても楽曲、ファイルなどを表示できません。

プリセット書き込
み

選局している放送局を登録します。

プリセット削除 登録済みの放送局を選局しているときのみ選択でき
ます。
選局している放送局の登録を削除します。

名前変更 登録済みの放送局を選局しているときのみ選択でき
ます。
登録済みの放送局に名前をつけることができます。
文字の入力方法は「文字入力の操作」( P43) をご
参照ください。

Bluetooth BLUETOOTH機能の使用 / 不使用を設定します。
「オン」 ( 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「オン」にしてください。
「オフ」 : BLUETOOTH 機能を使用しない場合
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■入力名称
「COAXIAL」、「OPTICAL」または「LINE」入力切換のときのみ表示さ
れます。
MDプレーヤーなどの外部機器と接続する端子の入力切換の名前を
「MD」に変更することができます。複数の端子の入力切換名を「MD」

に変更することはできません。「無し」( 初期値 ) を選ぶと、元の入力切
換名に戻ります。

タイマー
時刻の設定 ( P19) および目覚ましタイマー再生の設定 ( P41) を行い
ます。

e-onkyo
■デバイス認証キー
e-onkyo music アカウントと本機の関連付けを行います。

■ダウンロード
e-onkyo music で購入した音楽を、本体後面のUSB端子に接続した
HDDにダウンロードします。

システム情報
本機のMACアドレスと現在のファームウェアのバージョン、デバイス
No. を表示します。e-onkyo music のWeb ページで関連付けを確認す
る場合、デバイスNo. を確認してください。

初期化
本機のすべての設定を、お買い上げ時の状態に初期化します。実行する
前に、これまでに設定した内容をメモなどに記録することをおすすめし
ます。実行するには「はい」を選んで、決定します。初期化が完了する
と、電源が自動でスタンバイ状態になります。

アップデート
更新可能なファームウェアが存在しない場合、「アップデート」は選択で
きません。

自動入力切り換え 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。
「オン」 ( 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。
「オフ」 : 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、「オ
フ」に設定して、手動で入力を切り換えてくださ
い。

自動接続 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。
「オン」 ( 初期値 ) : この機能を使用する場合
「オフ」 : 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。

ペアリング情報 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。3/4ボタンで「削除」を選び、
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。
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■ via Network
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。

■ 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。

Web Setupについて
PC のWeb ブラウザを使用して、Wi-Fi 接続の設定を行うこともできま
す。設定には PCが無線 LAN接続している必要があります。また、本機
が LAN ケーブルでネットワーク接続されていると、この設定を行うこと
はできません。
1.本機の電源をオンにします。
2.リモコンの ボタンを押して、「ネットワーク」-「接続方法」で「Wi-
Fi」を選んだ後、「Wi-Fi 設定」を選びます。
3.3/4ボタンで「iOSデバイスを使用する」を選び、ENTER ボタンを
押します。
4.お手持ちの PC の無線 LAN 接続一覧から、 本機の SSID 
(softap_0009B0xxxxxx) を選択します。
0 SSID の「xxxxxx」は、MACアドレスの下位 3バイトを表していま
す。

5.PC のWEB ブラウザーを開き、URL http://192.168.200.1 にアクセ
スします。
6.「Web Setup」メニューが表示されます。本機のネットワーク設定を
行ってください。
0お使いの機器や接続環境によっては、本機能が動作しないことがあり
ます。
0お使いの PCについては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
0本接続は、暗号化されていないため、軽度のセキュリティーリスクが
あります。
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ファームウェアアップデート
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 15 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。
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ネットワーク経由の場合は、接続状況により
時間がさらにかかる場合があります。
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 ボタンを押すと、表示部にメ
ニューが表示されます。

2.3/4ボタンと ENTER ボタンで「アップ
デート」-「via Network」を順に選びます。

0更新可能なファームウェアが存在しない場
合、「アップデート」は選択できません。

3.ENTER ボタンを押して、ファームウェアの
更新を開始します。
0「Update Complete」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、

メニュー
ネットワーク
オプション
タイマー
e-onkyo

アップデート
via Network
via USB
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本機の電源をオフにします。何もしないでお
くと、約 3分後に自動的に電源がオフになり
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。

エラーが表示されたときは : エラー時は、表示
部に「¢-¢¢ Error!」と表示されます。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。
–ルーターの電源が入っている
–本機とルーターがネットワーク接続されて
いる

本機およびルーター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 : 一度電源コード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。

USB経由で更新する
0 128MB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。
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。
ONKCRN¢¢¢¢_¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
¢_¢¢¢.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 ストレージを本機の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 ボタンを押すと、表示部にメ
ニューが表示されます。

6.3/4ボタンと ENTER ボタンで「アップ
デート」-「via USB」を順に選びます。

0更新可能なファームウェアが存在しない場
合、「アップデート」は選択できません。

7.ENTER ボタンを押して、ファームウェアの
更新を開始します。
0「Update Complete」が表示されると、更
新完了です。

メニュー
ネットワーク
オプション
タイマー
e-onkyo

via Network
via USB

アップデート
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8.本体のÍ ON/STANDBY ボタンを押して、
本機の電源をオフにします。何もしないでお
くと、約 3分後に自動的に電源がオフになり
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。
9.本機からUSBストレージを抜きます。

エラーが表示されたときは : エラー時は、本機
の表示部に「¢-¢¢ Error!」と表示されます。
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。
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。
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困ったときは
その他

はじめにお読みください
動作が不安定なときは、設定や操作方法を見直
す以外にも、電源のオン /スタンバイや電源
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。本体のÍ ON/STANDBY ボタンを押して
も電源をスタンバイにできないときは、
Í ON/STANDBY ボタンを長押しして電源を
スタンバイにします。その後Í ON/
STANDBY ボタンを押して再起動してくださ
い。

本機のリセット (設定内容は初期化され
ます )
「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。
1.リモコンの ボタンを押し、メニューから
「初期化」 - 「はい」を選んで ENTER ボタン
を押します。
2.次の画面で「はい」を選んで ENTER ボタン
を押します。
3.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
電源がオンにならない
0一度電源コードをコンセントから抜き、2分
以上待ってから、再度コンセントに差し込ん

でください。
0本体ボタンがロックされている場合は、本体
ボタンで電源オンすることができません。こ
の場合、表示部に、「鍵」のマークが表示さ
れます。電源オンするには、このマークが消
えたあとで、リモコンで操作を行ってくださ
い。

電源が急に切れる
0メニューの「オプション」-「電源管理」-
「自動スタンバイ」が作動すると、自動でス
タンバイ状態になります。
0スピーカーケーブルの芯線が後面パネルに接
触していたり、i側と j側がショートして
いないか確認してください。接触していた
り、ショートしていると電源が自動的にスタ
ンバイ状態になります。
0電源が切れて本体前面のインジケーターが点
滅し続ける場合は、アンプが故障したか保護
回路が働いた可能性があります。
– TIMERインジケーターが約1秒間隔で点滅
している場合 : アンプ部の故障の可能性が
あります。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。

– TIMERインジケーターが約0.5秒間隔で点
滅している場合 : 大音量で再生したために
保護回路が働いた可能性があります。音量
を下げてお楽しみください。または、ス
ピーカーケーブルの芯線がリアパネルや他
の芯線と接触している可能性があります。
芯線がスピーカー端子からはみ出ないよう
に接続してください。
電源が入らなかったり同じ症状が繰り返され

る場合は、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。

■スピーカーから音が出ない
0スピーカーコードの＋ / －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スピーカーコードがショートしていないこと
を確認してください。
0入力信号にサブウーファー音声要素 (LFE) が
入っていない場合、サブウーファーから音が
出ないことがあります。
0ヘッドホンを 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。

■外部機器の音声が再生されない
0本機が消音状態になっていると再生されませ
ん。リモコンの ボタンを押して消音状態
を解除してください。
0接続した外部機器の出力端子と、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。
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■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。

■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。

■ディスクが再生できない
0ディスクのおもて面が上になるようにディス
クトレイに置いてください。
0ディスクに傷がついていたり、汚れていると
再生できないことがあります。
0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。

■USBストレージ /HDDが再生で
きない
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。
0一度、本機から外し再度接続してみてくださ
い。
0本機がUSBストレージやHDDを不正な機器
と認識していることがあります。一度本機の
電源をスタンバイにしてから、再びオンにし
てください。
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
( P23) をご確認ください。
0 USBや HDD のデバイスに関する注意事項に
ついては ( P23)

■ FM放送が受信しづらい
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テレビ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テレビ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。

■Wi-Fi 接続
0本機とアクセスポイントの電源抜き差しや、

アクセスポイントの再起動などをお試しくだ
さい。

アクセスポイントに接続できない
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。
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。アクセスポイン
トの SSID を英数字で設定しなおして再度お
試しください。
0アクセスポイントが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、SSID が表
示されません。設定を変えてお試しくださ
い。

選択したSSID とは異なる SSID に接続される
0アクセスポイントによっては、1台で複数の
SSID を設定できるものがあります。このよ
うなアクセスポイント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。

再生音が途切れる、通信できない
0アクセスポイントからの距離を短くしたり障
害物をなくすなど、見通しを良くしたうえで
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。アクセスポイントと本機は、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Wi-Fi 接続ができない場合があります。
0他のアクセスポイントを本機の近くで使用す
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るとトラブルが発生することがあります。こ
のような場合はアクセスポイントのチャンネ
ルを変更することで回避できます。変更方法
はアクセスポイントの取扱説明書をご覧くだ
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。 
0本機とルーターの電源抜き差しや、ルーター
の再起動などをお試しください。

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モデムとルーターが正しく接続され、電源が
入っているか確認してください。
0 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ーや
モデムを使用しているか確認してください。

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ー
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。また、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 PC をネットワークサーバーにしている場合
は、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。

Music Server のアルバム名やアーティスト
名が表示されない
0アルバム名やアーティスト名などのメタデー
タをサーバーが認識して本機に配信される必
要があるため、ご使用の NASあるいはサー
バーソフトウェアの仕様に委ねられます。
0 NASあるいはサーバーソフトウェアによって
対応しているファイル形式が異なります。詳
しくは、NASあるいは、サーバーソフト
ウェアの各メーカーにお問い合わせくださ
い。

Music Server のアルバムアートが表示する
場合としない場合がある
0Music Server の場合は、サーバーソフト
ウェアの仕様に委ねられます。
0サーバーソフトウェアによって対応している
形式が異なります。
0詳しくは、サーバーソフトウェアメーカーに
お問い合わせください。

■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。
0本機のリモコンで操作するには、
BLUETOOTH 対応機器がプロファイル : 
AVRCP に対応している必要があります。
0すべてのBLUETOOTH 対応機器に対するリ
モコン操作を保証するものではありません。

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。
0ペアリング済みの機器が接続できないとき
は、BLUETOOTH対応機器側のペアリング
情報を消去してから、再度ペアリングを行っ
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。
0 BLUETOOTH 対応機器によっては、送信 / 受
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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。

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。

■ e-onkyo ダウンローダー / 本機に
接続したUSB HDDの楽曲をPCか
ら保存、削除する
本機でフォーマットしたHDDを PCに接続す
ると、PCでファイルの表示や読み書きができ
ない
0本機でフォーマットしたHDDは特別な方式
にフォーマットされるため、PC (Windows
や Mac) に接続してもファイルの表示や読み
書きができません。

■本機に接続したUSB HDDの楽曲
をPCから保存、削除する
PCのネットワーク接続された機器の一覧に本
機が表示されない
0本機の電源がオンの状態では、PCから本体
後面の USB端子に接続したHDDにアクセ
スすることができません。「ネットワークス
タンバイ」を「オン (USB Power)」にして
から、本機の電源をスタンバイにする必要が
あります。メニューで「オプション」-「電
源管理」-「ネットワークスタンバイ」を選
び、「オン (USB Power)」を選んで ENTER
ボタンを押したあと、リモコンのÍボタン

を押して本機の電源をスタンバイにしてくだ
さい。
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その他のご注意
■CDについて
再生上のご注意
0 CD ( コンパクトディスク )はディスクラベル
面に下記のマークの入ったものをご使用くだ
さい。

＊本機はCD-R、CD-RWに対応しています。
ディスクの特性、傷、汚れ、録音状態によっ
ては再生できないことがあります。
0ハート型や八角形など特殊形状のディスクは
絶対に使用しないでください。ディスクがつ
まるなど機器の故障の原因となります。
0複製制限機能(コピーコントロール機能)のつ
いた音楽CDの中には正式なCD規格に合致
していないものがあります。それらは特殊な
ディスクのため、本機で再生できない場合が
あります。
0 CDにセロハンテープやレンタルCDのラベル
などののりがはみ出したり、剥がしたあとが
あるもの、また飾り用のシールを貼ったもの
は使用しないでください。CDが取り出せな
くなったり、故障する原因となることがあり
ます。
0プリンターでラベル面への印刷が可能なCD-
R/CD-RWを本機に長時間入れたままにして
おきますと、ディスクが内部で貼り付き、取
り出せなくなったり、故障の原因となる恐れ
があります。

■結露について
本機を冷えた所から暖かい部屋に持ち込んだ
り、寒い部屋をストーブなどで急に暖めた場
合、本機の内部に水滴がつくことがあります。
これを結露といいます。そのままでは正常に働
かないばかりではなく、ディスクや部品も傷め
てしまいます。本機をご使用にならないとき
は、ディスクを取り出しておくことをおすすめ
します。結露している恐れがある場合は、電源
コードを抜き、3時間以上室温で放置してから
ご使用ください。
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主な仕様
■アンプ部
実用最大出力
0 40 W + 40 W (1 kHz、全高調波歪率 10%、
4 ≠)

トーンコントロール特性
0w6 dB (60 Hz (BASS))
0w6 dB (10 kHz (TREBLE))

スピーカー適応インピーダンス
0 4 ≠ - 16 ≠

ヘッドホン対応インピーダンス
0 16 ≠ - 50 ≠ (3.5 mm ステレオミニジャッ
ク )

ヘッドホン推奨インピーダンス
0 32 ≠

■チューナー部
受信範囲 (FM)
0 76 MHz - 95 MHz

プリセットチャンネル数
0 40

■ネットワーク部
有線LAN
0イーサネット端子
0 10BASE-T/100BASE-TX

無線 LAN (Wi-Fi)
0対応規格 IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠
0無線周波数 5 GHz/2.4 GHz

■ Bluetooth 部
通信システム
0 BLUETOOTH 標準規格 4.1+LE

周波数帯域
0 2.4 GHz (2.402 GHz - 2.480 GHz)

変調方式
0 FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

対応プロファイル
0 A2DP 1.2
0 AVRCP 1.3
0 HOGP-Host (Client)
0 HOGP-HID Device (Server)
0 HID Service (HIDS)

対応コンテンツ保護
0 SCMS-T

対応コーデック
0 SBC
0 AAC

伝送範囲 (A2DP)
0 20 Hz - 20 kHz ( サンプリング周波数 44.1 
kHz)

最大通信距離＊
0遮蔽物のない見通し 約 10 m Class2
＊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
0 AC 100 V、50/60 Hz

消費電力
0 36 W
0 0.5 W ( スタンバイ時 )
0 2.5 W ( スタンバイ時、ネットワークスタン
バイ : オン、ネットワーク : 有線 )
0 2.9 W ( スタンバイ時、ネットワークスタン
バイ : オン、ネットワーク : Wi-Fi)
0 2.9 W ( スタンバイ時、Bluetooth による起
動 : オン )
0 2.9 W ( スタンバイ時、ネットワークスタン
バイ : オン、ネットワーク : Wi-Fi、
Bluetooth による起動 : オン )

自動スタンバイ
0オン (20 分 ) / オフ

無線周波数帯域と無線出力電力
0 2400 - 2483.5 MHz: 20 dBm
0 5150 - 5350 MHz: 22 dBm
0 5470 - 5725 MHz: 22 dBm

最大外形寸法
215( 幅 ) k 117( 高さ ) k 295( 奥行 ) mm

質量
0 2.7 kg

■入力端子
アナログ音声
0 LINE IN : 1
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デジタル音声
0 OPTICAL : 1 ( 最大 Fs: 192 kHz)
0 COAXIAL : 1 ( 最大 Fs: 192 kHz)

■出力端子
0 LINE OUT: 1
0 SUBWOOFER PRE OUT: 1

■その他
0 USB 
前面 : 1 ( バージョン 2.0、5 V/0.5 A)
後面 : 1 ( バージョン 2.0、5 V/1.0 A)
0イーサネット : 1
0 RI: 1
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ライセンスと商標について
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured 
under license from DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered 
trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

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/

"e-onkyo music" 及び "e-onkyo music" (ロゴ )はオンキヨー株
式会社の登録商標です。

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。

macOSは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商
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。
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Important Notice Regarding Software
The software package installed in this product includes software licensed to Onkyo & Pioneer 
Corporation (hereinafter, called "O&P Corporation") directly or indirectly by third party 
developers. Please be sure to read this notice regarding such software.
ソフトウェアに関する重要なお知らせ
本製品に搭載されるソフトウェアには、オンキヨー & パイオニア株式会社（以下「弊
社」とします）が第三者より直接的に又は間接的に使用の許諾を受けたソフトウェアが
含まれております。これらのソフトウェアに関する本お知らせを必ずご一読くださいま
すようお願い申し上げます。

Notice Regarding GNU GPL/LGPL-applicable Software
This product includes the following software that is covered by GNU General Public License 
(hereinafter, called "GPL") or by GNU Lesser General Public License (hereinafter, called 
"LGPL"). O&P Corporation notifies you that, according to the attached GPL/LGPL, you have 
right to obtain, modify, and redistribute software source code for the listed software.
GNU GPL / LGPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ
本製品には、以下の GNU General Public License（以下「GPL」とします）または
GNU Lesser General Public License（以下「LGPL」とします）の適用を受けるソフ
トウェアが含まれております。お客様は添付の GPL/LGPL に従いこれらのソフトウェ
アソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。

Package List / パッケージリスト
alsa-conf-base   alsa-lib   alsa-state   alsa-utils-alsactl   alsa-utils-alsamixer   alsa-utils-
amixer   
alsa-utils-aplay   base-files   base-passwd   bluez4   busybox   ca-certificates   devmem2   
directfb   dleyna-connector-dbus   eglibc-gconv   eglibc-gconv-utf-16   gstreamer1.0-libav   
gstreamer1.0-plugins-bad-aiff   gstreamer1.0-plugins-bad-bluez   
gstreamer1.0-plugins-bad-mms   gstreamer1.0-plugins-bad-mpegtsdemux   
gstreamer1.0-plugins-bad-mpg123   gstreamer1.0-plugins-bad-opus   
gstreamer1.0-plugins-bad-sbc   gstreamer1.0-plugins-bad   gstreamer1.0-plugins-base-
adder   gstreamer1.0-plugins-base-alsa   gstreamer1.0-plugins-base-audioconvert   
gstreamer1.0-plugins-base-audiorate   gstreamer1.0-plugins-base-audioresample   
gstreamer1.0-plugins-base-audiotestsrc   gstreamer1.0-plugins-base-encodebin   
gstreamer1.0-plugins-base-ogg   gstreamer1.0-plugins-base-playback   
gstreamer1.0-plugins-base-tcp   gstreamer1.0-plugins-base   
gstreamer1.0-plugins-base-typefindfunctions   gstreamer1.0-plugins-base-volume   
gstreamer1.0-plugins-base-vorbis   gstreamer1.0-plugins-good-apetag   
gstreamer1.0-plugins-good-audioparsers   gstreamer1.0-plugins-good-autodetect   
gstreamer1.0-plugins-good-debug   gstreamer1.0-plugins-good-flac   
gstreamer1.0-plugins-good-icydemux   gstreamer1.0-plugins-good-id3demux   
gstreamer1.0-plugins-good-isomp4   gstreamer1.0-plugins-good-level   
gstreamer1.0-plugins-good-multifile   gstreamer1.0-plugins-good-multipart   
gstreamer1.0-plugins-good-rtpmanager   gstreamer1.0-plugins-good-rtp   
gstreamer1.0-plugins-good-souphttpsrc   gstreamer1.0-plugins-good   
gstreamer1.0-plugins-good-udp   gstreamer1.0-plugins-good-wavenc   
gstreamer1.0-plugins-good-wavparse   gstreamer1.0-plugins-ugly-asf   
gstreamer1.0-plugins-ugly   gstreamer1.0   gupnp-dlna   init-ifupdown   initscripts-functions   
initscripts   kernel-3.19.0   kernel-image-3.19.0   kernel-module-btmrvl-sdio   
kernel-module-btmrvl   kernel-module-mwifiex-sdio   kernel-module-mwifiex   kmod   
libasound2   libasound-module-bluez   libavahi-qt4-autoipd   libblkid1   libc6   libdaemon0   
libdleyna-core-1.0-1   libdleyna-server-1.0-1   libflac8   libgcc1   libgcrypt11   libgee-0.8-2   
libglib-2.0-0   libgmp3   libgnutls28   libgpg-error0   libgssdp-1.0-3   libgstaudio-1.0-0   
libgstmpegts-1.0-0   libgstpbutils-1.0-0   libgstriff-1.0-0   libgstrtp-1.0-0   libgstrtsp-1.0-0   
libgstsdp-1.0-0   libgsttag-1.0-0   libgstvideo-1.0-0   libgupnp-1.0-4   libgupnp-av-1.0-2   
libjson-sax1.0   libkmod2   liblzo2-2   libmms0   libnl-3-200   libnl-3-cli   libnl-3-genl   libnl-nf-
3-200   libnl-route-3-200   libopkg1   libqtcoree4   libqtdbuse4   libqtnetworke4   libqtxmle4   
libreadline5   libsoup-2.4   libstdc++6   libsysfs2   libtag1   libts-1.0-0   libudev0   libusb-0.1-
4   libusb-1.0-0   libuuid1   mpg123   mtd-utils   mtd-utils-ubifs   netbase   nettle   psplash-
default   psplash   rsync   rygel   sbc   shared-mime-info-data   shared-mime-info   
sysfsutils   sysvinit-inittab   sysvinit-pidof   sysvinit   tslib-conf   u-boot-stream800-fw-utils   
udev-cache   udev   udev-utils   
update-alternatives-opkg   update-rc.d   usbutils-ids   usbutils   wireless-tools   libiconv   
ethtool-4.0   rtwpriv

Notice Regarding MPL-applicable Software
This product includes the following software that is covered by Mozilla Public License 
(hereinafter, called "MPL"). O&P Corporation notifies you that, according to the attached MPL, 
you have right to obtain, modify, and redistribute software source code for the listed software.
MPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ
本製品には、以下の Mozilla Public License（以下「MPL」とします）の適用を受ける
ソフトウェアが含まれております。お客様は添付の MPL に従いこれらのソフトウェア
ソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。

Package List / パッケージリスト
ca-certificates
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, 
MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this 
license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the Lesser 
GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the 
version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. 
By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to 
share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This license, 
the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--
typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You 
can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary 
General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the 
explanations below. When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not 
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to 
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive 
source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in 
new free programs; and that you are informed that you can do these things. To protect your 
rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask 
you to surrender these rights. 
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the 
library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for 
a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that 
they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must 
provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after 
making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they 
know their rights. We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, 
and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or 
modify the library. 
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free 
library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should 
know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will 
not be affected by problems that might be introduced by others. Finally, software patents pose a 
constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company 
cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a 
patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library 
must be consistent with the full freedom of use specified in this license. Most GNU software, 
including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, 
the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite 
different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in 
order to permit linking those libraries into non-free programs. 
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the 
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. 
The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire 
combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax 
criteria for linking other code with the library. We call this license the "Lesser" General Public 
License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public 
License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing 
non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public 
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special 
circumstances. For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the 
widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, 
non-free programs must be allowed to use the library. 
A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. 
In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the 
Lesser General Public License. In other cases, permission to use a particular library in non-free 
programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For 
example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more 
people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating 
system. Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it 
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the 
wherewithal to run that program using a modified version of the Library. The precise terms and 
conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference 
between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains 
code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to 
run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0.  This License Agreement applies to any software library or other program which contains a 

notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed 
under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each 

licensee is addressed as "you". 
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be 
conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) 
to form executables. The "Library", below, refers to any such software library or work which 
has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the 
Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the 
Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated 
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without 
limitation in the term "modification".) "Source code" for a work means the preferred form of 
the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the 
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the 
scripts used to control compilation and installation of the library. 
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; 
they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, 
and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on 
the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true 
depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1.  You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you 
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on 
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the 
notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of 
this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option 
offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work 
based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of 
Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the 

files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under 

the terms of this License
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an 

application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility 
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application 
does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of 
its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely 
well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any 
application-supplied function or table used by this function must be optional: if the 
application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) 
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that 
work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and 
separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same 
sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole 
must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the 
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written 
entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of 
derivative or collective works based on the Library. In addition, mere aggregation of another 
work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a 
volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of 
this License.

3.  You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this 
License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to 
this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, 
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General 
Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not 
make any other change in these notices. 
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary 
GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made 
from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library 
into a program that is not a library.

4.  You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in 
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you 
accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must 
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange. If distribution of object code is made by offering access to copy from a 
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same 
place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are 
not compelled to copy the source along with the object code.

5.  A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work 
with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". 
Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside 
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the scope of this License. 
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is 
a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work 
that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states 
terms for distribution of such executables. When a "work that uses the Library" uses material 
from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative 
work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially 
significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The 
threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only 
numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small 
inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, 
regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code 
plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative 
of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. 
Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are 
linked directly with the Library itself.

6.  As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the 
Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute 
that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work 
for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. 
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and 
that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this 
License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the 
copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the 
copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for 

the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed 
under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with 
the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source 
code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified 
executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the 
contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the 
application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable 
mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the 
user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) 
will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long 
as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made 
with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same 
user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost 
of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, 
offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have 
already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any 
data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a 
special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally 
distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, 
and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component 
itself accompanies the executable. It may happen that this requirement contradicts the 
license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the 
operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library 
together in an executable that you distribute.

7.  You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single 
library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a 
combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library 
and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two 
things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, 

uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of 
the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based 
on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the 
same work.

8.  You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly 
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or 
distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not 
have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9.  You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing 
else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These 
actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or 
distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of 

this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying 
the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient 
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or 
modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further 
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible 
for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other 
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse 
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy 
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then 
as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license 
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies 
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License 
would be to refrain entirely from distribution of the Library. 
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular 
circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is 
intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to 
infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; 
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution 
system which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in 
reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he 
or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be 
a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents 
or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this 
License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so 
that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser 
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the 
present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version 
number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of 
following the terms and conditions either of that version or of any later version published by 
the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you 
may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution 
conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For 
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software 
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two 
goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the 
sharing and reuse of software generally.

＊ NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY 

FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT 
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR 
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY 
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE 
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME 
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING 
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR 
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 
THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER 
OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we 
recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so 
by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary 
General Public License). To apply these terms, attach the following notices to the library. It is 
safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of 

warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full 
notice is found.

<one line to give the library's name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU 
Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 
2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope 
that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser 
General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser 
General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, 
Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. You should also get 
your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for 
tweaking knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.59 Temple Place - Suite 330, Boston, 
MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but 
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. 
By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share 
and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General 
Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other 
program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is 
covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your 
programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our 
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute 
copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or 
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free 
programs; and that you know you can do these things. 
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights 
or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for 
you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute 
copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights 
that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you 
must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: 
(1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to 
copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want 
to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the 
software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what 
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the 
original authors' reputations. 
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the 
danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect 
making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be 
licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for 
copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the 

copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. 
The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the 
Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to 
say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications 
and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation 
in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". 
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; 
they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output 
from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program 
(independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends 
on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, 
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer 
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the 
Program a copy of this License along with the Program. 
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You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option 
offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work 
based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of 
Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the 

files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or 

is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to 
all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause 
it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display 
an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no 
warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the 
program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. 
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an 
announcement, your work based on the Program is not required to print an 
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that 
work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and 
separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same 
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the 
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to 
the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written 
entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of 
derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of 
another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the 
Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work 
under the scope of this License.

3.  You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object 
code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also 
do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which 

must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily 
used for software interchange;or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a 
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete 
machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the 
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; 
or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding 
source code.
(This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received 
the program in object code or executable form with such an offer, in accord with 
Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications 
to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all 
modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to 
control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the 
source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either 
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the 
operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies 
the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to 
copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from 
the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not 
compelled to copy the source along with the object code.

4.  You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have 
received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so 
long as such parties remain in full compliance.

5.  You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing 
else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These 
actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or 
distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance 
of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying 
the Program or works based on it.

6.  Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient 
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the 
Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on 
the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing 
compliance by third parties to this License.

7.  If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other 
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse 
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy 
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then 
as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license 
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies 
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License 
would be to refrain entirely from distribution of the Program. 
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular 
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is 
intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to 
infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; 
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution 
system, which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in 
reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he 
or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be 
a consequence of the rest of this License.

8.  If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents 
or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this 
License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so 
that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9.  The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General 
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present 
version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version 
number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of 
following the terms and conditions either of that version or of any later version published by 
the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this 
License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution 
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is 
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we 
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of 
preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing 
and reuse of software generally.

NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO 

WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF 
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE 
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU 
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING 
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR 
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER 
OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, 
the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and 
change under these terms. To do so, attach the following notices to the program. It is safest to 
attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; 
and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is 
found.

<one line to give the program's name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the 
GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 
of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope 
that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General 
Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public 

License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple 
Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is 
interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with 
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are 
welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the 
General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 
`show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your 
program. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if 
any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the 
names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which 
makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary 
programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit 
linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU 
Library General Public License instead of this License.
Mozilla Public License Version 2.0
1. Definitions
1.1. "Contributor"
means each individual or legal entity that creates, contributes to the creation of, or owns 
Covered Software.
1.2. "Contributor Version"
means the combination of the Contributions of others (if any) used by a Contributor and that 
particular Contributor's Contribution.
1.3. "Contribution"
means Covered Software of a particular Contributor.
1.4. "Covered Software"
means Source Code Form to which the initial Contributor has attached the notice in Exhibit A, 
the Executable Form of such Source Code Form, and Modifications of such Source Code Form, 
in each case including portions thereof.
1.5. "Incompatible With Secondary Licenses"
means
(a) that the initial Contributor has attached the notice described in Exhibit B to the Covered 
Software; or
(b) that the Covered Software was made available under the terms of version 1.1 or earlier of 
the License, but not also under the terms of a Secondary License.
1.6. "Executable Form"
means any form of the work other than Source Code Form.
1.7. "Larger Work"
means a work that combines Covered Software with other material, in a separate file or files, 
that is not Covered Software.
1.8. "License"
means this document.
1.9. "Licensable"
means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the 
initial grant or subsequently, any and all of the rights conveyed by this License.
1.10. "Modifications"
means any of the following:
(a) any file in Source Code Form that results from an addition to, deletion from, or modification 
of the contents of Covered Software; or
(b) any new file in Source Code Form that contains any Covered Software.
1.11. "Patent Claims" of a Contributor
means any patent claim(s), including without limitation, method, process, and apparatus claims, 
in any patent Licensable by such Contributor that would be infringed, but for the grant of the 
License, by the making, using, selling, offering for sale, having made, import, or transfer of 
either its Contributions or its Contributor Version.
1.12. "Secondary License"
means either the GNU General Public License, Version 2.0, the GNU Lesser General Public 
License, Version 2.1, the GNU Affero General Public License, Version 3.0, or any later versions 
of those licenses.
1.13. "Source Code Form"
means the form of the work preferred for making modifications.
1.14. "You" (or "Your")
means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, 
"You" includes any entity that controls, is controlled by, or is under common control with You. 
For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the 
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direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of 
more than fifty percent (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.
2. License Grants and Conditions
2.1. Grants
Each Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license:
(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by such 
Contributor to use, reproduce, make available, modify, display, perform, distribute, and 
otherwise exploit its Contributions, either on an unmodified basis, with Modifications, or as part 
of a Larger Work; and
(b) under Patent Claims of such Contributor to make, use, sell, offer for sale, have made, 
import, and otherwise transfer either its Contributions or its Contributor Version.
2.2. Effective Date
The licenses granted in Section 2.1 with respect to any Contribution become effective for each 
Contribution on the date the Contributor first distributes such Contribution.
2.3. Limitations on Grant Scope
The licenses granted in this Section 2 are the only rights granted under this License. No 
additional rights or licenses will be implied from the distribution or licensing of Covered 
Software under this License.
Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is granted by a Contributor:
(a) for any code that a Contributor has removed from Covered Software; or
(b) for infringements caused by: (i) Your and any other third party's modifications of Covered 
Software, or (ii) the combination of its Contributions with other software (except as part of its 
Contributor Version); or
(c) under Patent Claims infringed by Covered Software in the absence of its Contributions.
This License does not grant any rights in the trademarks, service marks, or logos of any 
Contributor (except as may be necessary to comply with the notice requirements in Section 
3.4).
2.4. Subsequent Licenses
No Contributor makes additional grants as a result of Your choice to distribute the Covered 
Software under a subsequent version of this License (see Section 10.2) or under the terms of a 
Secondary License (if permitted under the terms of Section 3.3).
2.5. Representation
Each Contributor represents that the Contributor believes its Contributions are its original 
creation(s) or it has sufficient rights to grant the rights to its Contributions conveyed by this 
License.
2.6. Fair Use
This License is not intended to limit any rights You have under applicable copyright doctrines of 
fair use, fair dealing, or other equivalents.
2.7. Conditions
Sections 3.1, 3.2, 3.3, and 3.4 are conditions of the licenses granted in Section 2.1.
3. Responsibilities
3.1. Distribution of Source Form
All distribution of Covered Software in Source Code Form, including any Modifications that You 
create or to which You contribute, must be under the terms of this License. You must inform 
recipients that the Source Code Form of the Covered Software is governed by the terms of this 
License, and how they can obtain a copy of this License. You may not attempt to alter or restrict 
the recipients' rights in the Source Code Form.
3.2. Distribution of Executable Form
If You distribute Covered Software in Executable Form then:
(a) such Covered Software must also be made available in Source Code Form, as described in 
Section 3.1, and You must inform recipients of the Executable Form how they can obtain a copy 
of such Source Code Form by reasonable means in a timely manner, at a charge no more than 
the cost of distribution to the recipient; and
(b) You may distribute such Executable Form under the terms of this License, or sublicense it 
under different terms, provided that the license for the Executable Form does not attempt to 
limit or alter the recipients' rights in the Source Code Form under this License.
3.3. Distribution of a Larger Work
You may create and distribute a Larger Work under terms of Your choice, provided that You 
also comply with the requirements of this License for the Covered Software. If the Larger Work 
is a combination of Covered Software with a work governed by one or more Secondary 
Licenses, and the Covered Software is not Incompatible With Secondary Licenses, this License 
permits You to additionally distribute such Covered Software under the terms of such 
Secondary License(s), so that the recipient of the Larger Work may, at their option, further 
distribute the Covered Software under the terms of either this License or such Secondary 
License(s).
3.4. Notices
You may not remove or alter the substance of any license notices (including copyright notices, 
patent notices, disclaimers of warranty, or limitations of liability) contained within the Source 
Code Form of the Covered Software, except that You may alter any license notices to the 
extent required to remedy known factual inaccuracies.
3.5. Application of Additional Terms

You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability 
obligations to one or more recipients of Covered Software. However, You may do so only on 
Your own behalf, and not on behalf of any Contributor. You must make it absolutely clear that 
any such warranty, support, indemnity, or liability obligation is offered by You alone, and You 
hereby agree to indemnify every Contributor for any liability incurred by such Contributor as a 
result of warranty, support, indemnity or liability terms You offer. You may include additional 
disclaimers of warranty and limitations of liability specific to any jurisdiction.
4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation
If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or 
all of the Covered Software due to statute, judicial order, or regulation then You must: (a) 
comply with the terms of this License to the maximum extent possible; and (b) describe the 
limitations and the code they affect. Such description must be placed in a text file included with 
all distributions of the Covered Software under this License. Except to the extent prohibited by 
statute or regulation, such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary 
skill to be able to understand it.
5. Termination
5.1. The rights granted under this License will terminate automatically if You fail to comply with 
any of its terms. However, if You become compliant, then the rights granted under this License 
from a particular Contributor are reinstated (a) provisionally, unless and until such Contributor 
explicitly and finally terminates Your grants, and (b) on an ongoing basis, if such Contributor 
fails to notify You of the non-compliance by some reasonable means prior to 60 days after You 
have come back into compliance. Moreover, Your grants from a particular Contributor are 
reinstated on an ongoing basis if such Contributor notifies You of the non-compliance by some 
reasonable means, this is the first time You have received notice of non-compliance with this 
License from such Contributor, and You become compliant prior to 30 days after Your receipt of 
the notice.
5.2. If You initiate litigation against any entity by asserting a patent infringement claim 
(excluding declaratory judgment actions, counter-claims, and cross-claims) alleging that a 
Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then the rights granted to You by 
any and all Contributors for the Covered Software under Section 2.1 of this License shall 
terminate.
5.3. In the event of termination under Sections 5.1 or 5.2 above, all end user license 
agreements (excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or 
Your distributors under this License prior to termination shall survive termination.
6. Disclaimer of Warranty
Covered Software is provided under this License on an "as is" basis, without warranty of any 
kind, either expressed, implied, or statutory, including, without limitation, warranties that the 
Covered Software is free of defects, merchantable, fit for a particular purpose or non-infringing. 
The entire risk as to the quality and performance of the Covered Software is with You.
Should any Covered Software prove defective in any respect, You (not any Contributor) 
assume the cost of any necessary servicing, repair, or correction. This disclaimer of warranty 
constitutes an essential part of this License. No use of any Covered Software is authorized 
under this License except under this disclaimer.
7. Limitation of Liability
Under no circumstances and under no legal theory, whether tort (including negligence), 
contract, or otherwise, shall any Contributor, or anyone who distributes Covered Software as 
permitted above, be liable to You for any direct, indirect, special, incidental, or consequential 
damages of any character including, without limitation, damages for lost profits, loss of 
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial 
damages or losses, even if such party shall have been informed of the possibility of such 
damages. This limitation of liability shall not apply to liability for death or personal injury 
resulting from such party's negligence to the extent applicable law prohibits such limitation. 
Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damages, so this exclusion and limitation may not apply to You.
8. Litigation
Any litigation relating to this License may be brought only in the courts of a jurisdiction where 
the defendant maintains its principal place of business and such litigation shall be governed by 
laws of that jurisdiction, without reference to its conflict-of-law provisions. 
Nothing in this Section shall prevent a party's ability to bring cross-claims or counter-claims.

9. Miscellaneous
This License represents the complete agreement concerning the subject matter hereof. If any 
provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to 
the extent necessary to make it enforceable. Any law or regulation which provides that the 
language of a contract shall be construed against the drafter shall not be used to construe this 
License against a Contributor.
10. Versions of the License
10.1. New Versions

Mozilla Foundation is the license steward. Except as provided in Section 10.3, no one other 
than the license steward has the right to modify or publish new versions of this License. Each 
version will be given a distinguishing version number.
10.2. Effect of New Versions
You may distribute the Covered Software under the terms of the version of the License under 
which You originally received the Covered Software, or under the terms of any subsequent 
version published by the license steward.
10.3. Modified Versions
If you create software not governed by this License, and you want to create a new license for 
such software, you may create and use a modified version of this License if you rename the 
license and remove any references to the name of the license steward (except to note that such 
modified license differs from this License).
10.4. Distributing Source Code Form that is Incompatible With Secondary Licenses
If You choose to distribute Source Code Form that is Incompatible With Secondary Licenses 
under the terms of this version of the License, the notice described in Exhibit B of this License 
must be attached.
Exhibit A - Source Code Form License Notice
This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public License, v. 2.0. If a copy of 
the MPL was not distributed with this file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
If it is not possible or desirable to put the notice in a particular file, then You may include the 
notice in a location (such as a LICENSE file in a relevant directory) where a recipient would be 
likely to look for such a notice.
You may add additional accurate notices of copyright ownership.
Exhibit B - "Incompatible With Secondary Licenses" Notice
This Source Code Form is "Incompatible With Secondary Licenses", as defined by the Mozilla 
Public License, v. 2.0.
Notice Regarding Third-party Software / その他第三者ソフトウェアに関す
るお知らせ
This product includes the following software that is directly or indirectly licensed to O&P 
Corporation by third-party developers. Please refer to the PDF files on the following website 
about the notice in response to requests from the copyright owners of each piece of software.
http://www.onkyo.com/manual/oss/2016wsp.pdf
本製品には弊社が第三者より直接的に又は間接的に使用の許諾を受けた下記ソフトウェ
アが含まれております。各ソフトウェアの著作権者の要求に基づく通知については、以
下のサイトより PDF ファイルをご参照ください。
http://www.onkyo.com/manual/oss/2016wsp.pdf
curl
Copyright (c) 1996 - 2015, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved.
dbus-1
This license is Copyright (C) 2003-2004 Lawrence E. Rosen. All rights reserved.
dropbear
Copyright (c) 2002-2013 Matt Johnston
Portions copyright (c) 2004 Mihnea Stoenescu
All rights reserved.
hostap-daemon
Copyright (c) 2002-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.
iw
Copyright (c) 2007, 2008 Johannes Berg
Copyright (c) 2007 Andy Lutomirski
Copyright (c) 2007 Mike Kershaw
Copyright (c) 2008-2009 Luis R. Rodriguez
libbz2-0
This program, "bzip2", the associated library "libbzip2", and all documentation, are copyright 
(C) 1996-2010 Julian R Seward. All rights reserved.
libcap2
Copyright (c) 1997-8,2008 Andrew G. Morgan <morgan@kernel.org>
libcrypto1.0.0
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
libcurl5
Copyright (c) 1996 - 2014, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. All rights reserved.
libdbus-1-3
Copyright (C) 2003-2004 Lawrence E. Rosen. All rights reserved.
libexpat1
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
libffi6
Copyright (c) 1996-2012 Anthony Green, Red Hat, Inc and others.
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libflac8
Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
libformw5
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.
libfreetype6
Copyright 2005-2010, 2013 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
libglib-2.0-0
pcre : Copyright (c) 1997-2012 University of Cambridge
libjpeg8
Independent JPEG Group's JPEG software
copyright (C) 1991-2012, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.
liblog4cplus-1.1-9
Copyright (C) 1999-2009 Contributors to log4cplus project. All rights reserved.
libmenuw5
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.
libncursesw5
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.
libogg0
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
libopus0
Copyright 2001-2011 Xiph.Org, Skype Limited, Octasic, Jean-Marc Valin, Timothy B. Terriberry, 
CSIRO, Gregory Maxwell, Mark Borgerding, Erik de Castro Lopo
liborc-0.4-0
ORC - The Oil Runtime Compiler
Copyright 2002 - 2009 David A. Schleef <ds@schleef.org>
Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura
libpanelw5
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.
libpopt0
Copyright (c) 1998 Red Hat Software
libssl1.0.0
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
libtinfo5
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.
libuuid1
Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Theodore Ts'o
libvorbis
Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
libx11-6
Copyright (C) 2003-2006,2008 Jamey Sharp, Josh Triplett
Copyright © 2009 Red Hat, Inc.
Copyright 1990-1992,1999,2000,2004,2009,2010 Oracle and/or its affiliates.
All rights reserved.
libxau6
Copyright 1988, 1993, 1994, 1998 The Open Group
libxcb1
Copyright (C) 2001-2006 Bart Massey, Jamey Sharp, and Josh Triplett. All Rights Reserved.
libxdmcp6
Copyright 1989, 1998 The Open Group
libxml2
Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard.
nanomsg
Achille Roussel <ach@fb.com>     Aleksandar Fabijanic <alex@pocoproject.org>
Alex Brem <alex@fluktuation.net>     Andre Jonsson <andre.jonsson@dataductus.se>
Andrew Starks <andrew.starks@trms.com>     Aram Santogidis 
<aram.santogidis@cern.ch>
Ark Degtiarov <a@amcloud.co>     Bill McCroskey <Bill.McCroskey@Crown.com>
Boris Zentner <bzm@2bz.de>     Bruce Mitchener <bruce.mitchener@gmail.com>
Bruno Bigras <bigras.bruno@gmail.com>     Chip Salzenberg <chip@pobox.com>
David Beck <dbeck@beckground.hu>     Dirkjan Ochtman <dirkjan@ochtman.nl>
Dong Fang <yp.fangdong@gmail.com>     Drew Crawford <drew@sealedabstract.com>
Dylan Socolobsky <dsocolobsky@gmail.com>
Emeric Chevalier <emericchevalier.pro@gmail.com>
Emil Renner Berthing <esmil@mailme.dk>     Evan Wies <evan@neomantra.net>
Gareth Roberts <blutack@gmail.com>     Garrett D'Amore <garrett@damore.org>
Gonzalo Diethelm <gonzalo.diethelm@diethelm.org>
Gaurav Gupta <g.gupta@samsung.com>     Hajime Saito <emijah.s@gmail.com>

Harlan Lieberman-Berg <H.LiebermanBerg@gmail.com>
Immanuel Weber <immanuel.weber@fhr.fraunhofer.de>
Ivan Pechorin <ivan.pechorin@gmail.com>     Joshua Foster <jhawk28@gmail.com>
Julien Ammous <schmurfy@gmail.com>     Kaspar Schiess <kaspar.schiess@absurd.li>
Kristian Lein-Mathisen <kristianlein@gmail.com>     Luca Barbato 
<luca.barbato@gmail.com>
Manuel Mendez <mmendez534@gmail.com>     Mark Ellzey <socket@gmail.com>
Martin Sustrik <sustrik@250bpm.com>     Matt Howlett <matt.howlett@gmail.com>
Max Drechsler <max.drechsler@web.de>     Michael John <gosh.mike@gmail.com>
Mikko Koppanen <mikko@kuut.io>     Nick Desaulniers <ndesaulniers@mozilla.com>
Nicolas Hillegeer <nicolashillegeer@gmail.com>     Nir Soffer <nirsof@gmail.com>
Orjan Persson <o@42mm.org>     Oskari Timperi <oskari.timperi@iki.fi>
Paul Colomiets <paul@colomiets.name>     Pavlo Kapyshin <i@93z.org>
Remy Brunno <remy.bruno@trinnov.com>     Rob Sciuk <rob@controlq.com>
Ryan Killea <ryanbaylorkillea@wpi.edu>     Robert G. Jakabosky 
<bobby@sharedrealm.com>
Sergey Avseyev <sergey.avseyev@gmail.com>     Sergey Kovalevich 
<inndie@gmail.com>
Sergei Nikulov <sergey.nikulov@gmail.com>     Simon Strandgaard <simon@iroots.dk>
Stan Mihai <stanmihai4@gmail.com>     Steve McKay <shubalubdub@gmail.com>
Timothee Besset <ttimo@ttimo.net>     Tobias Peters <tobias.peters@kreativeffekt.at>
Victor Guerra <vguerra@gmail.com>     Yonggang Luo <luoyonggang@gmail.com>
Zoltan Boszormenyi <zboszor@pr.hu>
ncurses-terminfo-base
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.
openssl-conf
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
shadow
Copyright (c+G358) 1990 - 1994, Julianne Frances Haugh
Copyright (c) 1996 - 2001, Marek Michałkiewicz
Copyright (c) 2001 - 2006, Tomasz Kłoczko
Copyright (c) 2007 - 2009, Nicolas François
sudo
Copyright (c) 2009-2013 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>
wpa-supplicant-cli
Copyright (c) 2002-2014, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.
wpa-supplicant-passphrase
Copyright (c) 2002-2014, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.
wpa-supplicant
Copyright (c) 2002-2014, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.
boost
Copyright © 2008 Beman Dawes, Rene Rivera
iperf-2.0.5
Copyright (c) 1999-2007, The Board of Trustees of the University of Illinois
All Rights Reserved.
thttpd
Copyright © 1995,1998,1999,2000,2001 by Jef Poskanzer <jef@mail.acme.com>
Expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. 
FastDelegate
Copyright © CodeProject, 1999-2015 
All Rights Reserved.
libogg
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Tremolo
Copyright (C) 2002-2009 Xiph.org Foundation
Changes Copyright (C) 2009-2010 Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd
Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Mersenne Twister
Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura, All rights reserved.
zlib
Copyright notice: (C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler
c-ares
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.
mDNSResponder
Copyright (c) 2002-2006 Apple Computer, Inc
GladmanAES

Copyright (c) 1998-2010, Brian Gladman, Worcester, UK
Curve25519
Copyright 2008, Google Inc

You may obtain a complete machine-readable copy of the corresponding source code on a 
physical medium by contacting Customer Service.
This offer is valid to any third party within three years after last shipment of the product. Costs of 
physical distribution will be charged.
コールセンターにお問い合わせいただければ、対応するソースコードの完全な機械可読
コピーを物理メディアでお渡しします。
製品の最終出荷後、3 年間有効です。掛かる費用についてはご負担いただきます。
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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。

オンラインユーザー登録：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。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/index.htm
0 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 )

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 )

〒130-0015 東京都墨田区横網一丁目10番５号

F1709-0

SN 29403253

(C) Copyright 2017 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved.
http://www.onkyo.com/privacy/

http://www.jp.onkyo.com/riyoukiyaku.htm#kojinjyouhouhogo
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