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画面の切り換え

本機は AndroidTM OS を搭載した携帯音楽プ
レーヤーです。基本画面は、ホーム画面、アプ
リ一覧画面で構成されています。画面の切り換
えは、画面下のアイコンをタップして行いま
す。

ホーム画面 アプリ一覧画面
3



このアイコンは、画面を切り換えてもすべての
画面で表示されます。

直前の画面に戻ります。

ホーム画面に切り換わります。

近使用したアプリが一覧（サムネイル）表示
されます。また、サムネイル右上の「×」を
タップするかサムネイルを左右にフリックする
と、そのアプリを一覧から削除できます。
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ホーム画面

本機の電源を入れてまず表示される画面をホー
ム画面と呼びます。ホーム画面は左右にフリッ
クして切り換えることができます。

ホーム画面 1 ホーム画面 2
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ホーム画面１

1. ステータスバー
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2.

ウェブページを閲覧できるブラウザの
Google Chrome や YouTubeTM アプリな
ど、GoogleTM 関連アプリを集めたフォル
ダーです。

本書にアクセスできます。

アプリをダウンロードできるインストー
ラーを集めています。

Android OS に対応したアプリをダウン
ロードできる「Google PlayTM ストア」に
アクセスします。

Google
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音楽を再生する Music アプリです。

アプリ一覧画面に切り換わります。

「Wi-Fi」、「言語と入力」、「日付と時刻」な
ど、各種設定画面に移動します。

Music
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ホーム画面 2

3. Music ウィジェット
音楽の再生、一時停止、スキップなどがで
きます。
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4.

ヘッドホン出力を外部機器と接続するライ
ン出力モードに切り換えます。
0「固定ラインアウトモード」をオンにする

と、ヘッドホン端子から 大音量が出力
されますので、ヘッドホンで使用しない
でください。また、音量調整は接続した
外部機器で行ってください。

Wi-Fi®、Bluetooth® 機能、液晶表示をオフ
にして、音質を向上します。

バランスタイプのヘッドホン接続に対応し
たモードです。通常のシングルエンド駆動
に比べて、大きい出力が得られるほか、大
電流が小信号部と共通のグランドに流れな
いため、音質面でも優れた効果が得られる
出力方法です。大きな出力が得られるため、
インピーダンスの高いヘッドホンのドライ
ブも可能です。
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バランスタイプのヘッドホン接続に対応し
たモードです。基本的な駆動方法はバラン
スモードと同じですが、グランドの基準を
さらに強固に固定する技術を採用しており、
バランスモードよりもさらに安定感とクリ
ア感を向上させた音質をお楽しみいただけ
ます。ただし、出力ボリュームは、通常の
シングルエンド駆動と同等になります。
11



アプリ一覧画面

ホーム画面からアプリ一覧アイコンをタップす
ると、アプリ一覧画面が表示されます。
12



アプリが多数ある場合は、左右にフリックして
画面を切り換えます。
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ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面にはアプリのショートカットや時計
などのウィジェット※を配置することができ、
お好みに合わせてカスタマイズすることができ
ます。
※ ウィジェットとはホーム画面に配置できる小

さなアプリのことで、時計を常に表示させた
り、お好きなホームページのブックマークを
置いたりすることができます。
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∫ホーム画面にアプリのショートカット
を作る

1 ホーム画面からアプリ一覧アイコンをタッ
プする。

2 アプリ一覧画面でアプリをロングタッチす
る。
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3 背景がホーム画面に変わるので、お好きな位
置までドラッグして指を離す。
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∫ホーム画面にウィジェットを追加する

1 ホーム画面からアプリ一覧アイコンをタッ
プする。

2 画面左上の「ウィジェット」をタップする。
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3 追加したいウィジェットをロングタッチする。

4 背景がホーム画面に変わるので、お好きな位
置までドラッグして指を離す。
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∫ホーム画面の壁紙を変更する

1 ホーム画面の何も配置されていないところ
をロングタッチする。

2「壁紙」をタップする。
0 お好きな写真などを壁紙に設定したい場

合は、「Photos」を選択してください。
また、スクリーンショットを撮るには、電
源ボタン (Í) とスキップ (:) ボタンを
同時に長押しします。
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3 変更したい壁紙をタップする。

4「壁紙に設定」をタップする。
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∫ショートカットやウィジェットを削除
する

1 削除したいショートカットやウィジェット
をロングタッチする。

2「削除」までドラッグして指を離す。
21



文字の入力

テキストボックスなどをタップすると、文字を
入力するためのキーボードが自動的に表示され
ます。

1. タップあるいはフリックして文字を入力し
ます。

2. 文字入力中にタップすると、文字が逆順で
切り換わります。

3. カーソルを移動します。
4. タップすると文字の種類が切り換わります。
5. 入力方法が切り換わります。
6. カーソルの左側の文字を削除します。
7. スペースを入力します。文字入力中にタッ

プすると、文字を変換します。
8. タップして決定します。文字入力中にタッ

プすると、文字を確定します。
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音楽を再生する

microSD カードから再生する

パソコンからコピーして再生する

再生操作の詳細

プレイリストの編集

イコライザの設定

スライドメニュー
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microSD カードから再生する

音楽ファイルが入った microSD カードを本機
に入れて再生します。

1 microSD カードをカードスロット（1 または
2）に入れる。
0 端子面を上にして、「カチッ」と音がする

までまっすぐ奥へ押し込んでください。
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2 ホーム画面から Music をタップする。

0 定格外のインピーダンスのヘッドホンを接続
すると、故障のおそれがありますので、接続
しないでください。

 ヘッドホンの定格はこちら
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3 ライブラリから希望の曲をタップして再生
する。
0 ライブラリに曲が表示されるまでに時間

がかかる場合があります。

 再生操作の詳細はこちら
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∫microSD カードを取り出す

以下の手順で microSD カードのマウントを解
除してから取り出してください。解除せずに取
り出すと、カードが破損したり、正常に動作し
なくなることがあります。

1 ホーム画面から「設定」をタップする。

2「ストレージ」-「SD カードのマウント解除」-
「OK」をタップする。

3 microSD カードを「カチッ」と音がするまで
奥へ押し込み、まっすぐ引き抜く。
0 microSD カードが飛び出しますので、紛

失しないようご注意ください。
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パソコンからコピーして再生する

パソコンに保存されている音楽データを本機の
内部ストレージまたは本機に入れた microSD
カードにコピーすることができます。

∫データコピーソフト「X-DAP Link」で
コピーして再生する

X-DAP Link の対応 OS は Windows 10 (32 
bit/64 bit)、Windows 8/ 8.1 (32 bit/64 bit)、
Windows 7 (32 bit/64 bit) および Mac OS X 
10.11、OS X 10.10 です。

1 パソコンを起動して、下記サイトからX-DAP 
Link のインストーラーをダウンロードする。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/dap/

2 Windowsパソコンは「setup.exe」を、Macパ
ソコンは「XDAPLink.pkg」をダブルクリッ
クして、インストールする。
0 画面の指示に従ってインストールしてく

ださい。Windows パソコンはインストー
ル後、デスクトップにショートカットが
作成されます。Mac パソコンは

「Applications」フォルダ内に「X-DAP 
Link.app」が追加されます。
28



3 本機の電源を入れる。
0 microSD カードにコピーする場合は、

カードスロット（１または２）に
microSD カードを入れてください。

4 本機とパソコンを付属の USB 接続ケーブル
で接続し、X-DAP Link を起動する。
0 プラグの幅の広い方を上にして接続して

ください。上下逆に接続すると、プラグ
や端子を破損する場合があります。

0 パソコンに「端末の接続が確認できませ
ん」といった画面が表示された場合は、
起動しているアプリをすべて終了し、手
順 3 からやり直してください。
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5 1からコピーしたいファイルが入ったフォ
ルダーを選択する。
e-onkyo
音楽配信サイト、e-onkyo music からダウ
ンロードしたファイルがある場合は、この
フォルダーを選択します。
iTunes Media
iTunes® をご利用の場合は、プレイリスト、
コンテンツが表示されます。
mora
音楽配信サイト、mora からダウンロードし
たファイルがある場合は、このフォルダー
を選択します。
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パソコン内の任意のフォルダーを追加する
場合は、2をクリックして追加で表示した
いフォルダーを選択してください。
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6 3をクリックして、コピー先を内部ストレー
ジ／ SD カード 1 ／ SD カード 2 の中から
選択し、「OK」をクリックする。

0 45をクリックして、3とは別のコピー
先を指定することもできます。
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7 追加したいファイルだけを選んでコピーし
たい場合は、この画面で「いいえ」を選んでく
ださい。すでにコピー済みのファイルをリス
トに反映させたい場合は、「はい」を選んでく
ださい。その場合、選択を外した音楽ファイ
ルは、コピーの際に本機から削除されます。
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8 コピー先に合わせてコピーしたい音楽ファ
イルを選ぶ。

をコピー先にするとき
34



をコピー先にするとき
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をコピー先にするとき
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9 手順 8 で選んだ色のコピーボタンをクリック
する。

0 選択された音楽ファイルが本機へコピー
されます。
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10 本機のホーム画面から Music をタップする。

0 定格外のインピーダンスのヘッドホンを接続
すると、故障のおそれがありますので、接続
しないでください。

 ヘッドホンの定格はこちら
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11 ライブラリから希望の曲をタップして再生
する。
0 ライブラリに曲が表示されるまでに時間

がかかる場合があります。

 再生操作の詳細はこちら
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∫ドラッグ＆ドロップでコピーして再生
する

1 本機とパソコンを付属の USB 接続ケーブル
で接続する。
0 プラグの幅の広い方を上にして接続して

ください。上下逆に接続すると、プラグ
や端子を破損する場合があります。

0 パソコンに「自動再生」などの画面が表
示された場合は、「デバイスを開いてファ
イルを表示する」を選んで、手順 3 に進
んでください。

2 パソコンの「PC」などから本機を選択する。
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3 保存先のフォルダーを開く。

0 内部ストレージにコピーする場合は、内
部ストレージ内の「Music」フォルダー
を開いてください。
0 microSD カードにコピーする場合は、保

存先のカードのフォルダーを開いてくだ
さい。

4 パソコン内のコピーしたい音楽ファイルの
入ったフォルダーを保存先フォルダーへド
ラッグ＆ドロップする。
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5 本機のホーム画面から Music をタップする。

0 定格外のインピーダンスのヘッドホンを接続
すると、故障のおそれがありますので、接続
しないでください。

 ヘッドホンの定格はこちら
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6 ライブラリから希望の曲をタップして再生
する。
0 ライブラリに曲が表示されるまでに時間

がかかる場合があります。

 再生操作の詳細はこちら
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再生操作の詳細

∫ライブラリの表示

Music を起動すると、ライブラリ（Music に同
期されている楽曲の一覧）が表示されます。ラ
イブラリ画面を左右にフリックすると、表示の
分類を切り換えることができます。

フォルダ
保存されたフォルダ階層のまますべてを表
示します。

プレイリスト
作成したプレイリストの一覧を表示します。
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アーティスト
アーティスト別に表示します。

アルバム
アルバム別に表示します。

曲
すべての曲を表示します。

ジャンル
ジャンル別に表示します。

コンピレーション
コンピレーションアルバム別に表示します。

作曲者
作曲者別に表示します。

フォーマット
データフォーマット別に表示します。

0 リスト画面の上にある検索アイコン を
タップして、楽曲を検索することもできま
す。

0「自動同期」や「音楽フォルダ」の設定が
されていないと、楽曲が表示されない場合
があります。

 詳細はこちら「HD ライブラリの同期」
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∫再生操作について

ライブラリから再生したい曲をタップすると、
再生画面に移り、再生が始まります。ライブラ
リ表示に戻るには、 をタップします。
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画面での再生操作
再生 / 一時停止

表示されている円の内側をタップする。
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曲のスキップ
再生画面を左右にフリックする。
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音量の調整
ボリュームダイヤルを回すと、画面にボ
リュームバーが表示されます。バーを上下に
ドラッグすると音量調整ができます。また、
ボリュームダイヤルでも音量調整することが
できます。
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∫再生画面について
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A

1. 再生リストへ移動します。
再生リストには、現在再生中の曲やアルバ
ムの楽曲が再生順に表示されます。

2. 再生や音質などの設定を行うスライドメ
ニューを表示します。

3. シークバー
曲の進行に合わせて進みます。円の縁を
タップすると、タップした場所に再生位置
が移動します。
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B

4. 再生中の曲をプレイリストに追加します。
5. タップすると、楽曲の詳細情報を表示します。
6. リピートモード

タップするごとに、1 曲リピート→全曲リ
ピート→リピートなしの順に切り換わります。

7. シャッフルモード
タップしてランダム再生の ON/OFF を切り
換えます。

8. タップしてイコライザの ON/OFF を切り換
えます。

9. イコライザ設定画面へ移動します。
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本体ボタンでの再生操作

1. ボリュームダイヤル
0 本機を再生中にポケットやケースに入れ

ると、ボリュームダイヤルが回り音量が
変化する場合があります。「ボリューム
ロック」を ON にして、ボリュームダイ
ヤルでの音量調整を無効にしてください。
 詳しくはこちら

2. スキップ (:) ボタン
曲の先頭や前の曲へスキップします。

3. 再生 / 一時停止 (1/;) ボタン
4. スキップ (9) ボタン

次の曲へスキップします。
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プレイリストの編集

∫プレイリストを作成する

お好きな曲を選択してプレイリストを作成でき
ます。

1 ライブラリでプレイリストに追加したい曲
の画面右のアイコンをタップしてリストメ
ニューを表示する。
54



2「キューを置き換えて再生」をタップする。

3 次に追加したい曲の画面右のアイコンを
タップしてリストメニューを表示し、「今の
曲が終わったら再生」をタップする。

4 手順 3 を繰り返し、プレイリストとして保存
する曲をそろえる。

5 画面左上のジャケット写真アイコンをタッ
プして、再生画面へ移動する。
55



6 画面左上のアイコンをタップして、再生リス
トへ移動する。
56



7「プレイリストに保存」をタップし、タイトル
を入力して「保存」をタップする。

0 iTunes など、Music 以外で作成したプレイ
リストから、新規にプレイリストを作成す
ることはできません。
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∫プレイリストを編集する

プレイリストの編集
ライブラリからプレイリスト一覧を表示し、

「編集」をタップする。

プレイリストを削除するには：
削除するプレイリストのアイコンをタップし、

「OK」をタップする。
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プレイリストを並び替えるには：
並び替えるプレイリストのアイコンをドラッグ
する。

プレイリスト名を変更するには：
変更するプレイリストをタップして、名前を入
力し、「OK」をタップする。

編集を終了するには：
「完了」をタップする。
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プレイリスト内の楽曲の編集
ライブラリからプレイリスト一覧を表示して、
編集したいプレイリストをタップし、「編集」
をタップする。

プレイリスト内の曲を削除するには：
削除する曲のアイコンをタップし、「OK」を
タップする。
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プレイリスト内の曲を並び替えるには：
並び替える曲のアイコンをドラッグする。

編集を終了するには：
「完了」をタップする。

0 プレイリストから楽曲を削除しても、本機
からは削除されません。
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イコライザの設定

イコライザの設定をすることで、お好みの音質
に調整することができます。

∫イコライザ画面への切り換え

再生画面からイコライザ画面アイコンをタップ
すると、イコライザ画面へ移動します。
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∫プリセットされたイコライザを選ぶ

1 イコライザ画面から「Preset EQ」をタップ
する。

2 設定したいイコライザをタップする。
Flat/11Band/Dance/Jazz/Pop/Rock/
Vocal
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3 再生画面に戻るには、画面左上のアイコンを
タップする。

0 イコライザの ON/OFF を切り換えるには、ア
イコンをタップしてください。

イコライザ ON イコライザ OFF
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∫著名なミュージシャンが作成したイコ
ライザを選ぶ

1 イコライザ画面から「Featured EQ」をタッ
プする。

2 お好きなミュージシャンのイコライザを
タップする。
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0 イコライザのON/OFFを切り換えるには、
アイコンをタップしてください。

0 お好きなミュージシャンのアイコンを
タップするとミュージシャンのプロ
フィールが確認できます。

∫イコライザの編集

イコライザ曲線を編集して、オリジナルのイコ
ライザを作成することができます。編集したイ
コライザは、名前を付けて保存できます。

1 イコライザを ON にする、または任意のイコ
ライザを選ぶ。

イコライザ ON イコライザ OFF
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2 イコライザ曲線上のポイントを左右にド
ラッグして周波数を、上下にドラッグして
ブースト量を変更する。
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3 画面右上の保存アイコンをタップして、名前
を入力し、「保存」をタップする。

保存したイコライザを削除するには
「Preset EQ」から削除したいイコライザのアイ
コンをタップし、「削除」をタップする。

0 曲線上のポイントの無い部分をタップする
と、ポイントを追加できます。

0 イコライザ曲線外をドラッグすると、すべ
てのイコライザポイントを上下に移動する
ことができます。
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スライドメニュー

Music 画面右上に表示されるアイコンをタップ
すると、スライドメニューが表示されます。
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∫音質設定

DSP 機能
イコライザと、スライドメニュー内の他の項
目の「アップサンプリング」、「リアルタイム
DSD 変換」の ON/OFF を一括で切り換える
ことができます。

ロックレンジアジャスト
音声入力信号のジッター（変動）のロック幅
を調整することによって、音質を向上させる
ことができます。ロック幅はより精度の高い
Narrow から Wide まで、7 段階から選べま
す。
0 ロック幅を変更して音が途切れる場合は、

Normal あるいは Wide 側に調整してくだ
さい。

デジタルフィルター
内蔵デジタルコンバーターのフィルター特性
を変更することで、ヘッドホン出力される音
声の音質を変更できます。
SHARP/SLOW/SHORT

アップサンプリング
内蔵または USB 接続する機器の仕様に合わ
せて、再生する楽曲のサンプリング周波数を
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アップサンプリングして出力します。（初期
値では 大 192 kHz ）
オフ / オン

アップサンプリングの上限
アップサンプリングの上限を設定します。
96 kHz/192 kHz/384 kHz（USB オー
ディオのみ有効）

∫外部機器

再生デバイス選択
ヘッドホンや Bluetooth 対応機器、USB 機
器など、出力先が一覧に表示されます。一覧
から選択して音声の出力先を切り換えます。
0「USB デバイスの検索」をタップすると、

本機に接続されている USB デバイスを検
索します。
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∫e-onkyo music

e-onkyo サイトへリンク
ハイレゾ音源配信サイト、e-onkyo music
にアクセスします。サイトから楽曲を購入で
きます。

ダウンローダ
e-onkyo music で購入した楽曲を、本機に
ダウンロードできます。

（初めて e-onkyo をご利用される場合）
「メンバー登録」をタップして、メンバー登
録を完了させてください。

（すでに e-onkyo アカウントをお持ちの場合）
メールアドレスとパスワードを入力してログ
インしてください。

ログインすると、「購入楽曲リスト」画面が
表示されます。e-onkyo music で購入した
楽曲が確認でき、本機にダウンロードできま
す。ダウンロードが完了すると、自動的に本
機のライブラリに追加されます。
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∫設定

設定
HD ライブラリの同期

自動同期
パソコンから本機へコピーした音楽ファ
イルや microSD カードの音楽ファイルが
ライブラリに自動で同期されます。

音楽フォルダ
ライブラリに同期させるフォルダーを選
択できます。

今すぐ同期
パソコンから本機へコピーした音楽ファ
イルや microSD カードの音楽ファイルを
ライブラリに手動で同期させます。
すべて同期 :
転送したすべての楽曲を同期する場合に
選択します。
追加された曲のみを同期 :
新たに追加された曲のみを同期する場合
に選択します。

よくある質問
よくある質問と回答を表示します。
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再生
クロスフェード
曲と曲のつなぎ目で、前曲をフェードア
ウトし、次曲をフェードインして再生し
ます。

ゲイン設定
DSD フォーマットの音楽ファイルを
PCM に変換するときの音量レベルを設定
します。
0 dB/-3 dB

常にスクリーンをオン
画面の常時点灯の ON/OFF を切り換えま
す。

オーディオ出力の切り替え
ヘッドホンや Bluetooth 対応機器、USB
機器など、出力先が一覧に表示されます。
一覧から選択して音声の出力先を切り換
えます。
0「USB デバイスの検索」をタップすると、

本機に接続されている USB デバイスを検
索します。
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USB デバイスの検索
本機に接続されている USB 機器を検索し
ます。

USB オーディオ
USB Host Audio Driver の有効
設定を有効にすることで、ハイレゾ音源
を USB 出力することができます。

バックグラウンドでボリューム変更を有効
接続した USB 機器の音量を本機で調整で
きるようにします。

DSD の出力形式
DSD フォーマットの音楽ファイルを再生
するとき、USB から出力するフォーマッ
トを選択できます。
PCM/DoP/ ダイレクト転送
0「ダイレクト転送」を選択するには、ダイ

レクト転送に対応した機器が必要です。
（対応機器：DAC-HA300、XPA-700）

ダイレクト転送時の出力周波数の上限
「DSD の出力形式」で「ダイレクト転送」
を選択した場合の周波数の上限を設定し
ます。接続する USB 機器で利用可能な周
波数を選択してください。
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自動 /2.8 MHz/5.6 MHz/11.2 MHz

DoP のポーズ動作
「DSD ゼロを出力」を選ぶと、DoP のポー
ズ時に、音が出ていない間も DSD 信号を
無音で 大 10 分間出し続けることによっ
て、ノイズの発生を抑えます。
出力を停止 /DSD ゼロを出力

DSD 3,6 MHｚ の DoP 出力
DSD フォーマットの音楽ファイルを DoP
形式で出力します。
0 設定を解除すると、「DSD の出力形式」で

DoP を選択していた場合でも、DSD 
3 MHz、6 MHz のみ自動的に PCM に変
換出力されます。

リアルタイム DSD 変換
MP3 や WAV、FLAC などの音楽ファイ
ルを DSD へリアルタイムにフォーマット
変換します。ハイレゾ以外の音楽ファイ
ルでも高音質な再生を楽しめます。
オフ /DSD 2.8 MHz/DSD 2.8 MHｚ 高
精度 /DSD 5.6 MHz/DSD 5.6 MHｚ 高
精度
0 高精度のモードを選ぶとより良い音質を
76



楽しめますが、CPU への負荷や消費電力
が大きくなり、ご利用状況によっては音
切れ等が発生する場合があります。

e-onkyo music アカウント
サインアウト
e-onkyo music のサイトからサインアウ
トします。

自動ログイン
一度 e-onkyo music へログインすると、
ログイン情報を保存し、次回から自動で
ログインできます。

保存先変更
e-onkyo music からダウンロードした楽
曲の保存先を変更します。

空き容量の設定
e-onkyo music からダウンロードした楽
曲の保存先の容量を変更します。

一時ファイル削除
ダウンロード時の一時ファイルを削除し
ます。ダウンロード途中の楽曲も削除さ
れます。

0.5 GB ～ 5.0 GB
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その他
ホーム画面の壁紙設定
ホーム画面の壁紙をジャケット写真にし
ます。
0「アートワークを表示する」が OFF の場合

は選択できません。

ヘッドホン選択
オンキヨー製ヘッドホンをお使いの場合、
お使いのヘッドホンに 適な周波数特性
で再生できます。画面に表示される品番
から選択してください。

情報
オープンソースソフトウェアのライセン
ス文を表示します。

バージョン
バージョン情報を表示します。

Build
ビルド番号を表示します。

設定をリセット
Music の設定内容を初期値に戻します。
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アートワークを表示する
再生中のアルバムのジャケット写真を壁紙と
して表示します。OFF にすると、ジャケッ
ト写真が暗く表示され、「ホーム画面の壁紙
設定」も OFF になります。

再生画面モードの変更
再生画面モードの選択
２つのタイプからお好みに応じて選択でき
ます。

タブを編集
ライブラリで表示されるタブ分類の表示 / 非
表示設定、表示する順番を編集できます。

SNS 投稿
現在再生中の曲を SNS に投稿できます。
使用可能な SNS アプリの一覧が表示されま
す。
0 SNS サービスを利用するには、SNS アプ

リをインストールする必要があります。
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USB出力

USB 接続に対応したヘッドホンアンプや D/A
コンバーター等と接続することができます。な
お、本機との接続には、市販の USB OTG (On-
The-Go) ケーブルが必要です。接続する機器と
OTG ケーブルとの間に使用する USB 接続ケー
ブルは、接続する機器の USB 端子の形状に合
わせてご用意ください。（microUSB 端子の場
合、本機付属の USB 接続ケーブルが使用でき
ます。）
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接続する機器がハイレゾ音源に対応している場
合は、以下の手順でハイレゾ出力を有効にして
から接続してください。対応していない場合
は、手順４へ進んでください。

1 ホーム画面から Music をタップする。

2 画面右上のアイコンをタップする。

3「設定」-「USB Host Audio Driver の有効」を
タップして ON にする。

4 本機と接続する機器の電源を入れ、OTG ケー
ブルなどで接続する。
0 接続時には端子の上下方向にご注意くだ

さい。上下逆に接続すると、プラグや端
子を破損する場合があります。

Music
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5 本機の画面にメッセージが表示されるので、
「OK」をタップする。

0 その他、出力フォーマットの選択や周波数の
上限の設定など、各種設定ができます。

 詳細はこちら「USB オーディオ」
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Bluetooth® 機能

Bluetooth 対応のヘッドホンやスピーカーを
使って、音楽をワイヤレスで楽しむことができ
ます。見通しの良いところで 大 10m の距離
で通信できます。 使用環境によって通信可能範
囲は異なります。 
0 本機は aptX に対応しています。aptX 対応の

ヘッドホンやワイヤレススピーカーと接続す
ると、より高品質なワイヤレスサウンドが楽
しめます。

∫ペアリングして再生する

Bluetooth 対応機器と接続するには、はじめに
１回だけペアリングを行う必要があります。事
前に接続したい Bluetooth 対応機器を検出可能
な状態にしておいてください。

1 ホーム画面から「設定」をタップする。

2「Bluetooth」をタップする。
0「OFF」の場合はタップして「ON」に切

り換えてください。
83



3 接続する機器をタップする。

0 しばらくするとペアリングが完了します。

4 ホーム画面から Music をタップする。

5 希望の曲をタップして再生する。
Music
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2 回目以降接続するには

1 ホーム画面から「設定」をタップする。

2「Bluetooth」をタップし、「ペアリングされた
デバイス」から接続したい機器をタップす
る。

∫接続を解除する

1 ホーム画面から「設定」をタップする。

2「Bluetooth」をタップする。

3 接続を解除する機器を選んで「OK」をタップ
する。

0 接続を解除してもペアリング情報は削除され
ません。ペアリング情報を削除したい機器に
表示されるアイコンをタップし、「切断」を
タップしてください。
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各種設定

音質や出力についての設定

アップデートについて

バックアップとリセット

音質や出力についての設定

この項では、「設定」の「音と通知」の中から、
楽曲を高音質で楽しむための設定項目を説明し
ます。

1 ホーム画面から「設定」をタップする。

2「音と通知」をタップして、項目を選んで設定
する。
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出力切替
ヘッドホン出力を切り換えます。
Balanced
バランスタイプのヘッドホン接続に対応した
モードです。通常のシングルエンド駆動に比
べて、大きい出力が得られるほか、大電流が
小信号部と共通のグランドに流れないため、
音質面でも優れた効果が得られる出力方法で
す。大きな出力が得られるため、インピーダ
ンスの高いヘッドホンのドライブも可能で
す。
A.C.G.
バランスタイプのヘッドホン接続に対応した
モードです。基本的な駆動方法はバランス
モードと同じですが、グランドの基準をさら
に強固に固定する技術を採用しており、バラ
ンスモードよりもさらに安定感とクリア感を
向上させた音質をお楽しみいただけます。た
だし、出力ボリュームは、通常のシングルエ
ンド駆動と同等になります。
OFF
0 音圧差自動調整を ON にすると、

Balanced と A.C.G. の設定間の音量を自
動的に同じにし音量感を揃えます。
0 本機は、バランスヘッドホンジャック、

ヘッドホンジャックの２つ同時使用には
87



対応しておりません。2 つ同時に使用す
ると、故障するおそれがあります。

固定ラインアウトモード
ヘッドホン出力を外部機器と接続するライン
出力モードに切り換えます。
0「固定ラインアウトモード」をオンにする

と、ヘッドホン端子から 大音量が出力
されますので、ヘッドホンで使用しない
でください。また、音量調整は接続した
外部機器で行ってください。

Stand-alone mode
Wi-Fi、Bluetooth 機能、液晶表示をオフに
して、音質を向上します。
0 電源ボタンを押して画面を点灯させると、
「Stand-alone mode」は解除されます。

デジタルフィルター切替
内蔵デジタルコンバーターのフィルター特性
を変更することで、3 種類の音質の変化が楽
しめます。
SHARP/SLOW/SHORT
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ロックレンジアジャスト
音声入力信号のジッター（変動）のロック幅
を調整することによって、音質を向上させる
ことができます。ロック幅はより精度の高い
Narrow から Wide まで、7 段階から選べま
す。
0 ロック幅を変更して音が途切れる場合は、

Normal あるいは Wide 側に調整してくだ
さい。

ボリュームリミッター
大音量の上限を設定します。

ゲイン切替
お使いのヘッドホンに合わせて、ヘッドホン
出力のレベルを選択できます。
HIGH/NORMAL/LOW1/LOW2
0「HIGH」を選択する場合は、ボリューム

を下げてから設定してください。
0 初めて使用するヘッドホンでは、
「LOW1」に設定して少しずつ音量を調整
してください。
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ボリュームロック
本体のボリュームダイヤルでの音量調整を無
効にします。画面消灯時に効果があります。
0 再生時の予期せぬ音量の変化を防ぐため、

ON にして使用することをお勧めします。

アップデートについて

本機のソフトウェアを 新の状態に更新できま
す。ソフトウェアの更新ファイルが公開される
と、画面上にメッセージが表示されます。メッ
セージをタップし、画面に従ってアップデート
を行ってください。

∫更新ファイルの有無を確認する

ソフトウェアの更新ファイルがあるかどうかを
確認できます。

1 ホーム画面から「設定」をタップする。

2「端末情報」-「システムアップデート」をタッ
プする。
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バックアップとリセット

∫バックアップする

アプリや設定内容などを Google サーバーに
バックアップできます。

1 ホーム画面から「設定」をタップする。

2「バックアップとリセット」をタップし、
「データのバックアップ」を ON にする。

∫リセットする

本機をお買い上げ時の状態にリセットします。
リセットを行うと、登録したデータやダウン
ロードしたアプリなどがすべて消去されます。

1 ホーム画面から「設定」をタップする。

2「バックアップとリセット」-「データの初期
化」-「携帯端末をリセット」をタップする。
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その他

主な仕様

おすすめ App

対応再生フォーマット

連続再生可能時間

記録可能音楽ファイル数

使用上のご注意

ライセンスと商標について

主な仕様

プラットフォーム：
Android5.1.1

ディスプレイ：
4.7 インチ、解像度：1280 × 720 ドット
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インターフェース / 入出力端子：
0 ヘッドホンジャック 

3 極 φ3.5 ｍｍ、インピーダンス 16 ～
300Ω ※

0 ヘッドホンジャック（バランス出力）
4 極 φ2.5 ｍｍ、インピーダンス 32 ～
600Ω ※

※定格外のインピーダンスのヘッドホンを
接続すると、故障のおそれがありますの
で、接続しないでください。

0 microUSB 端子 1、microSD カードスロッ
ト 2

ネットワーク部：
0 無線 LAN：IEEE802.11 b/g/n/ac 準拠
0 Bluetooth：A2DP, AVRCP, HSP, OPP, 

HID, PAN
定格入力：

5 V dc、 1.5 A
バッテリー電源：

1,630 mAh
動作温度：

5 ℃～ 35 ℃
内蔵メモリー：

64 GB（Android システム領域含む）
本体重量：

205 ｇ
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外形寸法（突起部含まず）：
129 mm × 75.9 mm × 12.7 mm（高さ /
幅 / 奥行き）

仕様および外観は予告なく変更することがあり
ます。

おすすめ App

アプリ一覧の「おすすめ App」には、おすすめ
のアプリのインストーラーを集めています。こ
こでは代表的なアプリを紹介します。

Integra remote
本機の音楽を、Integra ブランドのレシーバー
にワイヤレスでストリーミング再生できるアプ
リです。また、本機をリモコンとしても使用で
きます。
Pioneer ControlApp
本機をリモコンとして、Pioneer ブランドの
オーディオ製品を操作できるアプリです。
Onkyo Remote
本機の音楽を、ONKYO ブランドのオーディオ
製品にワイヤレスでストリーミング再生できる
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アプリです。また、本機をリモコンとしても使
用できます。
iControlAV5
本機をコントローラーとして Pioneer ブランド
の AV レシーバーや BD プレーヤーを操作でき
るアプリです。

対応再生フォーマット

0 MP3/AAC（～ 48 ｋHz）※ 1

0 DSF/DSDIFF（2.8 MHz/3 MHz/5.6 MHz/
6 MHz/11.2 MHz PCM 変換 /DoP 出力）※ 2

0 FLAC/ALAC/WAV/AIFF/MQA
（～ 384 kHz）、OggVorbis（～ 192 kHz）

※ 1 DRM で保護されたファイルは再生で
きません。

※ 2 端末本体での再生時には、PCM に変
換して再生します。
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連続再生可能時間

時間は目安です。設定によって再生時間は異な
ります。
0 FLAC ロスレス 24 bit 96 kHz ※

16 時間
0 MP3 128 kbps 16 bit 44.1 kHz ※

18 時間
0 DSD 5.6 MHz ※

12 時間
※画面消灯、Music 再生、3 極 φ3.5 ｍｍ

ヘッドホン使用時
バッテリー保持時間

大 300 時間（Wi-Fi、Bluetooth 機能オ
フ、接続機器なし）

記録可能音楽ファイル数

本機の内蔵メモリーに保存できる音楽ファイル
数の目安です。
0 内蔵メモリー

約 10,800 曲（使用可能容量：約 54 GB、
MP3 フォーマット：５ MB の場合）
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約 270 曲（使用可能容量：約 54 GB、
FLAC ロスレス 24 bit/192 kHz：200 MB
の場合）

使用上のご注意

∫本機について

0 本機の φ2.5ｍｍ ヘッドホンジャックは 4 極
プラグ、φ3.5mm ヘッドホンジャックは 3
極プラグに対応しています。また、マイク入
力には対応しておりません。

0 本機は、バランスヘッドホンジャック、ヘッ
ドホンジャックの２つ同時使用には対応して
おりません。2 つ同時に使用すると、故障す
るおそれがあります。

0 microSD カードスロット開口部にごみ等が
入ると故障の原因になりますので、ご注意く
ださい。

0 本機のディスプレイを下にして置いたとき、
上から大きな力を加えないようにしてくださ
い。液晶やボリュームダイヤルの故障の原因
になる場合があります。
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0 アンテナは本体背面の下部に内蔵されていま
す。アンテナ付近を手で塞ぐと、通信速度に
影響を及ぼす場合があります。

∫充電について

0 本機の電源を切ってパソコンと USB 接続す
ると、画面に充電マークが表示されます。本
機の状態によってはすぐに充電マークが表示
されない場合があります。その場合は充電が
進むと、充電マークが表示されますので、数
分間お待ちください。

∫音声の再生ついて

0 バランスヘッドホン出力中にBluetooth機能
を OFF にすると、再生が一時停止する場合
があります。その場合は、もう一度再生操作
を行ってください。

0「Stand-alone mode」を ON にすると、再生
が一時停止する場合があります。その場合は、
もう一度再生操作を行ってください。

0 USB 機器を接続して再生中に、出力先を
「Balanced」に切り換えると、音声が出ない
場合があります。その場合は、USB 機器を
取り外して再生してください。
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∫音楽ファイルのコピーについて

0 X-DAP Link を使って音楽ファイルのコピー
中に、エラーメッセージが表示される場合
は、本機を再起動して、もう一度同じ操作を
行ってください。それでもエラーメッセージ
が表示される場合は、パソコンで本機の内部
ストレージから「xdaplink」フォルダーを
削除してください。

∫FCC 電子認証表示の記載について

認証関連情報は、以下の方法で確認できます。

1 ホーム画面から「設定」をタップする。

2「端末情報」-「法的情報」-「認証」をタップす
る。
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∫青少年がおられるご家庭の皆様へ

本機はネットワークに接続でき、ウェブブラウ
ザを利用してインターネット上のサイトの閲覧
ができます。「フィルタリング」を利用すると、
情報を受け取る側で有害サイトを表示させない
ようにすることが可能です。そのため、「フィ
ルタリング」機能を持つソフトウェアの利用を
おすすめいたします。

なお、フィルタリングに関する詳しい情報は、
以下のページをご参照ください。

 青少年が安全に安心してインターネットを利用する
ために　～　フィルタリング機能の活用
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ライセンスと商標について

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。
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The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification 
mark of the Wi-Fi Alliance®.

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。

iTunes is a trademark of Apple Inc., registered in 
the U.S. and other countries.

Google、Android、Google Play およびその
他のマークは、Google 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。
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当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準
拠した製品にこのロゴを冠して推奨していま
す。ロゴは登録商標です。
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