
iBasso Audio

使用説明書



Android OSの基本操作と設定
Wi-Fi 接続 /Bluetooth 接続

目次

製品内容物

主な製品特徴

製品仕様

各部の名称と機能

7-8

5-6

2-4

9-13

14-26

15-16

アプリのインストールとアンインストール USB 接続　　　　 17-20

シャットダウン / 再起動 /OS の切り替え 26

システム設定 21-25

『Mango Player』アプリの操作と設定 27-58

『再生画面 ( メイン画面 )』の見かた 27
『ライブラリ画面』の見かた 28-38
『設定画面』の見かた 39-58

Mango OS への切り替え 59

Mango OSの操作と設定 59-62

MQAについて 63

画面の見かた 60
Android OS への切り替え 61
MTP モード 62



USB-Type C ケーブル スクリーンプロテクター

クイックスタートガイド 保証カード
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製品内容物

コアキシャルケーブル バランス・バーンインケーブル

TPUクリアケースDX240 本体
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USB-Type C ケーブル：

コアキシャルケーブル：
外部機器と同軸デジタル出力を利用して接続を行うために
使用します。

PC と接続してデータ転送や充電、また USB-DAC 機能を利用する場
合に使用します。PC との接続以外にも USB 充電器を使用して本体の
充電のみを行うこともできます。

TPU クリアケース：
使用することで DX240 を傷から保護します。

スクリーンプロテクター：
使用することでDX240の液晶ディスプレイを傷から保護します。

保証カード：
製品保証に本カードの提示をお願いする場合がございますので、ご購
入証明書と一緒にして大切に保管してください。

クイックスタートガイド：
DX240 の基本的な使い方の説明が記載されています。

バランス・バーンインケーブル：
2.5mm バランス端子に差し込み、音楽を再生し続けることで DX240 の
バーンインを進めることができます。本体のバーンインが進むことで内部
の電子部品の特性が安定し、DX240 の音質が最大限に発揮されるように
なります。
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バーンインについて

バーンインには内部のコンデンサの再化成と電子回路のコンディ
ションを整える効果があります。バーンインはバランス出力とシ
ングルエンド出力の両方の音質に影響を及ぼしますが、バーンイ
ン作業は 2.5mｍバランス・フォン端子のみを使用して行えば十
分です。
バーンイン作業を行うには付属する「バランス・バーンインケー
ブル」を使用してください。バーンイン作業を行うときは可能な限
りシステムへの負荷による発熱を抑制するために、44.1kHz/16bit
の音声ファイルを使用して、ボリュームは最大ではなく実際に音
楽を聞くときと同程度の量にして行ってください。
本製品のバーンイン推奨時間は 200 時間前後ですが、作業はその
間、常に継続して行う必要はありません。また、AC アダプタから給
電を行いながら長時間連続して作業を行うことはバッテリーの劣
化を早める原因となりますのでお気を付けください。
この作業は必ずしも行う必要はなく、バーンインは DX240 で音楽
を楽しんでいる間に自然と進んでいきます。少しでも早く DX240
のコンディションを整えたい場合にこの作業を行ってください。
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主な製品特徴

- ESS Technology 社の『ES9038Pro』フラグシップ DAC
   チップを搭載

- 最大で 768kHz / 32bit PCM のビットパーフェクト再生       
   に対応 32bit/768kHz.

- 最大で 22.4MHz DSD のネイティブ再生に対応

- 5 インチのシャープ製 IPS 液晶 (1920x1080)、On-Cell   
   静電容量式タッチパネルを搭載

- QC3.0、PD3.0 の 2 種の急速充電規格に対応

- オーディオシステムとクロックを管理する「FGA-
   Master」アーキテクチャを採用

- 二つの NDK 社製フェムト・クロック水晶発振器を搭載 tors.

- 4GB LPDDR4X メモリ、64GB 内蔵ストレージ容量を搭載

- 14nm プロセス技術を用いて製造された 8 コアの高速   
   SoC、「Snapdragon 660」を搭載

- 最大で 384kHz / 32bit の PCM、11.2MHz の DSD( ネイ  
   ティブ ) 送信に対応する USB デジタル出力

- 最大で 384kHz / 24bit の PCM、5.6MHz の DSD(DoP) 送
   信に対応する同軸デジタル出力

- USB-DAC 機能搭載。最大で 384kHz / 32bit の PCM、   
   5.6MHz の DSD(DoP) 入力に対応

- 2.4GHz/5GHz 帯の Wi-Fi と Bluetooth 5.0 に対応

- MicroSD HC / XC 規格に対応。最大 2TB までの拡張が可能
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- USB3.1 高速伝送に対応

- 3 段階のゲイン調節が可能

- 100 段階のデジタルボリューム調節が可能

- アンプカード交換設計を採用。AMP1 から AMP8 までの旧ＡＭ
   Ｐモジュールとの後方互換性あり

- MQA、APE、FLAC、WAV、WMA、AAC、ALAC、AIFF、OGG、MP3、   
   DFF、DSF、DXD ファイルに対応

- M3U 形式のプレイリストに対応

- 4400mAh 3.8V リチウムポリマーバッテリー搭載
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製品仕様

最大出力電圧：
出力レベル：
周波数特性：

S/N比：
ダイナミックレンジ：

THD+N：

クロストーク：
出力インピーダンス：

最大出力電圧：
出力レベル：
周波数特性：

S/N比：
ダイナミックレンジ：

THD＋N：

クロストーク：
出力インピーダンス：

6.2Vrms
878mW@32ohm, 128mW@300ohm
10Hz~45kHz +/-0.1dB
125dB
125dB
-114dB (3Vrms, no load)
-114dB (3Vrms, 32ohm load)
-119dB
0.57ohm

3.1Vrms
281mW@32ohm, 32mW@300ohm
10Hz~45kHz +/-0.1dB
123dB
123dB
-110dB (1.8Vrms, no load)
-109dB (1.8Vrms, 32ohm load)
-117dB
0.38ohm

2.5mm バランス出力：

3.5mm シングルエンド出力：



8

約11時間

(接続する機器の抵抗値や再生するファイルの形式、

ご利用の方法によって時間は多少前後いたします)

最大連続再生時間：

最大出力電圧：
周波数特性：

S/N比：
ダイナミックレンジ：

THD+N：
クロストーク：

3Vrms
10Hz~45kHz +/-0.1dB
122dB
-122dB
-110dB (1.8Vrms, no load)
-116dB

3.5mm シングルエンド・ラインアウト：
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各部の名称と機能

3.5mm ラインアウト端子

コアキシャル出力端子 USB-Type C端子

Micro SDカードスロット

3.5mm シングルエンド出力端子

2.5mm バランス出力端子
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2.5mm バランス出力端子
2.5mm のバランス接続に対応するプラグを接続することで、音声をバランス
出力します。

3.5mm ラインアウト端子
3.5mm の端子から音声をライン出力します。ライン入力を備える外部機器と
の接続に使用します。

USB-Type C 端子
主に充電とデータの転送に使用します。PC との接続時、DX240 は外部スト
レージや MicroSD カードリーダー、USB-DAC として機能します。また
USB-OTG 規格に対応するストレージと接続すれば、ストレージ内の音声
ファイルを再生することも可能です。

3.5mm シングルエンド出力端子
3.5mm ステレオミニプラグを接続することで、音声を出力します。

コアキシャル出力端子

付属のコアキシャルケーブルで DX240 を外部機器と接続することで
同軸デジタル出力を行い、保存されている音声ファイルを外部機器で
再生することができます。
この端子は出力の優先順位が最も高く、コアキシャルケーブルが接続
されている状態では他の出力端子は機能しない状態になります。
同軸デジタル出力は最大で 384kHz / 24bit の PCM、5.6MHz の
DSD(DoP) 送信に対応します。



11

曲戻し/巻き戻しボタン

再生/一時停止ボタン

曲送り/早送りボタン

電源ボタン/
ボリュームホイール

USB-Type C端子

コアキシャル出力端子
5 inch 液晶ディスプレイ
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電源ボタン：

ボリュームホイール：

曲戻し / 巻き戻しボタン：

曲送り / 早送りボタン：

再生 / 一時停止ボタン：

回転 – 時計回りに回転させることで音量が大きくなります。
          反時計回りに回転させることで音量が小さくなります。

短押し - 次の曲の再生を開始します。
長押し - 押している間、現在再生している曲の早送りを行います。

短押し - 再生の開始と一時停止を行います。
長押し – 画面をロックします (Mango OS のみ )

短押し - 前の曲の再生を開始します。曲の再生から 5 秒以上経過
             している状態では再生中の曲を頭から再生します。
長押し - 押している間、現在再生している曲の巻き戻しを行います。

短押し - スクリーン表示をオン、またはオフにします。
長押し - 電源をオン、またはオフにします。



DX240 は Windows、Mac、Linux PC 用の USB-DAC として利用
することができます。
DX240 を USB-DAC として利用した場合、384kHz/32bit までの
PCM と DoP 方式で 5.6MHz までの DSD(DoP 方式 ) 再生に対応
しています。
Mac と Linux PC で利用する場合には追加の設定等は不要ですが、
Windows PC で利用する場合には、仕様通り動作させるため WASAPI
の設定を行う必要があります。

電源のオン / オフ：

1. 電源がオフの状態で電源ボタンを 3 秒間長押しすると、電源
    がオンになります。 
2. 電源がオンの状態で電源ボタンを 3 秒間長押しすると、電源
    がオフになります。
*Android OS では電源オプションのポップアップウィンドウが表示されます。
  [ 電源を切る ] を選択することで DX240 の電源は OFF になります。

画面表示のオン / オフ：

電源が ON になっている DX240 の電源ボタンを短く 1 回押す度に、
画面表示のオン / オフが切り替わります。

強制終了：

電源ボタンを 10 秒間長押しすることで DX240 を強制終了させる
ことができます。この操作は DX240 が突然フリーズして動かない
場合や、画面表示が消えてしまった場合に行ってください。

急速充電：

DX240 は QC3.0、PD3.0 の 2 つの急速充電規格をサポートしてい
ます。充電にはスタンダードな 5V USB 充電器、または上記の規格
に対応している急速充電器を使って行ってください。急速充電を使
用した場合には約 2.5 時間でバッテリーの充電が完了します。

PC と接続して USB-DAC として利用する：

基本操作

13
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バッテリー
Wi-Fi
Bluetooth

時計

ボリューム
ゲイン

デジタルフィルター

Android OSの基本操作と設定



15

Wi-Fi 接続：

① 画面上部からスワイプダウンの操作をして通知ドロワーを表示します。
② Wi-Fi アイコンをタップして Wi-Fi 機能をオンにします。ワイヤレスネ
    ットワークに初めての接続をする場合には、アイコンを長押しして Wi-Fi
     設定を行う必要があります。
③ 接続するワイヤレスネットワークを選択してパスワードを入力してく
    ださい。このネットワークの接続設定は保存され、以降は自動的に接続
    されるようになります。
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Bluetooth 接続：

① 画面上部からスワイプダウンの操作をして通知ドロワーを表示します。
② Bluetooth アイコンをタップして Bluetooth 機能をオンにします。Bluetooth
    機器と初めての接続をする場合には、アイコンを長押しして Bluetooth
    設定を行う必要があります。
③ [ 新しい機器とペア設定する ] の項目を選択して、使用したい Bluetooth
    機器とペアリングを行ってください。この Bluetooth 機器との接続設定
    は保存され、以降は Bluetooth 機器の電源をオンにするだけで自動的に
    接続が行われるようになります。



アプリのインストール：
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手法１：
① DX240 をネットワークに接続してください
② ホーム画面から「APKPure」アプリを起動します
③ インストールしたいアプリを検索してください
④ アプリが見つかりましたらダウンロードとインストールを実行してく
    ださい

手法 2：
① DX240 をネットワークに接続してください
② ホーム画面から「Chrome」アプリを起動します
③ アプリケーションをダウンロード可能な WEB サイトにアクセスして、
    『.apk』ファイルをダウンロードします
④ 「ファイル」アプリを起動して、[Download] フォルダの中から③の手順
    でダウンロードしたファイルを選択して、インストールを実行してく
    ださい



アプリのアンインストール：
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① 設定画面から「アプリと通知」を選択します。
② [x 個のアプリをすべて表示 ] をタップして、表示されるアプリの一覧
    からアンインストールしたいアプリを選択してください。
③ 「アンインストール」ボタンをタップして、アンインストールを実行
    してください。
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USB 接続：

付属の USB-Type C ケーブルを使用して PC と接続することで、DX240 は
PC 上からは外部ストレージとして認識されます。エクスプローラーを利用
してドラッグ & ドロップで簡単にファイルを転送することができます。

* Mac PC でファイルを転送する場合、『Android File Transfer』を PC にインストールして
  利用する必要があります。

充電接続端末
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接続デバイスの充電：

① OTG 規格に対応したデバイスを DX240 と接続します。
② 画面上部からスワイプダウンの操作をして通知ドロワーを表示します。
③ 表示される USB 接続設定を目的に合わせて設定してください。[ 接続端末
    の充電 ] スイッチを変更することで、DX240 や接続デバイスの充電をする
    ことができます。

USB-DACモード：

まず DX240 を USB-DAC モードに切り替えてから、付属の USB-TypeC
ケーブルを使用して PC と接続します。その後、PC が DX240 をオーディオ
デバイスとして認識しますので、サウンド設定から DX240 をオーディオの
出力デバイスとして選択してください。
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システム設定：

ホーム画面上の設定アイコンをタップすると [ 設定 ] 画面が表示
されます。
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オーディオ設定：

① Auto Mute ( オートミュート )：オンにすると再生開始時や曲切
    替時に DAC から発生するノイズをミュートすることができます。
    ただし、曲の頭が 0.5 ほど切れてしまう場合があります。
② ゲインの切替：必要に応じてゲインを三段階から設定できます。
③ デジタルフィルター：7 つのデジタルフィルターから好みのも
    のを設定できます。
④ 最大音量の制限：音量調節の最大値を設定することができます。
⑤ ボリュームホイール：スイッチをオンにすると画面消灯時でも
    ボリュームホイール操作を有効とします。

設定画面から [ オーディオ ] の項目を選択することで、オーディオ
設定の画面を開きます。

2



ファームウェアアップデート：
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オンラインアップデート：
① DX240 が Wi-Fi に接続されている事を確認してください。
② 設定画面から [ システム ] の項目を選択し、更に [Updater] を選択します。
③ 「Check Update」ボタンをタップしてください。
④ システムの更新がある場合、「Download」をタップするとアップデートフ
    ァイルのダウンロードが始まります。
⑤ ダウンロード完了後、「Install」をタップするとファームウェアのアップデ
    ートがスタートします。



ローカルアップデート：
① アップデート用のファイル (OTA.zip) を内部ストレージか SD カード
    のルートディレクトリに用意しておいてください。
② 画面右上の [︙] アイコンをタップして [Local Update] を選択してく
    ださい。
③ 手順①で用意したファイルを選択して「INSTALL」ボタンをタップす
    るとファームウェアのアップデートがスタートします。
* 表示される SD カードの名前がユーザーが付けたものと異なる場合がございます

24
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ファームウェアバージョン：

システム情報を確認するためには、設定画面の [ システム ] 項目から [ 端末
情報 ] を選んでください。この画面では OS やファームウェアのバージョン
を確認することができます。



シャットダウン / 再起動 /OS の切り替え :

① 電源ボタンを 3 秒間長押しして下さい。
② 電源オプション、[ 電源を切る ]、[ 再起動 ]、[To Mango] がポップアッ
    プしますので実行するオプションをいずれか選択してください。
*[To Mango] を選択すると Mango OS に切り替わります。Mango OS から Android OS
 に戻るには、詳細設定の項目から [Android System] を選択してください。

26



iBasso Mango Music Playerアプリ
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iBasso Audio Mango Music Player は、『再生画面 ( ホーム画面 )』、
『ライブラリ画面』、および『設定画面』で構成されています。 

再生画面で「アルバムアートワークエリア」③を左右にスワイプすると、
再生する曲を送ったり戻したりすることができます。画面左上部の [≡ア
イコン ]①をタップすると、『ライブラリ画面』を表示します。 画面右上部
の [ 歯車アイコン ]②を押すと『設定画面』を表示します。
ミュージック画面のどの画面を表示していても、画面下部に表示される
再生中バーの [ アートワークアイコン ]④を押すと『再生画面』に戻るこ
とができます。

① ② ③

④
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再生画面 ( ホーム画面 )：

ライブラリ画面

設定画面

バッテリー

WiFi
サンプリングレート

ゲイン

ボリューム

L/Rバランス

デジタルフィルター

イコライザー

曲タイトル
アーティスト名

ミュージックインフォ

曲戻し/巻き戻し

プレイモード

曲送り/早送り

 再生/一時停止

再生中リスト
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『再生中リスト』画面：

『ミュージックインフォ』画面：

①の [ 再生中リストアイコン ] をタップすると『再生中リスト』が表示されます。
   また表示されている曲名を左にスワイプするとリストから削除することがで
   きます。

②の [ ミュージックインフォアイコン ] をタップすると、ミュージックインフ
   ォ画面が表示されます。これら画面からは画面上部のバーをスワイプダウン
   することで元の再生画面に戻れます。

①

②



ライブラリ画面：
このアイコンをタップするとスキャンした曲をカテゴリ毎に表示
する『ライブラリ画面』を表示します。

ディレクトリ画面：
このアイコンをタップするとストレージに保存したファイルをフ
ォルダ表示する『ディレクトリ画面』を表示します。

30

ライブラリ画面：

検索バー③

ディレクトリ画面②

ライブラリ画面①

ナビゲーションバー④

 再生中バー

アートワークアイコン⑦

 再生/一時停止ボタン

再生中のアーティスト名と曲名

再生中の表示

曲のファイル形式

曲名表示をロングタップ⑤

曲の再生番号

曲名/アーティスト名

ナビゲーションバー設定⑥



検索バー：
このアイコンをタップすると表示される『検索画面』から目的の曲を
検索できます。

ナビゲーションバー：

[ 全ての曲 ]、[ アルバム ]、[ アーティスト ]、[ ジャンル ]、[ 再生中リス
ト ]、[ プレイリスト ] からライブラリ表示のカテゴリを選択できます。
表示されていないカテゴリはバーを左右にスライドすることで表示
させることができます。

曲名表示をロングタップ：
リスト上の曲名表示をロングタップすると、オプションメニューウ
ィンドウが表示されます。

ナビゲーションバー設定：
[…] アイコンをタップすると、ライブラリ画面とナビゲーションバー
の表示をカスタマイズできる設定画面が表示されます。

再生している曲のアートワーク：
再生中バーの [ アートワークアイコン ] をタップすると『再生画面』
に戻ります。
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オプションメニューウィンドウ：

リスト上の曲名表示をロングタップすると、オプションメニューウ
ィンドウが表示されます。このウィンドウからは曲の選択 / 解除と、
選択した曲に対して [ 再生 ]、[ プレイリストに追加する ]、[ 削除 ] の
いずれかを行うことができます。

オプションメニューウィンドウ：
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『アーティスト』画面：

アート表示 リスト表示

アート表示 リスト表示
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『アルバム』画面：
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プレイリストオプション：

リスト上のプレイリスト名表示をロングタップすると、オプションメ
ニューウィンドウが表示されます。このウィンドウでは選択したプレ
イリストの [ プレイリスト名編集 ]、[m3u ファイルの作成 ]、[ 削除 ] が
行えます。

エクスポート (m3u ファイルの作成 ) をしたファイルは内部ストレージ
の [iBasso/mangoPlayer/playlist] フォルダに保存されます。

プレイリストの新規作成：

[+ 新しくプレイリストを作成する ] をタップすると、プレイリストの
作成ウィンドウが表示されます。このウィンドウではプレイリストの
名前と説明を入力して、プレイリストを作成することができます。

『プレイリスト』画面：
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ナビゲーションバー内の […] アイコンをタップすると、ライブラリ画面
とナビゲーションバーの表示をカスタマイズできる設定画面が表示され
ます。

ナビゲーションバー設定：
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ナビゲーションバーの表示設定：

ユーザーの好みに合わせてナビゲーションバーの表示をカスタマ
イズすることができます。ハイライト表示されているものが現在
選択されている項目です。各アイコンはタップして選択から外す
と、外した項目はナビゲーションバーに表示されなくなります。

『全ての曲』画面のソート設定：

『全ての曲』画面のソート設定を [ 曲名 ]、[ アルバム ]、[ アーティ
スト ]、[ 新規追加 ]、[ フォルダ ] から選択することができます。

『再生中リスト』画面のソート設定：

『再生中リスト』画面のソート設定を [ 曲名 ]、[ アルバム ]、[ アーテ
ィスト ]、[ 新規追加 ]、[ フォルダ ] から選択することができます。

『アルバム』画面の表示設定：

ユーザーの好みで『アルバム』画面の表示を [ リスト表示 ] か [ ア
ート表示 ] のいずれか選択することができます。

『アーティスト』画面の表示設定：

ユーザーの好みで『アーティスト』画面の表示を [ リスト表示 ] か
[ アート表示 ] のいずれか選択することができます。
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ディレクトリアイコン①をタップするとディレクトリ画面を表示します。

この画面では本体の内部ストレージや挿入されている MicroSD カー
ド内のファイルを、フォルダ表示で閲覧することができます。

この画面で [ 内部ストレージ ]②をタップすると本体の内部ストレー
ジに、[SD カード ]③をタップすると挿入されている MicroSD カード
にアクセスすることができます。
フォルダを開いた画面で一つ前の階層に戻りたい場合は、[←( 戻る )
アイコン ]④をタップしてください。

ディレクトリ画面：

①

②

③ ④
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[ 検索バー ] に検索ワードを入力することで、『曲名』、『アーティスト名』、
『アルバム名』、『アーティスト名』からキーワードに一致するファイルを
検索します。

検索画面：
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ギャップレス：
ギャップレス再生を有効または無効に設定できます

ゲイン：
必要に応じてゲインを三段階から設定できます。

設定画面：

歯車の形の [ 設定アイコン ] をタップすると、『設定画面』が表示されます。
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プレイモード：

L/R バランス調整：

タップすることで『L/R バランス調整画面』を表示します。

デジタルフィルター：

タップすることで 7 つのデジタルフィルターから好みのものを
設定できます。

詳細設定：

タップすることで『詳細設定画面』を表示します。

再生方式を選択することができます。



41

[ グラフィック・イコライザー ] または [ パラメトリック・イコライザー ]
のいずれかを選択して DX240 に適用することができます。

イコライザー：
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プリセット・イコライザー：

5 種類のプリセットされたイコライザー設定があります。ボタン
を選択することで手軽にイコライザー設定を適用することがで
きます。

イコライザーの設定方法：

画面上の線形表示を直接タップすることで、10 バンドのスライ
ドバーが表示されます。バーを上下に動かすことで、イコライザ
ーを好みに設定することができます。

グラフィック·イコライザーのスイッチをオンにすると、グラフィック·
イコライザーが有効になります。

グラフィック・イコライザー：
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パラメトリック・イコライザー：
各 [ 設定 x ボタン ] をタップすることで、どのイコライザー設定
を適用するか選択することができます。

パラメトリック・イコライザー：

パラメトリック・イコライザーの設定方法：

画面上のグラフをタップすることで、『パラメトリック·イコライ
ザー設定画面』を表示します。

各 [ 設定ボタン ] をタップすることで、ボタン毎に設定をしたイコライザー
内容が有効になります。
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① 設定選択バー：
イコライザー設定を選択して変更できます。左右にスワイプ
をすれば表示をスクロールすることができます。

パラメトリック・イコライザー設定：

③
④
⑤
⑥
⑦

②

①
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③ ステータス：

選択したフィルターを有効にして、フィルターのステータ
スを画面上のグラフに表示することができます。

④ フィルタータイプ：

8 種類の中から適用するフィルターを選択することがで
きます。

⑤ 周波数：

中心周波数です。33Hz～16,000Hz の値を入力することがで
きます。

指定した周波数のゲインです。-20～20dB の値を入力するこ
とができます。

⑥ ゲイン：

指定した周波数の幅を設定できます。0.3 から 20 までの値を
入力することができます。

⑦ Q( クオリティ ) ファクター：

② フィルター選択バー：

6 つのフィルターの中から設定をするフィルターを選択す
ることができます。左右にスワイプをすれば表示をスクロ
ールすることができます。
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中心周波数 (Fc)：
各フィルター設定の中心周波数です。

ゲイン：
中心周波数のゲインです。

クオリティファクター (Q Factor)：
フィルターの影響範囲を示します。

下の図に示すように、Q 値の値が小さいと中心周波数に対して影響
は小さく、 Q 値の値が大きくなると、中心周波数に対する影響も大
きくなります。 

以下はフィルターの曲線の一例です。
(Fc=100Hz, gain=4dB)

パラメトリック・イコライザーの説明：

1. ローパスフィルター (Low Pass Filter)

中心周波数より高い周波数が影響を受けます。ローパスフィルターにゲイン
設定は影響しません。

2 3 4 5 6 10 20 30 100 200 1k

図 1. Q=0.7071 図 2. Q=20

4 5 6 78910 20 30 40 50 100 200 300 1k
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2. ハイパスフィルター (High Pass Filter)

中心周波数よりも下の周波数が影響を受けます。ハイパスフィルターにゲイン
設定は影響しません。

3. オールパスフィルター (All Pass Filter)

中心周波数以外に影響はありません。オールパスフィルターにゲイン設定は
影響しません。

図 3. Q=0.7071 図 4. Q=20

2 3 4 5 6 10 20 30 100 200 1k 4 5 6 78910 20 30 40 50 100 200 300 1k

図 5.

2 3 4 5 6 10 20 30 100 200 1k
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4．バンドフィルター (Band Filter)

中心周波数に大きな影響はありません。中央周波数付近の周波数にも同様の
効果があります。バンドフィルターにゲイン設定は影響しません。

5．ピークフィルター (Peak Filter)
中心周波数に大きな影響があります。中心周波数付近の周波数にも同様の
効果があります。

図 6. Q=0.7071 図 7. Q=20

2 3 4 5 6 10 20 30 100 200 1k 4 5 6 78910 20 30 40 50 100 200 300 1k

図 8. Q=0.7071 図 9. Q=20

4 5 6 78910 20 30 40 50 100 200 300 1k2 3 4 5 6 10 20 30 100 200 1k



49

6．ノッチフィルター (Notch Filter)

中心周波数が明確に減少します。中心周波数付近の周波数にも同様の影響
を及ぼします。ノッチフィルターにゲイン設定は影響しません。

7．ハイシェルフフィルター (High Shelf Filter)

中心周波数より高い周波数に大きな影響を与えます。

2 3 4 5 6 10 20 30 100 200 1k

図 10. Q=0.7071 図 11. Q=20

4 5 6 78910 20 30 40 50 100 200 300 1k

図 12. Q=0.7071 図 13. Q=20

4 5 6 78910 20 30 40 50 100 200 300 1k2 3 4 5 6 10 20 30 100 200 1k
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8．ローシェルフフィルター (Low Shelf Filter)

中心周波数より低い周波数に大きな影響を与えます。

図 14. Q=0.7071 図 15. Q=20

4 5 6 789 10 20 30 40 50 100 200 300 1k2 3 4 5 6 10 20 30 100 200 1k
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L/R バランス調整：

つまみをスワイプして時計回りに回転させると右チャンネルの音量が小さく
なります。反時計回りに回転させると左チャンネルの音量が小さくなります。
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デジタルフィルター：
7 種類のデジタルフィルターから適用するフィルターを設定するこ
とができます。 各デジタルフィルター名の表示をタップすると、フ
ィルターのパターンが表示されます。

デジタルフィルター：
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より高度な設定とオプションを表示します。

詳細設定：
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DX240 は Windows、Mac、Linux PC 用の USB-DAC として利用
することができます。
Mac と Linux PC で利用する場合には追加の設定等は不要ですが、
Windows PC で利用する場合には、正常にファイルを再生するた
めに WASAPI の設定を行う必要があります。
利用するにはまず DX240 を USB-DAC モードに切り替えてから、
付属の USB-TypeC ケーブルを使用して PC と接続します。その
後、PC が DX240 をオーディオデバイスとして認識しますので、
サウンド設定から DX240 をオーディオの出力デバイスとして
選択してください。DX240 を USB-DAC として利用した場合、
384kHz/32bit までの PCM と 5.6MHz までの DSD(DoP 方式 )
の再生に対応しています。

USB-DAC モード：
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Bluetooth レシーバーモード：

DX240 は Bluetooth レシーバーとして利用することができます。
Bluetooth レシーバーモードをオンにすると、スマートフォン等
の Bluetooth が使用可能なデバイスからペアリングして接続が
可能になります。この機能を使用すると接続デバイス上の音声を
Bluetooth 転送することでストリーミング再生することができま
す。
*DX240 が受信可能な Bluetooth コーデックは「AAC」か「SBC」のみとなります。
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ディスプレイ設定：

アンビエントモード：
再生中の曲のアートワークを背景に使用します。

ノーマルモード：
選択した画像を背景に使用します。

アートワーク表示設定：
アルバムアートワーク表示を四角形か丸形のいずれかから選択できます。

ロック画面設定：
スイッチをオンにすると、アルバムアートワークをロック画面に拡大表示
する『カスタム・ロック画面』を適用することができます。

「年」情報の表示：
ファイルの ID3 タグから「年」情報を読み込み、『再生画面』に表示します。

アルファベットスクロールバー：
スクロールバーを『アルファベットスクロールバー』に変更します。
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タイマーを設定して、指定した時間の経過後に DX240 の電源が自動
的にオフになるようにすることができます。画面の左側は「時」、右側
は「分」の設定です。
このタイマーのカウントダウンは DX240 の操作中に進むことはな
く、タイマーの作動中に操作を行った場合には一時停止し、操作の後
にカウントダウンが再び進みます。

シャットダウンタイマー：
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この画面では「モデル名 /Mango Player アプリのバージョン / 各
ストレージの使用状況」を確認することができます。

システムインフォメーション：
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Mango OS

Android OS から Mango OS に OS を切り替えるためには、まず電源ボタン
を 3 秒間長押しして下さい。電源オプションがポップアップされますので、
[To Mango] を選択すると、OS が Mango OS に切り替わります。
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Mango OS は『再生画面 ( ホーム画面 )』、『ライブラリ画面』、『設定画面』
の三つの画面で構成されています。 

『再生画面』上のアイコン①を押すとライブラリ画面に、アイコン②を
押すと設定画面が表示されます。

① ②

*Mango OS の操作方法は「Mango Player」アプリと共通
 です。ご不明な点は、P.29 ～ 60 の「『Mango Player』アプ
リの操作と設定」をご確認ください。 
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Android OS に OS を切り替える場合には、設定画面から [Android OS] の
項目を選択して確認してください。
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MTP モード ( ファイルの転送 )

DX240 を USB-TypeC ケーブルで PC と接続した後に『詳細設定画面』
から [MTP] の設定をオンにすると、ファイルを転送することができま
す。
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生していることを表し、マスターと同一のクオリティでの再生であること
を示します。
“MQA.”の表示はアーティストやプロデューサーによってスタジオで承認
がされている、あるいは著作権の保有者が確認を行った「MQA studio ファ
イル」を再生していることを表します。

MQA は MQA Limited の登録商標です。© 2018


