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製品概要

電源/スクリーンロックマイク

戻る

再⽣/停⽌

進む

マイク

⾳量+

⾳量-

USB Type-C/Coaxialデジタルアウト/
USB DAC in

Micro SDカードスロット 3.5mmヘッドホンアウト

パッケージアイテム

パッケージングボックス

R2 製品マニュアル/保証書

保護ケース USBケーブル
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HiBy R2 
オーディオファンのための、新しいエントリーモデル。 
美しさと機能性を、完璧なバランスで表現しました。

美しい外観で、あなたをR2の虜に 
新開発の亜鉛合金シャーシを採用し、滑
らかなボディを実現。 
 HiByファミリーのラインナップにふさわ
しいなだらかな曲線のおかげで、小型で
軽量のデバイスが手に馴染み、さらに快
適になりました。

ストリーミングオーディオをサポート 
インターネットラジオをサポートしま
す。 
どこからでもあなたの好きな音楽を再生
できます。 
※TIDALは日本ではサポート対象外で
す。

ES9218HiFiオーディオチップセット 
最大32ビット/ 384kHzおよびDSD128
をサポートするR2は、このオーディオチッ
プセットを使用してデコード能力を高め、
低ノイズ低歪みを実現しています。
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あらゆるフォーマットに対応 
mp3、wav、ape、flac、dsf、dff、
iso、cue、wma、ogg、aac、opus、
aiff、ALACなど、あらゆるフォーマット
をサポートしています。

MQAサポート 
MQAファイル4倍展開により、マスター
テープ品質オーディオの再構成、製作者
が意図した通りの、より豊かなサウンド
再生が可能になります。 
まるで、コンサートホールやスタジオで
聴いているかのような体験ができます。

デュアルHiRes認定 
HiRes＆HiResWireless認定済み。

Bluetooth UAT Codecサポート 
UAT-ウルトラオーディオ伝送。 HiByが
独自に開発したこの新しいBluetooth
コーデックは、最大192kHzの音声伝
送、最大1.2Mbpsのデータ帯域幅をサ
ポートし、音楽コンテンツに応じて伝送
を最適化することもできます。



 
 / 6 35

Bluetooth 5.0 
Bluetoothの送受信をサポートし、「楽
しさ」の幅が広がります。 

送信：UAT、LDAC、aptX、AAC、SBC 
受信：UAT、LDAC、AAC、SBC

5GHz WiFiをサポート 
最速の5GHzをサポート。 
WiFiオーディオおよびデータ送信/受信を
快適に使用出来ます。

HiBy OS 
HiByOSは、HiByが独自で開発したビッ
トパーフェクトなオーディオオペレーティ
ングシステムです。 
最適なオーディオパフォーマンスのため
にゼロから設計されており、最高の操作
性を実現する革新的な拡張機能も搭載さ
れています。

HiByLink 
スマートフォンからポケットの中のR2を
操作します。  
スマートフォンにHiByMusicアプリをイ
ンストールして、BluetoothまたはWiFi
経由でR2に接続し、スマートフォンでR2
音楽ライブラリを表示/閲覧したり、曲を
再生/一時停止したり、音量を調整した
り、快適そのものです。
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MSEB (MageSound 8-ball) 
MSEBは、HiByが独自に開発した洗練さ
れたオーディオリマスターシステムであ
り、暖かさ、厚み、ボーカルの力強さ、
インパルス応答の制御が可能。 
オーディオファンが求める音質を直接制
御し、簡単に実現できます。

デュアルマイクレコーディング 
ステレオオーディオ録音用の高品質デュ
アルマイク内蔵。

再生時間 
連続再生15時間、スタンバイ20日間。 
バッテリーを気にせず気軽に音楽を楽し
めます。

サイズ 
61x61x12mm
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HiBy R2 

この度は、ポータブルHDロスレスプレーヤー HiBy R2 をお買い上げいただきあり
がとうございます。 
R2をより快適にご利⽤いただくために、R2の操作⽅法を説明したこのマニュアルを
お読みください。 
HiBy R2は、DSD、DXD、WAV、FLAC、MQA、ALAC、APE、WMAロスレス、
AIFF、AAC、MP3、MP2、Ogg Vorbis、その他のロスレス/ロッシー⾳源をサポー
トする、⾼性能、⾼⾳質なデジタルオーディオプレーヤーです。  
最⼤32bit/ 384kHzの解像度のフォーマット、およびDSD256、DSDとPCMの両⽅
がハードウェアでデコードされます。 
HiBy R2には、MQAフルデコーダーテクノロジーが含まれています。 
これにより、MQAオーディオファイルを再⽣できます。 

タッチコントロール 
画⾯はIPSマルチタッチタッチスクリーンで、サイズは2.45インチ、解像度は360 
* 480です。 

電源ボタン 
電源をオフにした状態で電源ボタンを2秒間押し続けると、オンになります。 
電源を⼊れたまま押し続けると、電源がオフになります。 
電源が⼊っているときに短く押すと、画⾯のオンとオフが切り替わります。 

マルチカラーLED 
再⽣している⾳源のサンプルレートに応じて⾊を変更します。 

停⽌状態→⻘ 
Low Quality(32〜48kHz)→⻘ 
Standard Quality(88.2〜192kHz)→緑 
High resolution(352.8〜384kHz)→オレンジ 
DSD→薄緑 
充電中→⾚ 
※USBケーブルを挿して充電中は再⽣中でも⾚のみの表⽰です。 
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マイクロSDカード 
R2は、⾳楽ストレージ⽤の外部Micro SDカードスロットを搭載し、最⼤2TBの
MicroSDカードをサポートします。(FAT32/exFAT/NTFSをサポート) 

⾳楽をスキャンで⼀度に認識出来る最⼤曲数は、2万曲までとなっております。 
ファイル→MicroSDcardからブラウズする場合は、最⼤曲数に制限はありません。 

Micro SDカードを初めて挿⼊するとき、またはカードを交換したときは、改めて曲
をスキャンする必要があります。 
付属のUSBケーブルでコンピューターに接続すると、R2はR2に挿⼊されたマイクロ
SDカードに⾳楽を転送するためのカードリーダーとして機能します。 
曲を転送した後、USBケーブルを抜く前に、コンピューターでカードを「安全に取
り出し」をしてください 。 

USB Type-Cポート 
データ伝送+充電+同軸デジタル出⼒+USBオーディオ出⼒をサポートします。 
同軸デジタル出⼒を使⽤するには、Type-C to 3.5mm同軸ケーブルが必要です。 
外部DACと接続する場合は、USB-Cケーブルで接続します。 

3.5mmヘッドフォンポート 
イヤホンをこのポートに挿⼊して⾳楽を再⽣します。 
これには、⾦属プラグに2つのリングが付いた3.5mmプラグのイヤホン、⾦属プラ
グに3つのリングが付いた3.5mmプラグのイヤホンで、マイクやリモートボタンが
付いているケーブルが使⽤できます。 

HiByミュージックアプリ 
R2は、HiBy Music Android / iOSアプリとの連携が優れています。 
WiFi⾳楽転送をサポートし、携帯電話、コンピューター、タブレットの曲をWiFi経
由でR2に送信します。 
HiByLinkリモートコントロール機能は、携帯電話のBluetoothを介してR2に接続し
て制御します。 
トラックの変更、曲の選択、曲のリモート管理をサポートしています。 



 / 10 35

USB DAC IN モード 
1.Windows PCとUSB DAC INモードで接続する場合、ドライバーが必要です。 
HiBy Downloadよりダウンロードしてインストールしてください。 
https://www.iidapiano.store/hibydownload 

MACはドライバーが必要ありません。 

2.R2をUSB DACとして使⽤するには、システム設定で「USBモード」を「オーディ
オ」に設定し、付属のUSBデータケーブルでコンピューターに接続する必要があり
ます。 
R2を外部機器と接続する場合は、必ず付属のケーブルを使⽤してください。 

ポータル機能 
1.BluetoothサウンドカードとしてのR2： 
USB→R2→Bluetoothヘッドフォン : R2をUSB DACとして使⽤する場合、
Bluetoothヘッドフォン/スピーカーを使⽤して⾳楽を聴くこともできます。 
LDAC 96kHz、および最⼤192kHzのUATをサポートします。 

2.Bluetooth⼊⼒からのデジタルソースとしてのR2： 
Bluetoothオーディオ→R2→USBオーディオ : たとえば、 Bluetoothオーディオを
介したスマートフォンの場合、R2は⾼品質のデジタルオーディオソースにすること
もできます。 
同軸デジタル出⼒またはUSBオーディオ出⼒をサポートし、LDAC 96kHz、最⼤
192kHzのUATをサポートします。 

3.WiFi⼊⼒からのデジタルソースとしてのR2： 
Androidシステム（Bubble UPnPおよびその他のアプリ）でDLNAを使⽤するか、
iOSシステムでAirPlay（システムスライドアップメニューに統合）を使⽤して、
WiFi経由でR2に⾳楽を送信できます。 その後、⾼品質のデジタルオーディオソース
になります。同軸デジタル出⼒またはUSBオーディオ出⼒をサポートします。 
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■USB digital in 
PCM 384kHz/32bit 
DSD128 
  
■USB digital out 
PCM 384kHz/32bit 
DSD Native DSD256 
DSD DoP     DSD128

■Spdif out 
PCM 192kHz/24bit 
DSD Native unsupport 
DSD DoP DSD64
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ワイヤレス機能 
1.WiFi 
2.4GHz / 5GHzWiFiをサポートします。 
WiFi、HiByLink（HiBy Musicアプリが必要）、DLNA、Airplay、OTAオンラインアッ
プデート、インターネットラジオ、TIDALおよびQobuzストリーミングアプリを介
した⾳楽送信をサポートします（中国語以外のシステム⾔語が選択されている場合
に表⽰されます） 

2.Bluetooth： 
Bluetooth 5.0をサポートし、UAT、LDAC（双⽅向）、apt-Xなどを含むさまざまな
⾼解像度Bluetoothプロトコルをサポートします。 

ファームウェアの更新 
1.OTAアップデート 
R2にMicroSDカードを挿⼊します。 
ワイヤレス設定でWiFiをオンにして、WiFiに接続し、[システム設定]→[ファームウェ
アアップデート]→[Wi-Fi経由でアップデート]をタップします。 
その後、MicroSDカードにダウンロードされ、[アップデート]を押すと、R2がアッ
プデートされます。 

2.⼿動更新 
HiBy Downloadページ 
https://www.iidapiano.store/hibydownload 

上記サイトにアクセスして、対応するファームウェアをダウンロードし、R2をパソ
コンに接続します。 
マイクロSDカードをR2に挿⼊し、マイクロSDカードのルートディレクトリ（つま
り、サブディレクトリの外）にデータをコピーし、[システム設定]→[ファームウェ
アアップデート]→[MicroSD経由]でアップデートをタップします。 その後、R2が
アップデートされます。
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メニュー 
R2のメニューを紹介します。
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メニューに戻ります

曲:全ての曲を再⽣ 
ファイル：フォルダごとに再⽣ 
アルバム：アルバムごとに再⽣ 
歌い⼿：アーティストごとに再⽣ 
ジャンル：ジャンルごとに再⽣ 
フォーマット：ファイルフォーマットごとに再⽣ 

項⽬を選択すると、⽮印位置のアイコンが変わります。

お気に⼊り：お気に⼊りに追加した曲を再⽣ 
最近：最近再⽣した曲を表⽰ 
プレイリスト：プレイリスト作成、再⽣リストをm3u型
式で保存、m3uプレイリスト読み込みをします。 
最近追加：最近追加した曲を表⽰します。 

MicroSD内に”playlist_data”フォルダが作られます。 
項⽬を選択すると、⽮印位置のアイコンが変わります。
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プレイリスト内のカスタムラジオ（インターネットラジオ） 

1. MicroSDカードのルートディレクトリに、テキストファイルで「radio.txt」をエンコード形式
UTF8で作成します。 

2.テキストを開き、ステーション名とURLを⼊⼒します。 名前とURLは英字「、」で区切ってく
ださい。 1⾏につき1つのラジオ局を⼊⼒してください。 

例： 

Voice of China, http://ngcdn001.cnr.cn/live/zgzs/index.m3u8 

The Sound of Music, http://ngcdn003.cnr.cn/live/yyzs/index.m3u8 

※現在、HTTPプロトコル(http://)、m3u8のみがサポートされています。 
(https://)はサポート外です。 
”http://”、”m3u8”でも、通信出来ない場合があります。 

プレイリスト内のカスタムラジオをタップしてラジオ局をタップするとインターネットラジオを聴
く事が出来ます。 

以上が使⽤⽅法ですが、現在、ほとんどのインターネットラジオが(https://)から始まるアドレス
で、AndroidやiPhoneで専⽤のアプリを使⽤しないと聴く事が出来ません。 
これは、ラジオ局のセキュリティ上の問題や様々な理由により(https://)となっています。 
R2では(http://)のアドレスしか対応しておりませんので、現状では聴けるラジオ局がほとんどあ
りません。 
⽇本のラジオ局はほとんどが(https://)です。
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曲の検索 
楽曲、アルバム、アーティスト、お気に⼊りごとに検索
した内容を表⽰します。 

最近の検索 
検索したワードが表⽰されます。

再⽣画⾯を表⽰します

再⽣画⾯左下の…マーク 

タップすると、メニューを表⽰します。 
プロパティをタップすると、曲データの詳
しい情報を表⽰します。
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プレイヤーでの各機能表⽰⽅法 
・歌詞表⽰ 
・曲アートワーク表⽰ 
・アルバムアートワーク表⽰

歌詞表⽰⽅法 
歌詞の表⽰⽅法には2種類あります。 
⾳源データのタグ情報に埋め込む⽅法と、⾳源データと同じフォルダに⾳源データと同じ名前
の”lrc”ファイルを⼊れる事で、歌詞を表⽰する事が出来ます。 
R2は、タイムスタンプが⼊っている歌詞のみ表⽰出来ます。 
曲を再⽣して再⽣画⾯をタップすると、⼊⼒したタイムスタンプに従い歌詞が⾃動スクロールしま
す。 
タイムスタンプが⼊っていない歌詞を表⽰する事は出来ません。 

1.タグ情報に歌詞を埋め込む場合 
タグ情報に歌詞を埋め込む場合は、タグの”LYRICS”フィールドにタイムスタンプ付きの歌詞を⼊
⼒します。 

[00:01.00]ABCDE
[00:02.00]FGHIJ
[00:03.00]あいうえお
[00:04.00]かきくけこ
[00:05.00]アイウエオ
[00:06.00]カキクケコ
[00:07.00]安藤

タイムスタンプ付き歌詞例

タイムスタンプ 
[00:00.00]=[分:○.○秒]
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2.lrcファイルを使⽤する場合 
⾳源データと同じフォルダに⾳源データと同じ名前の”lrc”ファイルを⼊れる事で、歌詞を表⽰する
事が出来ます。 
テキストファイルにタイムスタンプ付きの歌詞を⼊⼒し、拡張⼦を”.txt”から”.lrc”に変更します。 
lrcファイルは、名前を⾳源ファイルと同じ名前にします。 

フォルダ

test.flac 
test.lrc

曲アートワーク表⽰ 
曲データのタグに画像を埋め込む事で、再⽣中曲ごとにアートワークを表⽰する事
が出来ます。 
画像は、jpegかpngをご使⽤してください。 
画像サイズは、再⽣時に最適化して表⽰されます。 
画像サイズが⼤きいと、再⽣時に読み込みに時間がかかって表⽰に時間がかかる場
合があります。

テキストファイル

test.txt

lrcファイル

test.lrc

アルバムアートワーク表⽰ 
曲データと同じフォルダに、ファイル名を”folder”にした
画像を⼊れてください。 
画像は、jpegかpngをご使⽤してください。 
画像サイズは、再⽣時に最適化して表⽰されます。 
画像サイズが⼤きいと、再⽣時に読み込みに時間がかかっ
て表⽰に時間がかかる場合があります。 
曲データに画像が埋め込まれている場合で、曲データと同
じフォルダにファイル名を”folder”にした画像を⼊れた場
合、ファイル名を”folder”にした画像が優先表⽰されま
す。

フォルダ

test.flac 
test.lrc 
folder.jpg
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マイクボタンを押すと、録⾳が始まります。 
もう⼀度押すと、停⽌します。 
録⾳すると、MicroSDカードに”record”フォルダが⾃動
で作られ、そこにデータが記録されます。 
録⾳データは最⼤2GBまでです。 
画⾯には、録⾳されたデータが表⽰されます。 
タップで再⽣します。 
データ名⻑押しで複数選択出来ます。複数同時に消去な
どで使⽤出来ます。 

※録⾳を利⽤する場合は、Micro SDカードをFAT32で
フォーマットしてください。

右上の設定ボタン 

スピーチノイズリダクション：環境⾳のノイズキャンセ
ルのオンオフ 
書式：録⾳データ型式を選択します。WAV/MP3/FLAC 
サンプリングレート：録⾳データのサンプリングレート
を選択します。8kHz/16kHz/48kHz 
チャンネル：モノラル→2個のマイクでモノラルデータ
を作成します。 
バイパス→本体上側のマイクがL、本体右側のマイクがR
のステレオデータが作成されます。
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TIDAL：TIDALのログイン画⾯です。 
※TIDALは、⽇本では正式サポートされておりません。 

Micro SDカード内のルートディレクトリに”book”フォル
ダを作り、そこにtxtデータを⼊れます。 
Scan：Micro SDカード内全てのtxtデータをスキャンし
ます。 
book：スキャンされたデータ全てを表⽰します。 
私のコレクション：txtデータ名右側のメニューで”マイ
コレクションに追加”を選択すると、この項⽬に表⽰され
ます。 
ファイル：”book”内のtxtデータを表⽰します。 
Recently read：過去に観覧したtxtデータを表⽰しま
す。 
※読み込めるのは、txtデータのみです。
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HiBy Linkのオンオフを設定します。 
HiBy Linkは、BluetoothとWi-Fiのどちらかで接続しま
す。 
使⽤する時は、BluetoothもしくはWi-Fiをオンにしてく
ださい。 

MSEBの設定をします。 
右上のスライダーでMSEBをオンにします。 
リセットボタンで、MSEBの設定をリセット出来ます。 
設定ボタンを押すと、プリセットの選択、スライダー範囲
の設定を選択出来ます。 
保存ボタンで、MSEBの設定を保存出来ます。 
読み込みボタンで、保存したMSEBの設定を呼び出せま
す。 
保存したプリセット名⻑押しで消去出来ます。 
MSEBの使⽤にはスペックの制限があります。 
これは、有線、Bluetooth共通です。 
MSEBはサンプリングレートが96kHz以下のデータで有効
になります。 
DSD/MQA出⼒は、利⽤できません。
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●Overall Temperature：温度感 
Cool/Bright→冷たい/明るい⾳ 
Warm/Dark→暖かい/暗い⾳ 

●Bass extension：低⾳拡張 
Light→軽快な⾳ 
Deep→低⾳の深さのある⾳ 

●Bass texture：低⾳の質感の変化 
Fast→低⾳減少 
Thumpy→低⾳強調 

●Note thickness：⾳の厚みの変化 
Crisp→パキっとした⾳ 
Thick→⾳の厚み強調 

●Vocals：声の⾳域の変化 
Recessed/Crisp→減少 
Forward/radio Edit→強調 

●Female：⼥性ボーカル⾳域の変化 
Detox→減少 
Vivid→強調 

●Sibilance LF：⻭擦⾳低域の変化 
Soft→減少 
Crisp→強調 

●Sibilance HF：⻭擦⾳⾼域の変化 
Soft→減少 
Crisp→強調 

●Impulse response：インパルス応答 
Slow/Musical→遅い 
Fast/Hard→速い 

●Air：空気感 
Soft→軟らかい⾳ 
Crisp→パキっとした⾳
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10バンドイコライザーを設定出来ます。 
右上のスライダーでイコライザーをオンにします。 
リセッボタンで、イコライザーの設定をリセット出来ま
す。 
設定ボタンを押すと、プリセットの選択が出来ます。 
Customを選択すると、フラットなイコライザーから調
整出来ます。 
違うプリセットを選択しても、変更した設定情報は保存
されています。 
プリセットのデフォルトに戻したい場合は、リセットボ
タンを押してリセットします。 

イコライザーの使⽤にはスペックの制限があります。 
これは、有線、Bluetooth共通です。 
イコライザーはサンプリングレートが48kHz以下のデー
タで有効になります。 
DSD/MQA出⼒は、利⽤できません。

画⾯に表⽰されたアドレスをパソコンのブラウザに⼊⼒
すると、R2に挿⼊されたMicro SDカード内のデータを
パソコンとやりとり出来ます。 
アドレスが⻑いと最後が切れる場合があります。 
アドレスの最後は:4399になります。 
パソコンとR2を、同じWi-Fiネットワークに接続してく
ださい。 
R2のこのページを閉じると、接続が切断されます。
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Micro SDカード内の⾳楽データをスキャンします。 
Micro SDカードは最⼤2TB、認識出来る曲数は、2万曲
までです。 

Bluetooth：外部Bluetooth機器とのペアリングをしま
す。接続は、LDAC/UAT/aptX/AAC/SBCから選べま
す。プレイヤーと接続した場合、⾃動でBluetooth 
audio inモードに切り替わります。 
ペアリング済デバイス名を⻑押しすると接続情報を消去
できます。 
Wi-Fi：Wi-Fi接続の設定をします。2.4GHz/5GHzに対
応。保存済のネットワーク名を⻑押しすると接続情報を
消去できます。 
DLNA：R2と同じネットワーク上に、DLNA対応機器が
接続されている場合に利⽤出来ます。 
AirPlay：R2と同じネットワーク上に、AirPlay対応機
器が接続されている場合に利⽤出来ます。
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プレイモード 
リストを再⽣ : 表⽰しているリストを1回のみ再⽣します。 
1曲リピート : 再⽣している曲を繰り返し再⽣します。 
シャッフル : リストをシャッフル再⽣します。 
リストをリピート : 表⽰しているリストを繰り返し再⽣します。 

出⼒選択 
端⼦にイヤホン、またはライン出⼒ケーブルを接続している場合に設定出来ます。 
ここでは、ヘッドホン出⼒とライン出⼒モードの切り替えを⾏います。 

DSD出⼒モード 
PCM出⼒、Dop出⼒、DSDネイティブ出⼒の切り替えを⾏います。 

ここから再⽣を再開する 
(なし) : 設定無し 
楽曲 : スリープなどから再開した時、最後に再⽣した楽曲から再⽣します。 
位置 : スリープなどから再開した時、最後に再⽣した曲の再⽣位置から再⽣を再開します。 

ギャップレス再⽣ 
曲間のギャップレス再⽣のオンオフの設定をします。 

最⼤デジタル⾳量出⼒ 
最⼤デジタル⾳量出⼒がオンの場合、イヤホンがR2にささっていない場合、⾳量ボタンを触って
もロックがかかって⾳量を変更出来ません。 
イヤホンがR2にささっている場合は、⾳量を変更出来ます。 

最⼤⾳量 
R2の最⼤⾳量の設定をします。 
これにより、誤操作による過⼤出⼒を防ぐ事が出来ます。 

パワーオン時ボリューム 
R2の電源を⼊れた時のボリュームを設定出来ます。 
(パワーオフ前のように)にチェックを⼊れると、電源をオフにした時と同じボリューム設定で起動
します。 
スライダーで設定すると、⾃由な数値に設定出来ます。
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クロスフェード 
再⽣している時の、曲間のクロスフェードのオンオフを設定します。 

ゲイン 
ヘッドホン出⼒のゲイン設定をします。 
Low / Hiを切り替えられます。 
3.5mm / 2.5mmのどちらかにイヤホンを接続している場合に設定出来ます。 

リプレイゲイン 
Micro SDカードに⼊っている⾳源データに、リプレイゲイン情報が埋め込まれている場合に、こ
の設定を切り替える事で、再⽣時の⾳量を調整出来ます。 
(なし) : リプレイゲイン情報を読み込みません。 
トラックごと : リプレイゲイン情報を読み込んで、トラックごとに⾳量を調節します。 
アルバムごと : リプレイゲイン情報を読み込んで、アルバムごとに⾳量を調節します。 

バランス 
L / Rの⾳量バランスを調節します。 
3.5mm / 2.5mmのどちらかにイヤホンを接続している場合に設定出来ます。 

アンチエイリアスフィルタ 
3種類のデジタルフィルターから選択出来ます。 
3.5mm / 2.5mmのどちらかにイヤホンを接続している場合に設定出来ます。 

フォルダを通過して再⽣持続する 
オンにすると、再⽣時、フォルダ再⽣をしている場合に、フォルダの最後の曲を再⽣し終わると、
次のフォルダの曲を再⽣します。オフの場合は、フォルダ内の曲のみ再⽣します。 

アルバム通過して再⽣持続する 
オンにすると、再⽣時、アルバム再⽣している場合に、アルバムの最後の曲を再⽣し終わると、次
のアルバムの曲を再⽣します。オフの場合は、アルバム内の曲のみ再⽣します。 

リサイクリング機能：A→B間リピート機能 
オンにすると曲再⽣画⾯に   のマークが表⽰され、このマークをタップするとA→B間リピー
ト機能が有効になります。詳細は28ページ参照。 

倍速再⽣ 
オンにすると曲再⽣画⾯に   のマークが表⽰され、このマークをタップすると倍速再⽣の倍率
を設定出来ます。詳細は28ページ参照。
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倍速再⽣   のマークをタップすると、倍速再⽣の倍率を選択出来 
  ます。 

倍率を選択すると、倍速再⽣マークに倍率が表⽰されま
す。 

倍速再⽣対応データ形式 

MP3/WAV/AAC/M4A/AIFF/OPUS/MP2/WMA 
~48kHzまで対応 

APE/FLAC/OGG 
~32kHzまで対応 

DSD/DTS/MQA 
非対応 

リサイクリング機能：A→B間リピート機能 
オンにすると曲再⽣画⾯に   のマークが表⽰され、このマークをタップするとA→B間リピー
ト機能が有効になります。 

曲を再⽣中にリピートを開始したいポイントで   ボタ
ンを押します。 
       
     ボタンで1秒単位で位置を調節出来ます。 

曲を再⽣中にリピートを終了したいポイントで   ボタ
ンを押します。 
      
     ボタンで1秒単位で位置を調節出来ます。 

   
  ボタンを直接動かして位置を調整する事も出来 
  ます。
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⾔語設定 
システムで使⽤する⾔語を設定します。 

⾳楽スキャンモード 
マニュアル : Micro SDカードを挿⼊した時に⾃動で曲をスキャンしません。 
⼿動で、メニューの「⾳楽をスキャン」で実⾏します。 
オート : Micro SDカードを挿⼊すると、⾃動で⾳楽をスキャンします。 

ストリームメディア 
ストリーミングするメディアを選択します。TIDAL/Qobuzから選択出来ます。 

明るさ 
画⾯の明るさを設定します。 

バックライト点灯時間 
常時オンか、点灯する時間を設定出来ます。 

カラーテーマ 
ONにチェックを⼊れると、画⾯テーマの⾊を選択出来ます。 

フォントサイズ 
⽂字の⼤きさを変更出来ます。⼩ / 中 / ⼤ 

USBモード 
ストレージ : データ転送モード。パソコンと接続してデーター転送できます。 
オーディオ : USB DAC in モード 

※接続/充電は付属のUSBケーブルを使⽤してください。 
付属のケーブル以外では通信、充電が出来ない場合がございます。 

充電はどのモードになっていても出来ます。 
USBデジタルアウトはどのモードでも出⼒します。 

外部プレイヤーをR2に接続した場合で、「オーディオ」になっている場合、USB DAC inモードが
優先されます。
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USB電流を制限します 
iPhoneをR2に接続し、R2をUSB DAC inモードで使⽤する場合にONにします。 
先にR2側のケーブルを接続し、R2の設定を「オーディオ」にし、その後iphone側のケーブルを繋
げると、R2がUSB DAC inモードに切り替わります。 

画⾯オフ時のボタン操作 
オンの場合、画⾯をオフにしても、全てのボタンが使⽤出来ます。 
オフの場合、戻る、再⽣/停⽌、進む のボタンが操作出来なくなります。 

時刻設定 
⽇時の設定、12時間/24時間の表⽰切り替えを設定出来ます。 

待機で電源をオフ 
「待機で電源をオフ」＝アイドルタイマー 
アイドルタイマーは、プレーヤーが操作（⾳楽の再⽣、⾳量の調整、ボタンの操作など）を停⽌し
た時点から始動します。 
プレーヤーがコンピューターに接続されているか、充電状態にある場合、プレーヤーはアイドルタ
イマーに反応しません。 
「待機する」が有効になっている場合、プレーヤーは1分以内にスタンバイモードに⼊ります。 
「待機する」が無効になっている場合、指定されたアイドル時間が来ると、プレーヤーは直接電源
を切ります。 

スリープ時間 
「スリープ時間」＝スリープタイマー 
USBと接続している場合を除いて、プレーヤーは指定されたスリープ時間になると直接電源がオフ
になります。 

バッテリーの％表⽰ 
画⾯右上の電池残量表⽰部分に、電池残量％表⽰します。 

待機する 
「待機する」＝スタンバイ機能 
スタンバイモードに⼊る条件 
1）画⾯がオフの状態 
2）プレーヤーが再⽣の停⽌または⼀時停⽌の状態 
3）プレーヤーがHiByLink、DLNA、Airplay、USB接続などのステータスになっていない状態 
「待機する」が有効になっている場合、上記の条件では、プレーヤーは1分後にデフォルトでスタ
ンバイモードになります。 
スタンバイモードから復帰する⽅法 
1）電源ボタンを短く押します。 
2）または、USBを挿⼊します。 
復帰した後、プレイヤーはスタンバイに⼊る前の状態に戻ります。 
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インラインリモート 
インラインリモート機能付きのケーブルを接続している時に、インライン機能を使⽤するかどうか
の設定をします。使⽤する場合は、オンにします。 

ステータスLED 
電源ボタンの下のステータスLEDのオンオフを切り替えます。 

スクリーンセーバーの設定 
OFF : スクリーンセーバーを起動しません。 
アルバムカバー : スクリーンセーバーが起動した時に、アルバムアートを表⽰します。 
ダイナミックカバー : Micro SD card内に”screensavers”フォルダを作り、そのフォルダに写真を
⼊れると、スクリーンセーバー起動時に表⽰出来ます。 

画⾯回転 
OFF : 画⾯を回転しません。 
180° : 画⾯が上下逆さまになります。 

⼯場出荷時の設定を復元 
本体を初期化します。 
再⽣リストのデータを削除するかどうかの選択が出来ます。 
Micro SDカードの中の情報は消えません。 

ファームウェアアップデート 
Micro SD経由でアップデート : アップデートファイルをMicro SDカードのルートディレクトリに
⼊れて、そのファイルでアップデートします。 

Wi-Fi経由でアップデート : Wi-Fi経由でアップデートがあるか確認し、アップデートがある場合
は、Micro SDカードにアップデートファイルをダウンロードしてからアップデートが始まりま
す。 

証明書 
⽇本技術基準適合証明を表⽰します。 

デバイスについて 
本体のバージョン、Micro SDカードのステータス、本体シリアルナンバーを表⽰します。 

本体がフリーズした時の対処⽅法 
電源ボタンを30秒間押し続けてください。OSを強制再起動できます。
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メニューを上までスクロール

メニューを上までスクロールすると、現在再⽣している
曲をコントロール出来ます。 

画⾯上部からのプルダウンメニュー

    Wi-Fi  Bluetooth HiByLink

画面上部からのプルダウンメニューで、

WiFi/Bluetooth/HiByLinkのオンオフが出来ます。


WiFi/Bluetoothは、長押しする事で設定メニューを表示
します。 
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注意事項 

    修理、分解、または⽔のある場所に製品を置かないでください。 
    ⻑期間使⽤しない場合は、バッテリーの寿命を延ばすために定期的に充電する必要がありま 
    す。 
    ヘッドホンを使⽤すると、外部環境の⾳が聞こえなくなります。 
  ⻑時間の使⽤は避けてください。聴覚に深刻なダメージを及ぼす場合があります。 
    安全のため、危険な環境での使⽤は避けてください。 
    ⾼電圧の充電器で充電すると、機械が損傷する可能性があります。 
    充電に適した充電器を使⽤してください。 
    ⼈体の⾼周波被曝を低減する為に、この機器を⼈体から20cm以上離して使⽤してください。 

製品サポート 

    HiBy製品に関するお問い合わせは、IIDAPIANOカスタマーサポートまでお願いします。 

    IIDAPIANOカスタマーサポートお問い合わせフォーム 
    https://www.iidapiano.store/contact-us 

■ 製品保証についてのご案内 
    製造上の不備や万⼀の故障が発⽣した場合に適⽤されます。 
    ご購⼊時から1年間の製品保証で、取扱説明書に準じた取り扱いにもかかわらず故障が発⽣した 
    場合は無料で交換もしくは修理対応致します。 
  
■ 保証期間内であっても下記の事項については、保証対象外となり有償修理となりますので 
    ご注意ください。 

・納品後、輸送・移動等の取扱いが適切でなかったため⽣じた故障・損害の場合。 
・取扱説明書に記載の注意事項に反する取扱によって⽣じた故障・損害の場合。 
・故障、損害の原因が本製品以外の機器による場合。 
・特異な調整⽅法、修理、改造をされた場合。 
・⽕災、地震、⽔害等の天災及び⾍害・塩害による故障・損害の場合。 
・経年変化による塗装⾯及び⾦属⾯の⾃然な退⾊、変⾊。 
・保証書にある製造年⽉⽇、お客様名等の記載の無い場合、字句を書き換えられた痕跡のある場合。 
・保証書の無い場合、あるいはご提⽰頂けない場合。 
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■ 海外購⼊品及びクラウドファンディングサイトにてご購⼊のお客様へ 

1. 海外で購⼊されたお客様 
    お使いのHiBy製品が国際版ソフトウェアである場合、有償にて国内正規品と同⼀のサポートを 
    ご提供致します。  
    製品保証期間内での保証対応においても弊社経由にてサポートを受ける際には事務⼿数料を 
    頂戴致します。 
  
2. 中国国内にて購⼊されたお客様 
    お使いのHiBy製品が中国版ソフトウェアである場合、中国版ソフトウェアは国際版ソフト 
    ウェアとは仕様が異なるためサポート致しかねます。 
    操作や動作に関するご質問にもお答え致しかねますので、予めご了承ください。 
  
3. クラウドファンディングサイトで出資されたお客様 
    お客様⾃⾝で直接メーカーへ出資した内容や不具合内容等をご連絡頂き、メーカーからの回答 
    をお待ち下さい。 
    サポートの内容により弊社が窓⼝となる場合がございます。 
    

■免責事項 

   このユーザーマニュアルは、機能の追加、または、情報の更新により、事前の予告なく変更され 
   る事があります。ご了承ください。 
   また、このユーザーマニュアルを無断で転載する事はご遠慮ください。 
   製造業者、代理店は、本製品の本来の使⽤⽬的以外の不適切な使⽤および操作に起因する怪我や 
   事故を含む損害に対し、責任を負いません。 
   本製品を使⽤中にデータを消失した場合、お客様ご⾃⾝の責任となります。 
   弊社では⼀切責任を負いませんので、ご了承ください。 

〒411-0848

静岡県三島市緑町15-18 飯田ビル1F


有限会社 飯田ピアノ

info@iidapiano.store


Copyright (c) IidaPiano Co., Ltd. all rights reserved.

mailto:info@iidapiano.store
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R2 製品仕様
モデル HiBy R2
EANCODE 6971331260484
オペレーティングシステム HiBy OS
SoC Ingenic X1000E
DAC ES9218
サイズ H61×W61×D12 mm
重量 85g
ディスプレイサイズ 2.45”
ディスプレイ解像度 480×360
バッテリー容量 1000mAh

外部ストレージ
MicroSD card slot 最⼤2TB 
最⼤2万曲まで認識 
(FAT32/exFAT/NTFSをサポート)

USB Type-C USB2.0 port
連続再⽣時間 15時間
スタンバイ時間 20⽇
Bluetooth Bluetooth 5.0
Bluetooth送信 UAT, LDAC, aptX, AAC, SBC
Bluetooth受信 UAT, LDAC, AAC, SBC
WiFi 2.4GHz, 5GHz / DLNA、Airplay対応
3.5mm 出⼒ 70mW+70mW
3.5mm 歪み率 <0.001%
対応レート 32bit / 384kHz and DSD128
MQA 4倍展開
録⾳ デュアルマイクによるステレオ録⾳が可能
付属品 USBケーブル、保護ケース、取扱説明書、合格証
USB digital in PCM 384kHz/32bit, DSD128

USB digital out
PCM 384kHz/32bit                            
DSD:Native DSD256 / DoP DSD128

Spdif out
PCM 192kHz/24bit                            
DSD:Native unsupport / DoP DSD64


