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製品概要

⾳量＋ 

⾳量ー 

Micro SD 
card slot

RGB LED 

電源/ 
スクリーンロック 

戻る 

再⽣/停⽌ 

進む

4.4mmヘッドホンアウト/ 
4.4mmラインアウト

USB Type-C デジタルアウト 
USB Type-C Coaxial S/PDIF デジタルアウト

3.5mm ヘッドホンアウト/ 
3.5mmラインアウト

付属品 
保護ケース ×1 
USB ケーブル ×1 
ユーザーガイド ×1 
保証書 ×1 
合格証 ×1 
スクリーンプロテクター予備 ×1 
（あらかじめ貼ってあります）
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HiBy R5 

HiBy R5⾼解像度ロスレスデジタルオーディオプレーヤーをお買い上げいただき、あ
りがとうございます。 
R5を存分に楽しむために、このユーザーガイドをよくお読みください。 

HiBy R5は、DSD、DXD、WAV、FLAC、ALAC、APE、WMAロスレス/圧縮、AIFF、
AAC、MP3、MP2、Ogg Vorbis、およびその他のロスレス/圧縮⾳楽フォーマットを
サポートする⾼性能、⾼い原⾳再⽣能⼒の優れたデジタルオーディオプレーヤーで
す。  
最⼤32bit/384kHzおよびDSD256の解像度で、DSDとPCMの両⽅がハードウェアで
デコードされます。 
また、キューファイルベースのオーディオファイルのトラックへの分割、ギャップ
レス再⽣、フォルダーでの再⽣、10バンドイコライザー、および 独創的なMSEB
トーンシェーピング機能。 
R5はSnapdragon425 SoCを備えており、あらゆる種類の⾳楽データやAndroidア
プリをすばやく処理します。また、使いやすさと優れた⾳楽性のためのデュアル
CS43198 DACを搭載しています。 

ボタンとポート 
1.電源オン：電源ボタンを2〜3秒間押し続けて、電源をオンにします。 
2. R5の電源がオンの状態で、電源ボタンを押したままにして、電源オフ/再起動メ
ニューを表⽰します。 
3. R5の電源がオンの状態で、電源ボタンを短く押すと、画⾯をロック、およびロッ
ク解除します。 

システム操作 
HiBy R5は、2GBのRAMと16GBのROMを備えたAndroid 8.1システムをサポート
し、あらゆる種類のアプリをスムーズに実⾏し、あらゆる種類のサードパーティ製
アプリをインストールできます。 
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3.5mmヘッドフォン出⼒/ライン出⼒多機能ポート 
通常の3.5mmヘッドフォンを接続、または3.5mmライン出⼒ケーブルを介して他
のラインレベルのオーディオ出⼒機器に接続します。 
2つの出⼒機能を切り替えるには、ドラッグダウン通知シェードまたは設定の[オー
ディオ設定]ボタンをタップし、ヘッドフォン出⼒とライン出⼒のどちらかを選択し
ます。 

4.4mmヘッドフォン出⼒/ライン出⼒多機能ポート 
通常の4.4mmバランスヘッドホンを接続、または4.4mmバランスライン出⼒ケー
ブルを介して他のラインレベルオーディオ出⼒機器に接続します。 
2つの出⼒機能を切り替えるには、ドラッグダウン通知シェードまたは設定の[オー
ディオ設定]ボタンをタップし、ヘッドフォン出⼒とライン出⼒のどちらかを選択し
ます。 

S/PDIFデジタル出⼒ 
Type-C USBポートは、同軸S / PDIFデジタル出⼒を兼ねています。イヤホンが接続
されていない場合、USBポートはデフォルトでS / PDIFモードになります。 
専⽤のType-C-3.5mm同軸ケーブルを使⽤して、互換性のある機器に同軸デジタル
S / PDIF信号を引き出すことができます。 
ケーブルはIIDAPIANO DIRECT SHOPから購⼊できます。 

IIDAPIANO DIRECT SHOP 
https://www.iidapiano.store 

RGB LED 
1.マルチカラーLED：R5の電源ボタンのLEDは、再⽣している曲のサンプルレート
に応じて⾊が変わります。 
2.停⽌-淡い⻘、32〜48kHz-⻘、88.2〜192kHz-緑、352.8〜384kHz-オレンジ、
DSD-⽩、 
3.充電中-⾚。

https://www.iidapiano.store
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Micro SD カードスロット 
R5には、ストレージ拡張⽤の外部マイクロSDカードスロットが搭載されています。 
アクセサリパッケージに含まれているピンの先端をスロットの⽳に挿⼊し、しっか
りと押してカードトレイを取り出し、指で完全に引き出します。 
マイクロSDカードをトレイにある切り⽋きに合わせて配置し、トレイをスロットに
押し戻してカードの取り付けを完了します。 
R5は最⼤512GBのマイクロSDカードをサポートします。 
(FAT32/exFAT/NTFSをサポート) 
R5はマイクロSDカードの挿⼊を⾃動で検出し、通知領域にプロンプトが表⽰されま
す。通知シェードをプルダウンし、関連する通知をタップして、SDカードを「外部
ストレージ」として使⽤するように設定してください。 

ワイヤレス接続 
1.Bluetooth 
R5はBluetooth4.2をサポートし、aptX、aptX-HD、LDAC、UATなどのBluetooth
オーディオプロトコルをサポートします。 
R5は双⽅向Bluetoothオーディオ送信をサポートしています。 

Bluetooth受信: UAT, LDAC, AAC, SBC 
Bluetooth送信: UAT, UAT TWS,LDAC, aptX, aptX HD, AAC, SBC 

2.UAT 
UATは、HiByによって開発された全く新しいBluetoothオーディオ送信プロトコル
であり、1.2Mbpsビットストリームで最⼤192kHzのサンプルレートをサポートしま
す。送信デバイスと受信デバイスの両⽅で、プロトコルをサポートする必要があり
ます。送信機として任意のAndroidスマートフォンを使⽤できます。 HiByMusicア
プリをインストールして使⽤します。 
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3. R5を新しいBluetooth機器（イヤホン、ポータブルスピーカーなど）に接続する
には以下のように機器とペアリングします。 

通知シェードをプルダウンし、Bluetoothアイコンを⻑押しして、Bluetooth設定イ
ンターフェイスを開きます。 
Bluetoothマスタースイッチをオンにします。 
ペアリングするデバイス（イヤホン、ポータブルスピーカーなど）をペアリング
モードに設定します。 
「新しいデバイスとペア設定する」をタップして、ペアリングするデバイスを⾃動
的に検索します。 
⽬的のデバイスの名前が表⽰されたら、デバイス名をタップしてペアリングしま
す。 
正常にペアリングされたデバイスは、「ペア設定したデバイス」のリストに表⽰さ
れます。 

4.WiFi 
R5は、2.4GHzと5GHzのデュアルバンドでWi-Fiをサポートします。 
R5をオンラインにする以外に、R5と曲を転送したり、HiByLinkを介してR5をリ
モート制御したり、DLNAを介してリモートミュージックストアにアクセスしたりす
るためにも使⽤できます。  
すべてバンドルされたHiByMusicアプリを使⽤出来ます。
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USB Type-C データポート 
1.データ転送：付属のタイプCデータケーブルを使⽤してR5をコンピューターに接
続します。 
接続後、設定→接続済みの端末→Default USB configurationをタップ、”ファイル
を転送する”を選択して接続を完了します。 
これで、コンピュータからR5の内部メモリやR5に挿⼊されたマイクロSDカードに
アクセスできます。 
Macユーザーの⽅は、Android File Transferをインストールしてから接続してくだ
さい。このアプリでデータのやりとりが出来ます。 

2.デジタルオーディオ出⼒ 
次のようにR5をUSBDACに接続します。 
R5→USBケーブル→USB DAC 
a.HiByMusicアプリを使⽤すると、ビットパーフェクト出⼒がサポートされます。
ビットパーフェクトDSD出⼒も最⼤DSD256でサポートされます。 

b.サードパーティのアプリ（ビットパーフェクト出⼒をサポートしていないアプ
リ）を使⽤すると、サンプルレート変換が発⽣する可能性があります。 
USBオーディオクラス1デバイスは96kHzでオーディオを受信し、クラス2デバイス
は192kHzで受信します。 

3.デジタルオーディオ⼊⼒ 
次のように、オーディオ出⼒デバイスをR5に接続します。 
コンピューターのUSBポート→タイプCのUSBケーブル→R5 
またはポータブルオーディオデバイス→type-C USBケーブル→R5。 
a.設定→接続済みの端末→Default USB configurationをタップし、「USB DAC 
in」オプションを選択してUSBオーディオ⼊⼒をアクティブにします。 

b.Windowsの場合、USB DAC IN専⽤のUSBオーディオドライバーをコンピュー
ターにダウンロードしてインストールする必要があります。 

HiBy Downloadサポートページよりダウンロードしてください。 
HiBy Downloadサポートページ 
https://www.iidapiano.store/hibydownload
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DTAフルタイムビットパーフェクトAndroidオーディオフレームワーク 
1.DTA（Direct Transport Audio）とは、HiByのフルタイムのビットパーフェクト
Androidオーディオフレームワークの名前です。 
オーディオスタックを変更してビットパーフェクトオーディオを出⼒することによ
り、Androidのサンプルレート変換をバイパスします。 
2. R5にバンドルされているHiByMusicアプリは、DSD256までビットパーフェクト
に出⼒する場合がありますが、多くのサードパーティアプリは、Androidのリサンプ
リングが不適切であると想定し、内部で「⾼品質」のリサンプリングを実⾏しま
す。 
その場合、そのようなアプリからビットパーフェクトなオーディオを出⼒すること
はできません。 

強制電源オフ 
強制電源オフ：電源オン状態で、プレーヤーがスタックしたり、電源オフまたは正
常に再起動できないその他の異常な状態にある場合は、電源ボタンを15秒間押し続
けると、強制電源オフになります。 

充電 
QC3.0急速充電に対応。 
QC3.0急速充電に対応した充電器の使⽤をお勧めします。 

ファームウェアの更新 
OTAアップデート 
1.WiFiに接続します。 
2. R5は⾃動的にアップデートを検索します。ファームウェアのアップデートバー
ジョンが⾒つかると、プルダウン通知シェードに通知が表⽰されます。 
または、[設定]→[システム]→[ワイヤレスアップデート]→[最新バージョンのファ
イルがあるか確認します]に移動して⼿動で確認することもできます 。 
アップデートが⾒つかった場合は、ダウンロードしてインストールします。 
3.R5は古いファームウェアバージョンへのロールバックをサポートしていません。 
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USB Digital out スペック 
HiBy Music使⽤時→768kHz/32bit,DSD512,MQA 
MQA出⼒を使⽤する場合は、USBソフトウェアボリュームを最⼤にする事で出⼒出
来るようになります。 
サードパーティアプリ→192kHz/24bit(UAC2). 96kHz/24bit(UAC1)。DSD出⼒は
サポート外です。 

USB Digital in スペック 
384kHz/32bit 
WIndows:DSD256 
MAC:DSD256(Native)/DSD128(DoP) 

Spdif out スペック 
PCM:192kHz/24bit 
DSD:DSD64(DoP) 

HiBy Musicアプリに関しては、HiBy Musicユーザーマニュアルを参照してくださ
い。
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アンドロイドシステムに関する設定をしま
す。 
アンドロイドのマスター画⾯で、画⾯を上に
スワイプすると、全てのアプリを表⽰しま
す。 

その中に、設定アプリがあります。 
以下、項⽬ごとに説明して⾏きます。
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ネットワークとインターネット

Wi-Fi接続 
右側のスライダーでWiFIをオンにします。 
Wi-Fiをタップします。 
アクティブなネットワークが表⽰されるので、接続
したいネットワークをタップします。 
パスワードを⼊⼒します。 
接続を押すとネットワークに繋がります。 
接続に成功すると、ネットワーク名の下に接続済み
と表⽰されます。 

データ使⽤量 
約1ヶ⽉間のデータ使⽤量を表⽰します。 
Wi-Fiデータ使⽤量をタップすると、アプリごとの
データ使⽤量を表⽰します。 

機内モード 
機内モードをオンにすると、Wi-FiとBluetoothが
オフになります。

接続済みの端末

Bluetooth接続 
右側のスライダーでBluetoothをオンにします。 
Bluetoothをタップします。 
接続したい機器をペアリングモードにします。 
新しいデバイスとペア設定するをタップ 
使⽤可能なデバイスの下にアクティブな機器名が表
⽰されます。 
接続したい機器名をタップします。 
”ペアに設定しますか？”のポップアップが表⽰され
ます。 
”ペア設定する”をタップします。 
ペアリングが成功すると、”ペア設定したデバイス”
の項⽬に、接続した機器名が表⽰されます。 

Bluetooth送受信 
受信: UAT, LDAC, AAC, SBC 
送信: UAT, UAT TWS,LDAC, aptX, aptX HD, AAC, SBC 
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Bluetoothオーディオ⼊⼒ 
タップすると、Bluetoothオーディオ⼊⼒モードに
切り替わります。再⽣機器側でこの機器とペアリン
グするとこの機能が使⽤出来ます。 
受信出来るのは、SBC,AAC,LDAC,UATです。

キャスト 
右上の…をタップして、ワイヤレスディスプレイの
有効化にチェックを⼊れると、周辺にあるワイヤレ
スディスプレイを表⽰します。 
接続すると、この機器の外部ディスプレイとして使
⽤出来ます。 
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Default USB configuration 

この端末を充電する 
USB-Cと接続して充電のみをする場合に、この
モードにします。 

ファイルを転送する 
パソコンと接続してデータのやりとりをします。 
Windowsはストレージとして認識します。 
Macの場合は、MACにAndroid File Transferアプ
リをダウンロードしてください。このアプリでデー
タのやり取りが出来ます。 
このモードでも充電します。 

USB DAC in 
パソコンと接続した状態でこのモードにすると、
USB DAC inモードになります。 
USB DAC inモードは、最⼤384kHz/32bit 
DSD256まで認識出来ます。 
このモードでも充電します。

アプリに関する個別の設定を⾏います。 
アプリのアンインストールもここで⾏えます。 

システムの通知に関しても、アプリ個別で設定出来
ます。 

アプリと通知
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バッテリーセーバー 
バッテリーを⻑持ちさせる為、バッテリーセーバー
は端末のパフォーマンスを抑え、バイブレーショ
ン、位置情報サービス、⼤半のバックグラウンド
データを制限します。メール、SMSや、同期を使
⽤するその他のアプリは、起動しても更新されない
事があります。 
バッテリーセーバーは端末の充電中は⾃動的にOFF
になります。 

”⾃動的にON”をタップすると、 

●使⽤しない 
●電池残量が5%になった時にON 
●電池残量が15%になった時にON 

以上の中から選択出来ます。

電池

充電、電源管理、スリープの設定をします。
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電池残量 
スライダーをオンにすると、画⾯右上に電池の残量
をパーセント表⽰します。 

Idle shutdown 
オンにすると、再⽣や操作を何もしない状態で設定
した時間が経過すると、⾃動で本体をシャットダウ
ンします。 
設定時間は、1分〜60分まで設定出来ます。 

スリープ 
本体の操作が⾏われない状態で設定した時間が経過
すると、本体を⾃動でスリープ状態にします。 
設定時間は、15秒〜30分まで設定出来ます。 

アンビエント表⽰ 
オンにすると、アプリの通知を受信した時に本体を
スリープ状態から復帰します。

ディスプレイ

明るさのレベル 
画⾯の明るさを0〜100の範囲で設定出来ます。 
明るくする程、電池の消費が多くなります。 

読書灯 
オンにすると、画⾯が⻩⾊がかった⾊になります。
薄明かりの下でも画⾯が⾒やすくなり、寝付きを良
くする効果も期待出来ます。 

壁紙 
画⾯の背景を変更出来ます。 

スリープ 
電池項⽬のスリープと同じです。
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ディスプレイ詳細設定 

フォントサイズ 
システムの⽂字サイズを、⼩、デフォルト、⼤、最
⼤の中から選択出来ます。 

スクリーンセーバー 
スクリーンセーバーの種類、起動するタイミングを
選択出来ます。なしを選択すると、スクリーンセー
バーがオフになります。 

アンビエント表⽰ 
電池項⽬のアンビエント表⽰と同じです。 

Keep pulsar light on when powerd on 
オンにすると、電源ボタンのLEDライトがオンにな
ります。 

HiBy Music app full screen mode 
オンにすると、HiBy Musicがフルスクリーンで表
⽰されますが、ホームボタンが表⽰されなくなりま
す。下からスワイプすると、ホームボタンが表⽰さ
れます。

Lockscreen button settings

Volume buttons 
画⾯ロックの状態で、ボリュームボタン操作を有効
/無効に設定出来ます。 
Operable→ボタン操作有効 
Inoperable→ボタン操作無効 

Play/next/prev 
画⾯ロックの状態で、再⽣/進む/戻る ボタン操作
を有効/無効に設定出来ます。 
Operable→ボタン操作有効 
Inoperable→ボタン操作無効 

Media button wake-up 
オンにすると、再⽣が⼀時停⽌された状態でシステ
ムがスタンバイ状態のときに、再⽣ボタンを押して
システムを復帰し、再⽣を続⾏できます（画⾯はオ
フのままです）。
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オーディオ設定

デジタルフィルタモード 
4種類のデジタルフィルターから選択出来ます。 
●fast rolloff & low latency 
●fast rolloff & phase compensated 
●slow rolloff & low latency 
●slow rolloff & phase compensated 
お好みに合わせて選択してください。 

⽚端出⼒ 
3.5mm出⼒のPhone out/Line outを切り替えま
す。 

バランス出⼒ 
4.4mm出⼒のPhone out/Line outを切り替えま
す。 

ゲイン 
出⼒のゲインをLow/Highから選択出来ます。接続
する機器に合わせて選択してください。 

Volume Setting 
ボリュームのカーブを設定します。 

Exponent Volume:指数ボリューム 
ボリュームを0から上げていく時、ボリューム値が
中間あたりまでは急激に上がります。後半はなだ
らかに上がります。 

Logarithm Volume:対数ボリューム 
ボリュームを0から上げていく時、ボリューム値が
中間あたりまではなだらかに上がります。後半は
急激に上がります。 
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Plugins 
右上の設定マークをタップすると、オンライン上か
らプラグインをダウンロード出来ます。

Plugin available 
Onlineをタップすると、オンライン上にあるプラグ
インが表⽰されます。 
プラグイン名をタップすると、本体にダウンロード
されます。 

Localをタップすると、本体にダウンロードしたプ
ラグインを表⽰します。 

このままでは、本体にダウンロードしただけで、イ
ンストールはされていません。 

Localに表⽰されたプラグイン名をタップすると、
本体にインストールします。
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Pluginsに戻ると、本体にインストールされたプラ
グインを表⽰します。 
プラグイン名の右側がオンオフボタンです。 

コンヴォリューション 
1.このプラグインは、44.1kHzのPCMオーディオで
のみ有効です。 
2.EFOUSpatializerまたはEFOSVirtualizerと組み
合わせて使⽤しないでください。 

説明：⼊⼒オーディオストリームと[⼊⼒と畳み込
むファイル]の畳み込みとして知られる数学演算に
より、さまざまな効果を実現できます。 ラウドス
ピーカー/イヤホンのインパルスとヘッドホンのク
ロスフィードに対する周波数応答の補正、スピー
カーのクロストークのキャンセル、ヘッドホンのリ
スニングルームのシミュレーションなど。 

畳み込み積分(コンボリューション積分)は、主に電
気回路の制御においてよく使われる⼿法で、⼊⼒信
号に対して出⼒信号がどのようになるのかといった
ものを計算するためのものです。
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⾳場設定 
⾳場の広さを調節出来ます。 
右に⾏くほど⾳場が広くなります。

バランス設定 
スライダーを左側にすると、Lだけの⾳がL側から出
て、スライダーを右側にすると、Rだけの⾳がR側から
出ます。



 / 22 32

MSEB 
右上のスライダーでMSEBをオンにします。 
その左側のリセットボタンで、MSEBの設定をリ
セット出来ます。 

右下の設定ボタンを押すと、保存したMSEB設定の
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。 
ロードボタンで、保存したMSEBの設定を呼び出せ
ます。 

※設定アプリ内のMSEBは、Bluetooth outとUSB 
Digital outでは無効になります。 
phone out,Coaxial out,Line outには有効です。 
DSD/MQA再⽣時は無効になります。

DSDゲイン補償 
USBオーディオを使⽤してDoP /ネイティブモード
でのDSDフォーマットオーディオ（⾮PCM出⼒）
の再⽣をサポートする場合、外部DACでDSDオー
ディオを再⽣するときの⾳量差を改善するために適
切なゲイン補正が設定出来ます。 
外部ハードウェアの⾳量を下げめにしてから、
DSDオーディオフォーマットの⾳量補正を⾏いま
す。 
チャンネル 
L/Rの⾳量バランスを設定します。通常はセンター
に設定してください。 

最⼤⾳量 
本体のボリュームの最⼤値を設定出来ます。 
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本体内蔵ストレージ、外部Micro SDカードのに関
する情報を表⽰します。 

ストレージの容量が少なくなると、ストレージの左
側に警告マークを表⽰します。

ストレージ

メールアドレス

googleのサービスを使⽤する為に、Googleアカウ
ントでログインします。 
ログインする事で、Google Playからアプリをダウ
ンロード出来るようになります。 

アカウントを追加をタップすると、ログイン画⾯を
表⽰します。

ユーザーとアカウント 
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ユーザー補助 
システムのフォントサイズ、表⽰サイズなど、⾃分
の好みの設定に変更出来ます。 

Google 
Googleアカウントに関する設定を⾏います。 
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⾔語と⼊⼒ 
システムの⾔語を設定します。 
その他、⾔語に関する設定をします。 

⽇付と時刻 
⽇付と時刻の⾃動設定をオンにすると、WiFiに接続
している場合、⾃動で⽇時を合わせます。 

開発者向けオプション 
”端末情報”のビルド番号を数回連続でタップする
と、この項⽬を表⽰します。 
ここでは、Androidに関する詳細な設定をします。 
Bluetoothコーデックの詳細を設定したい場合は、
ここで設定出来ます。 

システム 

ワイヤレスアップデート 
WiFiに接続している状態で、”最新バージョンの
ファイルがあるか確認します”をタップすると、
ファームウェアアップデートがあるか確認します。 
アップデートがある場合は、インストールをタップ
してインストールします。 
右上の…マークをタップすると、アップデートに関
する設定が出来ます。 

ローカルアップデート 
現在、ローカルアップデート⽤のファイルは公開さ
れておりません。 

設定 
最新バージョンの確認スケジュール、⾃動ダウン
ロードなどの設定が出来ます。
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リセットオプション 
本体のリセットを項⽬ごとに実⾏出来ます。 

Wi-Fi、モバイル、Bluetoothをリセット 
Wi-Fi/Bluetoothの設定のみリセットされます。 

アプリの設定をリセット 
この操作により、次の設定が全てリセットされま
す。 
●無効化されているアプリ 
●無効化されているアプリの通知 
●特定の操作で使⽤するデフォルトのアプリ 
●アプリのバックグラウンドデータの制限 
●顕現の全ての制限 

アプリのデータが失われる事はありません。 

すべてのデータを消去 
この操作を⾏うと、モバイル端末の以下のデータを
含む内部ストレージの全データが消去され、初期化
されます。 

●Googleアカウント 
●システムやアプリのデータと設定 
●ダウンロードしたアプリ 
●⾳楽 
●画像 
●その他のユーザーデータ
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端末の状態 
本体に関する情報を表⽰します。 

法的情報 
本体に関わるライセンスの情報を表⽰します。 

モデル 
本体のモデル名を表⽰します。 

Andriod バージョン 
本体のAndriod OSのバージョンを表⽰します。 

Androidセキュリティパッチレベル 
Androidセキュリティパッチレベルを表⽰します。 

カーネルバージョン 
カーネルのバージョンを表⽰します。 

ビルド番号 
本体のバージョンを表⽰します。 

Regulatory 
⽇本技術基準適合証明を表⽰します。 

スクリーンショット 
ボリュームーボタンと電源ボタンを同時に⻑押しす
ると、スクリーンショットが撮影できます。 
スクリーンショットデータは、 
本体ストレージ→Pictures→Screenshotsフォルダ
に保存されます。 

強制再起動 
本体がフリーズした場合、電源ボタンを15秒間⻑
押しすると、OSを強制再起動できます。
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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。 
    この場合には無償にてサポート対応致します。 

■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。



R5 Specifications

概要

モデル HiBy R5

EAN CODE
Black:6971331260217 
Gray:6971331260224 
Gold:6971331260231

オペレーティングシステム Android 8.1

SoC Snapdragon 425

CPU コア数 4

CPU 最⼤周波数 1.4GHz

DAC CS43198*2

サポート 最⼤PCM384kHz/32Bit, DSD256

RAM 2GB

内蔵ストレージ 16GB

外部ストレージ Micro SD CARD 最⼤512GB

オシレーター 45.158MHz, 49.152MHz

オペアンプ OPA1612

ポート 3.5mm PO/LO, 4.4mm BAL PO/LO, USB Type-C

アウトプットパワー (16Ω) 4.4mm BAL: 1040mW

ワイヤレス

WIFI 5GHz/2.4GHz, supports IEEE 802.11 a/b/g/n protocols

Bluetooth 4.2

Bluetooth コーデック
Bluetooth受信：UAT, LDAC, AAC, SBC 
Bluetooth送信：UAT, UAT TWS,LDAC, aptX, aptX HD, 
AAC, SBC
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USB

USB 2.0 

USB out USB Digital out / USB Coaxial out

USB Digital in 
384kHz/32bit 
WIndows:DSD256 
MAC:DSD256(Native)/DSD128(DoP)

USB Digital out

HiBy Music使⽤時→768kHz/32bit,DSD512(MAX),MQA 
MQA出⼒を使⽤する場合は、USBソフトウェアボリュームを
最⼤にする事で出⼒出来るようになります。 
サードパーティアプリ→192kHz/24bit(UAC2). 96kHz/
24bit(UAC1).DSD direct not support.

USB Coaxial out
PCM:192kHz/24bit 
DSD:DSD64(DoP)

ディスプレイ

ディスプレイサイズ 4.0 インチ

ディスプレイカラー 16.8 million colours

ディスプレイアーキテクチャ IPS

ディスプレイ解像度 540*1080

タッチスクリーン マルチタッチ

本体

本体⾊ Black/Gray/Gold

ボディ素材 Aluminium alloy

本体サイズ H107.7xW61.2xD15.6 mm

重量 160g
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電源

充電 9V/1.5A / QC3.0

バッテリー 3500mAh

連続再⽣時間 Balance     Phone Out : 約11時間 
Single end Phone Out : 約18時間

etc

ファームウェアアップデート OTA (over-the-air) オンラインアップデート

フォントサイズ 調整可能

サードパーティアプリ インストール可能

推奨インピーダンス 16~300Ω

EQ調整可能範囲 10 bands (±12dB)

チャンネルバランス L 10dB to R 10dB

付属品
ソフトケース、スクリーンプロテクター、USBケーブル、取
扱説明書、保証書、合格証

4.4mm output
GNDが繋がっています。

PINアサインは、先端からL+/L-/R+/R-/GNDです。
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