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Pro iDSD の APP 入力について
Pro iDSD のネットワークプレイヤー機能 (DLNA)、micro SD カード/USB ホスト再生機能、ストリーミングサー
ビス再生機能等はすべて Pro iDSD の「APP」入力に集約されています。「APP」入力は専用アプリ「MUZO 
Player」より操作を行います。
Pro iDSD は「MUZO Player」を通して音楽をワイヤレスで再生することができます。iOS デバイスや Android
デバイス、DLNA が有効な NAS サーバー、iTunes、PC 上の Windows Media Player に保存した音楽を再生
したり、Spotify、TIDAL など、サポートされているストリーミングサービスの一覧から希望のものを選んで、
音楽をストリーミングすることができます。また、iOS の AirPlay を使ってどこからでも音楽をストリーミング
することもできます。本説明書では、「MUZO Player」の設定方法、操作方法を説明いたします。

「MUZO Player」の入手方法
「MUZO Player」は iOS 8.0 以降、もしくは Android 4.1 以降を搭載した端末にて動作いたします。下記をご
参照の上、アプリの入手、インストールを行ってください。

入手方法：
・iOS 端末の場合
App Store にて「MUZO Player」と検索するか、もしくは下記リンクをクリックしてください。

「MUZO Player」の初期設定方法
Pro iDSD のネットワーク接続は、WiFi（無線 LAN）、イーサネット（有線 LAN）のどちらにも対応しています。

・イーサネット接続の場合

1. 右図 Pro iDSD 背面パネルにある 16 イーサ
ネット接続端子に、LAN ケーブルをご接続く
ださい。対向となるネットワーク機器は一般的
なルーターやスイッチングハブなどが該当いた
します。また、接続するネットワーク環境は
DHCP の IP アドレス振出しに対応している必要
がございます。

・Android 端末の場合
Google Play ストアにて「MUZO Player」と検索するか、もしくは下記リンクをクリックしてください。

https://itunes.apple.com/jp/app/muzo-player/id820046906?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wifiaudio&hl=ja
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2. ご使用の端末にインストールした「MUZO 
Player」を起動してください。「MUZO Player」
が Pro iDSD を正常に認識できている場合には、
右図のように画面が遷移します。
デバイスリストに Pro iDSD のデバイス名「iFi_
Hi-Res_Audio_XXXX」（XXXX は固有の文字列）
が表示されていれば、初期設定は完了です。

2. ご使用の端末にインストールした「MUZO 
Player」を起動してください。上記ネットワー
ク設定が正常に完了している場合には、右図の
ように画面が遷移します。「デバイスを追加」を
タップしてください。　

・WiFi 接続の場合

1. ご使用の端末の WiFi 設定より、接続するネッ
トワークを「iFi_Hi-Res_Audio_XXXX」（XXXX
は固有の文字列）にご変更ください。
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3. Pro iDSD が認識したネットワークの一覧が表
示されます。Pro iDSD を接続するネットワーク
を選択してください。このとき選択するネット
ワークは、普段ご使用の端末で接続しているも
ので、なおかつ 2.4GHz 帯である必要がござい
ます。
ネットワークを選択し、選択したネットワーク
のパスワードを入力後、接続をタップしてくだ
さい。右図のように画面が遷移いたします。「次
へ」をタップしてください。

4. Pro iDSD のデバイス名を指定することができ
ます。複数台の Pro iDSD をお使いの場合には、
分かりやすい名前にすると便利です。特に必要
がない場合には右上の「>」をタップしてくだ
さい。
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5. 右図の画面が表示されたら「MUZO Player」
を終了し、ご使用の端末の WiFI 設定より、接
続するネットワークを普段使用しているネット
ワークにご変更ください。
再度「MUZO Player」を起動してください。デ
バイスリストに Pro iDSD のデバイス名「iFi_Hi-
Res_Audio_XXXX」（XXXX は固有の文字列）が
表示されていれば、初期設定は完了です。
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「MUZO Player」の操作方法
ご希望のソースにあわせてご参照ください。「MUZO Player」のメニューは、起動後表示されるほか、画面を
右にスワイプすることで表示できます。

・DLNA、micro SD カード/USB ホストの場合

「MUZO Player」のメニューより「マイミュージッ
ク」をタップしてください。表示される項目は
下記を表しています。ご希望のソースを選択し
てください。

iPhone( もしくは電話 )：
現在操作している端末のデータによる音楽再生

ホームミュージック共有：
DLNA による音楽再生

USB ディスク：
Pro iDSD に挿入されているマイクロ SD、もし
くは USB ホスト機能を利用した USB-HDD など
のデータによる音楽再生

・Spotify の場合

「MUZO Player」のメニューより「Spotify」を
タップしてください。表示される「Spotify を
開く」をタップすると Spotify アプリが起動し、
Pro iDSD にて音楽が再生されます。

※ Spotify を使用するためには、ご使用の端末
に Spotify アプリをインストールする必要があ
ります。また、Spotify アカウントをお持ちでな
い場合は、先にアカウントを設定する必要があ
ります。

※ iOS 端 末 に て 操 作 時 に は AirPlay と Spotify 
Connect の 2 種類の接続サービスがあり、下記
の違いがございます。
AirPlay：音楽データは iOS 端末を介して Pro 
iDSD へ送られ、再生されます
Spotify Connect：音楽データは直接 Pro iDSD
に送られ、再生されます。

※対応フォーマットは PCM192kHz までとなり、PCM352.8kHz 以上や DSD は再生できません
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・TIDAL の場合

「MUZO Player」のメニューより「TIDAL」をタッ
プしてください。TIDAL のログイン画面が表示
されますので、TIDAL のアカウント情報を入力
し、「ログイン」をタップしてください。TIDAL
のライブラリが表示され、再生できるようにな
ります。

※ TIDAL を使用するためには、TIDAL のアカウ
ントが必要となります。なお、TIDAL アカウン
トをお持ちでない場合は、先にアカウントを取
得する必要があります。

・AirPlay の場合

「MUZO Player」にて上記初期設定が完了すると、
同一ネットワーク下にある AirPlay 対応端末に、
自動的に Pro iDSD が認識されます。デバイス名
は「iFi_Hi-Res_Audio_XXXX」（XXXX は固有の
文字列）、もしくは任意に設定したものとなりま
す。AirPlay 対応端末より音声出力先をご変更く
ださい。 「MUZO Player」での操作は必要あり
ません。
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