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ShurePlus PLAY   
ShurePlus  PLAYモバイルリスニングアプリ

概要
ShurePlus PLAYモバイルリスニングアプリは、高度なEQコントロールを備えたハイレゾ音楽プレーヤーです。［音楽］タブを使

用してiOSまたはAndroidモバイルデバイスで非圧縮オーディオファイルを再生できます。内蔵のShureプリセットを使用してサウ

ンドをコントロールしたり、［設定］タブを使用してお好みのEQプリセットをカスタマイズ可能です。［デバイス］タブでShure
ワイヤレスおよびトゥルーワイヤレス製品に接続して、環境モードとANC機能のロックを解除します。

特長
様々な種類のハイレゾおよび標準ファイルをインポートして再生

パラメトリックEQおよびグラフィックEQ機能を使用してプリセットをカスタマイズ可能

フルスクリーンフェーダーで音量を調整

プレイリストを作成して、プレイリスト、アーティスト、アルバムタイトル、曲名、ジャンル、作曲家ごとに音楽ライブラリ

を整理

様々なリスニング環境に合わせて、EQプリセットモードを使用してサウンドをすばやく調整可能

［音楽］タブ
［音楽］タブで、プレイリスト、アーティスト、アルバム、曲、ジャンル、作曲家、コンピレーションなどのカテゴリーで音楽ライ

ブラリを表示および並べ替えます。

™
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① 検索
アイコンをタップして、アーティスト、アルバム、プレイリスト、曲名で音楽ライブラリを検索します。［クリア］をタップし

て、 保存した検索を削除します。

② 編集
［編集］をタップして、音楽ライブラリのカテゴリーを追加したり、ビューから削除したりします。コレクションを表示するさ

まざまな方法については、「音楽ライブラリの並べ替え」を参照してください。

③ 最近再生したアイテム

最近再生した曲を含むアルバムを表示します。［すべて表示］をタップして、最新のアイテムから順にリスニング履歴を表示し

ます。

④ 最近追加したアイテム

音楽ライブラリに追加された最新のアイテムを［最近追加したアイテム］列に表示します。［すべて表示］をタップして、最近

追加したアルバムを最新のものから順にリストに表示します。
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⑤ ミニプレーヤー

現在再生中の曲を表示します。音楽を再生または一時停止します。タップして、より詳細なトラック情報を表示します。

⑥ナビゲーションバー

タップしてデバイス接続タブ、イコライザー、アプリ設定タブにアクセスし、音楽ライブラリに戻ります。

音楽ライブラリの並べ替え
プレイリスト、アーティスト、アルバム、曲、ジャンル、作曲家などのカテゴリーでオーディオファイルを並べ替えて表示します。

［音楽］画面の［編集］をタップして、表示するカテゴリーを選択します。終了したら、［完了］をタップします。

カテゴリー内では、アイテムはアルファベット順に整理されます。［フィルター］アイコンをタップして、カテゴリー別の

並べ替えオプションを表示します。

右上隅にある［フィルター］アイコンをタップして、すべての並べ替えオプションを表示します。プレイリストは、名前の

アルファベット順や、作成日順に並べることができます。
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アーティストはアルファベット順に並べ替えられます。

利用可能なすべてのアルバムを表示するか、フィルターを使用してPLAYライブラリ内にあるアルバムのみを表示します。

名前またはリリースされた年で並べ替えます。
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曲カテゴリーには、利用可能なすべてのトラックが表示されますが、PLAYライブラリ内にあるトラックのみを表示するよ

うにフィルタリングすることもできます。曲名、ライブラリに追加された日付、アーティスト別に並べ替えます。

iOSデバイスに楽曲を追加する
ShurePlus PLAYは、デバイスにローカルに保存されているファイルを再生することができます。PLAYを起動するたびに、［設

定］スプロケットアイコンにドットが表示されて、デバイス上に新しいオーディオファイルが検出され、PLAYの音楽ライブラリに

追加されていることを示します。音楽ライブラリに曲が表示されるまで、少し時間がかかります。PLAYを開くたびに、音楽ライブ

ラリとデバイス内のファイルが同期されます。オーディオファイルへの変更（曲名の変更など）はデバイス間で一貫性が保たれま

す。

ヒント：最良の結果を得るには、アプリを開いたままにして、音楽ライブラリの同期を中断することなく完了させてください。読

み込み時間はデバイスの種類とライブラリのサイズによって異なります。同期が中断された場合は、PLAYを再度開くと同期が再

開します。

注：クラウドに保存されたトラックは、PLAYアプリに表示されず、再生もできません。ファイルが自分のデバイスにダウンロードされ、DRMフリーであれば再生

可能です。PLAYは、他のアプリやクラウドからは音楽をストリーミングしません。

AirDrop を使用して楽曲を追加する
受信側のデバイスがReceivingがオンになっていることを確認してください。Contacts OnlyまたはEveryoneを選択しま

す。

送信側のデバイスでオーディオファイルを選択します。Share、Moreの順にタップして、接続先にアクセスします。

PLAYを選択して、ShurePlus PLAYに楽曲をコピーします。

重要：ファイルが破損して再生できない場合、ShurePlus PLAYはトラックを追加しません。また、PLAYは重複するトラックを追

加しません。

®
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ファイルアプリを使って楽曲を追加する
PLAYアプリがファイル共有をサポートしている場合は、デバイス上の他のアプリからPLAYアプリに楽曲をコピーできます。

お使いのモバイルデバイスで使用しているクラウドベースのアプリに、コンピューターからオーディオファイルをアップロー

ドします。

デバイスでファイルアプリを開き、アップロードしたファイルを指定します。

ShurePlus PLAYに追加するファイルを選択します。最良な結果を得るためには、1つのファイルを同時にアップロードして

ください。

アクションアイコン（上方向に矢印が付いた四角いアイコン）をタップします。

［コピーして再生］をタップします。PLAYアプリが開きます。

ファイルが正常にインポートされたことを知らせる通知が表示されます。

重要：ファイルが破損して再生できない場合、ShurePlus PLAYはトラックを追加しません。また、PLAYは重複するトラックを追

加しません。

iTunes Storeから楽曲を追加する
iTunes Storeから購入した音楽ファイルはDRMフリーになっており、PLAYアプリで再生できます。

iOSデバイスをご利用の場合、［設定］ > PLAYを開いて同期します。［PLAYにメディアとApple Musicへのアクセスを許可する］

をオンにします。次回、PLAYアプリを開いたときに、［設定］タブに緑色の同期ドットが表示され、ファイルが自動的にPLAY音
楽ライブラリに追加されます。最新のファイルは、音楽ライブラリの他に、［最近追加したアイテム］の列にも表示されます。

ファイルが表示されない場合は、ミュージックアプリを開き、購入した曲をダウンロードした後、PLAYアプリに戻って、緑色の同

期ドットを探してください。

注：iTunesで購入およびダウンロードしたファイルは、DRM（デジタル著作権管理）が施されていないため、PLAYでほとんどのファイルを再生することができま

す。

iCloud音楽ライブラリから楽曲を追加する
iOSデバイスをご利用の場合、［設定］ > PLAYを開いてiCloud音楽ライブラリの同期を有効にします。［PLAYにメディアと

Apple Musicへのアクセスを許可する］をオンにします。次回、PLAYを開いたときに、購入済みのファイルが自動的に見つかり、

デバイスにダウンロードされます。

最初に、ファイルをデバイスにダウンロードします。デバイスのApple Musicアプリで、［設定］ > ［ミュージック］ > 
［ライブラリを同期］に進んで、iCloud音楽ライブラリの同期を有効にします。または、USBケーブルやWiFiでデバイスに

接続して、コンピューターと同期します。

DRMフリーの音楽ファイルをデバイスにダウンロードします。これは、iTunes Storeから購入したファイル（DRMフリー）

や、すでに所有しているメディアから取り出したファイルです。

PLAYを開くと、ダウンロードしたファイルが自動的にPLAYの音楽ライブラリに同期されます。緑のドットは、PLAYがデ

バイスに同期していることを示します。

利用可能なDRMフリーファイルがPLAY音楽ライブラリに表示されます。Apple Musicからダウンロードしたものなど、コ

ピープロテクトされた音楽トラックは、PLAYではサポートされておらず、アプリにも表示されません。

注：Apple Musicのサブスクリプションサービスの音楽は、ストリーミングかダウンロードかを問わず、すべてDRM（デジタル著作権管理）が施されており、

ShurePlus PLAYではご利用いただけません。
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Androidデバイスに楽曲を追加する

ファイル共有をアクティベートする
ShurePlus PLAYにファイルを簡単に転送できるようにするのに、一部のAndroidデバイスではファイル共有をアクティベートする

ことが必要です。モバイルデバイスがUSBケーブルでコンピューターに接続されている場合、デバイスは自動的に充電を開始しま

す。ファイル転送を許可するには、次の手順を実行します。

AndroidデバイスをUSBケーブルでコンピューターに接続する

Settingsを開いてUSB接続設定を指定する

File transferを選択します

コンピューターで、Windowsエクスプローラーにあるデバイスを探します。

Musicフォルダーを探す

コンピューターからデバイスの音楽フォルダーにファイルをドラッグアンドドロップします。デバイスにすでに物理的に保

存されているオーディオファイルは、PLAYアプリを開いたときにShurePlus PLAYに同期されます。

重要：ファイルが破損して再生できない場合、ShurePlus PLAYはトラックをスキップします。また、PLAYは重複するトラックを

追加しません。

Amazon Musicおよびその他のアプリを使用して音楽
を追加する
ShurePlus PLAYは、デバイスにダウンロードおよび保存された、他のアプリ内で検出されたオーディオファイルを自動的に表示し

ます。音楽をオンラインで購入する場合は、実際のオーディオファイルを購入していることを確認してください。ストリーミング

サービスでは、そのサービスに保存されている音楽ファイルへのリンクがダウンロードできます。このリンクはコンピューターのデ

スクトップのアプリケーションショートカットに似ています。これらのショートカットはPLAYアプリには表示されません。PLAYで

は、デバイスにダウンロード済みのオーディオファイルのみが認識されます。

アルバムを再生する
再生するアルバムをタップします。アルバム全体を聞くために最初のトラックをタップします。

Shuffleモードでアルバムを聴くこともできます。シャッフルはアルバムのすべての曲をランダムにシャッフルし、すべての曲が再生

された後に停止します。
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トラックビュー

再生

① オーディオ出力

② 再生キュー（上方向にスワイプして再生キューを表示できます。）

③ トラックアートワーク

④ EQ 設定、音量レベル

⑤ トラック情報：トラックタイトル、アーティスト、アルバム

⑥ トラックの波形

⑦ 再生コントロール：ループ、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、シャッフルのオン/オフ
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音量を調整する

［song playing］画面で、音量アイコンをタップします。指先で緑のバーを上下にスライドさせて音量を調節し、好みのリス

ニングレベルにしたらXをタップします。

フルスクリーンフェーダーが表示されるまで、音量アイコンを長押しします。指先で緑のバーを上下にスライドさせて音量を

調節し、好みのリスニングレベルにしたらXをタップします。

ループ

ループアイコンをタップすると、聴いているアルバム、プレイリスト、プレイキュー内のすべての曲を繰り返し再生できます。

もう一度タップすると、1つの曲を繰り返すことができます。

もう一度タップすると、繰り返しをオフにしたシングル再生に戻ります。通常の再生（繰り返しをオフ）では、すべての曲を再生

した時点で再生が終了します。

シャッフル
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3.

シャッフルでは、プレイリスト内のすべての曲、アーティストに関連した曲、アルバム内の曲、または曲ライブラリ全体を、ランダ

ムな順序で再生します。曲が再生されると、シャッフル再生キューから削除されます。シャッフルモードをオフにすると、元の

キューの順番で再生を続けます。すでに再生された曲は含まれません。

［次に再生］と［後で再生］は、再生キューに曲を追加するためのオプションです。

次に再生：選択された曲はシャッフル再生キューに追加され、現在再生中の曲が終了した後に再生されます。

後で再生：選択された曲は、シャッフル再生キューの最後に追加されます。

イコライザー
PLAYイコライザーを使用して、PLAYアプリで音楽を微調整します。フラットで変更されていない周波数特性の場合、イコライ

ザーの電源をオフにすると、バイパスされます。EQの変更は、接続したAONICデバイスに保持され、すべてのオーディオに影響し

ます。PLAYアプリで変更するまで保持されます。

プリセットモード
プリセットを使用すると、よく使用するリスニングシナリオにすばやくアクセスできます。選択可能な4バンドプリセットが7つ用

意されており、ゲイン、イコライゼーション、および圧縮の設定を最適化できます。楽曲を再生し、その楽曲に最適なプリセット

を見つけることができます。その後、必要に応じてレベルを調整します。

プリセット 用途

低音ブースト 低周波数の増加

低音カット 低周波数の減少

高域ブースト 高周波数の増加

高域カット 高周波数の減少

ボーカルブースト ボーカル音域の強調によるボーカルの明瞭度の増加

De-ess ボーカルのヒス音/音声のシビランスの減少

ラウドネス
低音量時のリスニングの明瞭度。低域と高域の両方の周波数を強調することで、全体的な音量

感を大きく感じるようにします。

カスタムプリセットの作成

新規プリセットの追加
スクロールダウンして［新規プリセットの追加］または［手動］をタップします。新規プリセットはフラットで始まりま

す。

周波数、ゲイン、帯域幅の各パラメーターを調整します。イコライザーを調整する方法が3つあります。

値をタップして特定の数値を入力します。

-または+をタップすると、増減幅を大きくすることができます。

番号の付いた円をタップしてドラッグすると、さらに変化が大きくなります。

［保存］をタップすると、新しいカスタムプリセットが名前を付けて保存されます。カスタムプリセットは、Shureプリ

セットのリストの後に表示されます。
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1.

プリセットの複製
Shure とカスタムプリセットの両方を複製することができます。プリセットの複製は、プリセットのサウンドが気に入っているが、

そのサウンドを調整して残しておきたい場合に便利です。

まず、既存のプリセットを選択します。

［その他のオプション］の3つの点をタップして、［複製］を選択します。

スクロールダウンして、カスタムプリセットのリストの中から複製するプリセットを見つけます。

［その他のオプション］の3つの点をタップして、［編集］を選択します。

周波数、ゲイン、帯域幅の各パラメーターを調整します。特定の数値を入力します。-または+をタップすると、増減幅を少

しずつ調整できます。また、番号の付いた円を手動でタップしてドラッグすると、さらに変化が大きくなります。

［保存］をタップすると、新しいカスタムプリセットが保存されます。

EQの調整

イコライザーで周波数、ゲイン、および帯域幅を選択して調整します。

イコライゼーションの説明
4バンドのパラメトリックイコライザは、個別に調節可能な周波数レンジをそれぞれ調節し、周波数レスポンスを正確に設定するた

めに使用します。イコライザをバイパスして周波数レスポンスをフラットにすることも可能です。

周波数 カット／ブーストするフィルターの中心周波数を選択します。

ゲイン フィルターのレベルを調整します。

帯域幅（Q） フィルターの影響を受ける周波数範囲を調整します。値はオクターブで表されます。

一般的に使用されるEQの調整
音声了解度改善のための高域ブースト：ハイシェルフフィルターを加えて、1 kHzよりも3～6 dB程度高めます。

周囲の空調雑音の低減：ローカットフィルターを加えて、200 Hz以下の周波数を減衰させます。

フラッターエコーおよびシビランスの低減：部屋を「煽る」特定の周波数範囲を特定します：

Q値を狭く設定します
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2.

3.

1.
2.
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ゲインを+10から+15 dBまで増加させた上で1 kHzから6 kHz間の周波数を試すと、フラッターエコーやシビランスの範囲

を特定できます。

特定された周波数のゲインを下げ（-3から-6 dB)の間でスタート）、不要な部屋の雑音を最小にします。

部屋の反響や共鳴音の低減：部屋を「煽る」特定の周波数範囲を特定し、低減します：

Q値を狭く設定します

ゲインを+10から+15 dB間まで増加させた上で300 Hzから900 Hz間の周波数を試すと、共鳴周波数を特定できます。

特定された周波数のゲインを下げ（-3から-6 dB)の間でスタート）、不要な部屋の雑音を最小にします。

ANCでのイコライゼーションの使用
「イコライザーをオンにするために、アクティブノイズキャンセリングが最大からノーマルに下がります。またはANCを最大に設定

したまま、アプリ内EQを使用します。」

［イコライザー］タブの上の名前は、使用しているのがAONIC 50か、PLAYアプリ内EQかを示します。

AONIC 50 EQ：PLAY EQのプリセットをヘッドホンに保存して、PLAYアプリからデバイス上の他のアプリに移動し、自分のEQ
設定を継続して使用します。このイコライザーは、AONIC 50を使用して聴くすべての音楽に影響します。

注：ANCが最大に設定されている場合、AONIC 50 EQはオフになります。

PLAYアプリ内EQ：ANCを最大に設定して使用できます。ただし、EQはPLAY音楽ライブラリ内のファイルのみに有効です。アプ

リ内EQは、PLAYアプリから再生されるすべての音楽に影響します。

注：AndroidでLDACコーデックを有効にしている場合、AONIC 50 EQは無効になりますが、PLAY音楽ライブラリにダウンロード

したファイルでPLAYアプリ内EQを使用できます。LDACコーデックはオフにするまで有効です。

再生キュー

再生キューとは、再生される順番にキューイングされた曲のリストです。曲が再生されたりスキップされたりすると、その曲は

キューから削除されます。

再生キューの表示：トラックビュー画面を開きます。タップして上にスワイプすると、キューが表示されます。また、右上の再生

キューアイコンをタップすると、再生キューの表示/非表示を切り替えることができます。

再生キューの消去：新しいアルバムやプレイリストの曲で再生を押すと、キューがクリアされ、選択したトラックと後に続く曲が

追加されます。再生キューが消去される前に、誤って変更されることがないように、選択した内容の確認を求められます。新しく

選択されたトラックから再生が続行します。

操作方法
任意のアーティスト、アルバム、または楽曲を長押しすると、利用可能なオプションのメニューが表示されます。
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前のトラック/次のトラック：トラックビューでは、左または右にスワイプしてキューを移動します。

次に再生：楽曲、アーティスト、またはアルバムを現在の再生キューの先頭に追加します。

後で再生：楽曲、アーティスト、またはアルバムを現在の再生キューの最後に追加します。

プレイリストに追加：楽曲、アーティスト、またはアルバムを選択したプレイリストに追加します。

アーティストを表示：アーティストライブラリが開きます。

アルバムを表示：アルバムが開きます。

削除：楽曲、アーティスト、またはアルバムを削除します。

PLAYを聴いている間は、デバイスのホーム画面に移動したときやディスプレイが減光した後でも、アプリはキューを再生し続けま

す。

プレイリストの使用
新しいプレイリストの作成

ホーム画面の［プレイリスト］リンクをタップします。

［プレイリストを作成...］をタップします。

プレイリスト名を入力し、［OK］をタップします。

注：同じプレイリスト名で複数のプレイリストを作成することができます。

プレイリストに音楽を追加する

楽曲の一覧から曲を追加する

Songsをタップします。

プレイリストに追加したい楽曲を長押しします。

Add to Playlistをタップして、使用するプレイリストを選択します。

プレイリストから楽曲を追加する

Playlistsをタップします。

プレイリストを選択します。

右上隅にある3つの点をタップして、オプションメニューを表示します。

Edit Playlist、Add Songsの順にタップします。

曲、アルバム、アーティスト、またはプレイリスト
を削除する
PLAYアプリを削除すると、アプリの音楽ライブラリにアップロードした曲も削除されます。他のアプリに保存されている曲は影響

を受けません。

プレイリストの削除 削除したいプレイリストを長押ししてDelete Playlistをタップします。プレイリストは削除されますが、曲は

PLAYライブラリに残ります。

アーティストの削除 削除するアーティストを長押ししてDelete Artistをタップします。そのアーティストの曲とアルバムはすべてデ

バイスから削除されます。
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アルバムの削除 削除するアルバムを長押ししてDelete Albumをタップします。そのアルバムのみがデバイスから削除されます。

曲の削除 削除したい曲を長押ししてDelete Songをタップします。曲がデバイスから削除されます。または、プレイリスト内の曲

を長押ししてDelete Songをクリックし、デバイスから曲を削除します。

プレイリストキューを使用して、音楽ライブラリから削除せずにプレイリストから曲を削除します。再生ウィンドウから、上方向

にスワイプして再生キューを表示します。線が通っている赤い円をタップし、Deleteをタップします。これにより、曲はデバイス上

に残りますが、プレイリストからは削除されます。

［デバイス］タブ
［デバイス］タブを使用して、Shureワイヤレス製品に接続して、環境モードやANCといったデバイスで利用可能な機能にアクセ

スしたり、プロンプトやトーンをパーソナライズしたりすることができます。PLAYアプリで音声をイコライズすると、AONICデバ

イスに音が保持されます。

PLAYアプリが適切な感度レベルをサポートするように、正しいアクセサリーモデルを選択していることを確認してください。ディ

スプレイに、ご利用のデバイスと対応機能が表示されます。

警告！適切なイヤホンを選択することで、適正な音圧レベルを保持できます。使用するイヤホンによっては音圧レベルが高くなる

可能性があります。 イヤホンを装着したまま過大な音圧レベルでの長時間の使用は、聴覚を損傷し永久的な騒音性難聴（NIHL）

を引き起こす可能性があります。 追加情報については、使用するイヤホンのユーザーガイドに記載されている安全に関するガイド

ラインを参照してください。
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アクティブ通話マイクロホン
トゥルーワイヤレスイヤホンをご利用の場合、通話では音声の送信に片方のアダプター（右または左）しか使用しないことにご注

意ください。最も強い信号接続を持つアダプターの側が選択されます。［デバイス］タブを確認すると、各通話でどちらの側がア

クティブになっているかがわかります。

［設定］タブ

［設定］アイコンをタップして、PLAYアプリの［設定］タブにアクセスします。ここでは、アプリの機能を設定したり、ユーザー

ガイドやイコライザーの設定にアクセスしたりできます。PLAYイコライザーのプリセットを使用してサウンドを形成したり、独自

のカスタムプリセットを作成したりできます。詳細については「カスタムプリセットの作成」を参照してください。

アクティブ通話マイクロホン
通話では、音声を送信するために1つのアダプターのみ使用します。［設定］タブで、どちらのアダプターが現在使用されているか

を確認してください。そうすると、通話中にそのアダプターを外したり、誤ってマイクを塞いだりしないようにすることができま

す。

Shure AONIC製品のファームウェアの更新
AONIC製品のファームウェアをアップデートすることにより、追加機能とデザインの拡張機能を利用できます。ファームウェアの

アップデートを確認するには、ShurePlus PLAYアプリを実行している、AndroidおよびiOSで利用可能なデバイスにAONIC製品を

接続してください。

ファームウェアのアップデートを成功させるには、以下の手順に従ってくださ
い。

モバイルデバイスでおやすみモードを有効にすると、通知で中断されません。

Bluetoothをオンにして、AONIC製品とデバイスをペアリングします。

注意：Androidユーザーの方は、両方のアダプターがお使いのデバイスに接続されていることを確認するために設定を確認

してください。

ShurePlus PLAYアプリを開き、［デバイス］タブを選択します。

重要：イヤホンまたはアダプターが両方ともデバイスと至近距離でペアリングされていることを確認してください（該

当する製品の場合）。

両方のイヤホンやアダプターが自動的に接続されない場合は、［音楽］タブをタップしてから［デバイス］タブにタッ

プして戻ります。

アップデートが利用可能になると、デバイス設定メニューの［ファームウェアアップデート］の横に緑色のドットが表示さ

れます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shure.listening
https://apps.apple.com/us/app/shureplus-play/id1326288926


Shure Incorporated

18/21

5.

6.
◦
◦

◦

7.

キャレットアイコンをタップし、画面上のステップバイステップの指示に従います。プログレスバーには、両方のアダプ

ターの進捗率が表示されます。これは1つのプロセスです。

アップデートが成功すると、「アップデート完了」の確認画面が表示されます。

アップデートが完了するまで、AONIC製品の電源を切らないでください。

ファームウェアアップデート中は、アダプターをケースに戻さないでください。アップデートがキャンセルされます。

注：初回の試行でアップデートがうまくいかなかった場合は、必ずアプリを完全に終了させてから再度アップデートを

行ってください。アプリがバックグラウンドで実行されていないことを確認するために、アプリを強制終了する必要が

ある場合があります。5 分程待ってから、アプリを開いて再試行します。アップデートを成功させるためのヒントにつ

いては、以下のリストを確認してください。

バージョン情報メニュー（デバイス画面>…>［バージョン情報］>［ファームウェアバージョン］）に表示されている新し

いファームウェアのバージョンを確認します。
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確実にアップデートするためのヒント

モバイルデバイスとAONIC製品の電源がオンになっており、お互いに近接していることを確認してください。

ダウンロード中にイヤホンまたはモバイルデバイスを使用すると、ファームウェアアップデートプロセスが遅くなったりキャン

セルされたりすることがあります。

アップデートには、モバイルデバイスとAONIC製品に50%以上のバッテリー充電が必要です。

ヘッドホンとイヤホンのおおよそのダウンロード時間は最大30分です。

PLAYアプリを終了せず、画面がオンになっていることを確認してください。

アップデートのダウンロード中に中断されないように、［おやすみモード］を有効にすることをお勧めします。

飛行場や駅など、携帯電話やWiFiの無線通信量が多い場所ではアップデートしないでください。この干渉により、アップデー

トプロセスが大幅に遅くなったり、キャンセルされたりすることがあります。

お使いのモバイルデバイスが最新のオペレーティングシステム（OS）を使用していることを確認してください。

何らかの問題が発生した場合には、Shure保守・修理部門にお問い合わせください。

トラブルシューティング
問題 解決策

クラウドからのオーディオトラッ

クがアプリに表示されない。
デバイス上にダウンロードされたトラックのみが表示されます。

PLAYが音楽ライブラリと同期し

ていない。

デバイス上のオーディオファイルとの同期を再確立させるため、アプリを閉じて再度開いて

ください。

ファイルがアプリで再生されな

い。

PLAYでオーディオを再生できるようにするには、ファイルが次のようになっていることを確

認してください。

音楽ファイルであること。

保護のかかっていないアセット。コピープロテクトされていない。

デバイスにダウンロードされ、ストリーミングしていない。

ファイルが破損していない。
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問題 解決策

オーディオの音が高すぎる、ま

たは低すぎる。

イコライザー設定を確認します。イコライザーをオフにして、オーディオファイルに不要な

調整を行っていないことを確認します。

イコライゼーションに目立った

変化がない。

イコライザーがオンになっていることを確認します。イコライゼーションは、デバイスにダウ

ンロードされた音楽をPLAYアプリから再生した場合にのみ適用されます。

ヘッドホンがBluetoothに接続さ

れない。

［デバイス設定］> > ［デフォルト設定にリセットする］> > ［確定］を選択して、ワイヤレ

スヘッドホンをリセットします。これにより、音声プロンプトの言語と音量が復元され、ペ

アリングされたデバイスのリストがクリアされます。

一般的なトラブルシューティン

グ

PLAYアプリが最新バージョンに更新されていることを確認します。

お使いの携帯電話のオペレーティングシステムが最新バージョンに更新されていることを確

認します。

アプリケーションを閉じて再起動します。

デバイスの電源を落として再起動するとキャッシュがクリアされ、ソフトウェアのパフォー

マンスを向上させることができます。

出荷時設定へのリセットには2通りの方法があります：

デバイスからすべての曲を削除する概要 > すべての曲を削除します

PDL（ペアリングされたデバイスリスト）をクリアする 設定 > デバイスを忘れた

仕様
システム要件

システム要件および互換性：iOS
iOS：iOS 14以降
iPhone：iPhone 6s以降
iPod Touch：第7世代

システム要件および互換性：Android
以下を備えているすべてのAndroid機器で作動します。

Android Pie 9.0以降
USB Audio Class 1.1以降対応

Androidは、Google Inc.の商標です。

サポートされるオーディオフォーマット
iOS

FLAC 最大352 KHz

MP3 32 ～ 320 Kbps,44.1 kHz,48 kHz

MP4オーディオ オーディオファイル拡張子：.mp4、.m4a、.m4p、.m4b
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AIFF オーディオファイル拡張子：.aiff、.aif、.aifc

AAC 最大352 KHz

PCM/WAV 最大352 KHz

ALAC 最大384 KHz

Android
FLAC 最大352 KHz

M4A 最大352 KHz

MP3 16 ～ 320 Kbps,44.1 kHz,48 kHz

MKV 最大352 KHz

PCM/WAV 最大352 KHz

OGG Vorbis 最大352 KHz
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