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各部の名称とはたらき

N1A/2
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N1Z/2
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1 電源ボタン（. .）
電源を入れるとき、電源を切るときに押します。
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2 電源表示ランプ
白色点灯：起動処理中、終了処理中
水色点灯：電源が入った状態
消灯：電源が切れた状態
メモ: 本製品の情報表示ディスプレイで、［設定］－［電源LED明るさ設定］の順に操作し、電源表示ランプ
の明るさを変更することができます。

3 情報表示ディスプレイ
本製品の情報（状態やエラーなど）を表示します。
この表示を見ながら本製品を操作します。
メモ: 本製品の情報表示ディスプレイで、［ディスプレイ］－［明るさ］の順に操作し、情報表示ディスプレ
イの明るさを変更することができます。また、［ディスプレイ］－［消灯］の順に操作すると、情報表示ディ
スプレイを消灯することができます。

4 戻るボタン（. .）
情報表示ディスプレイの表示を一つ前の表示に戻します。
ホーム画面が表示された状態でこのボタンを2秒間押し続けると、情報表示ディスプレイを消灯するこ
とができます。

5 メニュー/決定ボタン（. .）
選択した項目を決定します。

6 下選択ボタン（. .）
次の項目に移動します。
このボタンを押しながら電源をオンにすると設定の初期化画面が表示されます。

7 上選択ボタン（. .）
前の項目に移動します。

8 USB-DAC接続用端子
USB-DACの接続に使用します。

9 アース接続用端子
別途アース線を用意し、アースに接続します。

10 USB.3.0端子※1

楽曲の取り込みに使用します。

11 増設USBドライブ接続用端子※1

USBドライブに保存された楽曲を配信するときに使用します。

12 バックアップUSBドライブ接続用端子※1

本製品内の楽曲や設定をバックアップ、復元するときに使用します。

13 ルーター/ハブ接続用端子※2

無線ルーターやスイッチングハブに接続し、パソコンやタブレットから本製品へ接続、操作するために
使用します。

14 プレーヤー接続用端子※2

オーディオ機器を直接接続することができます。
メモ: 本製品の電源を切ると、この端子に接続している機器はネットワーク上の他の機器から認識でき
なくなります。本製品の電源が切れた状態でもオーディオ機器を使用する場合は、その機器を本製品で
はなく無線ルーターやスイッチングハブに接続してください。
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15 電源接続用端子
付属の電源ケーブルを接続します。

※1　USBドライブに複数のパーティションがある場合、先頭のパーティションのみ認識されます。
増設USBドライブ接続用端子またはバックアップUSBドライブ接続用端子に接続したUSBドライブでは、
本製品の情報表示ディスプレイで［設定］－［ドライブ］－［EXPANSIONドライブの初期化］または［BACKUPド
ライブの初期化］－［完全消去］を選択すると、すべての容量を使用、認識できるようになります。USBドライブ
の中に保存されている内容はすべて消去されますのでご注意ください。
※2　LANケーブルをネットワークに接続するとLINKランプが点灯します。アクセスしているときにACTラ
ンプが点滅します。本製品の情報表示ディスプレイで、［設定］－［背面LED消灯設定］－［消灯する］の順に操作
し、ランプを消灯することもできます。
LINKランプ ACTランプ
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電源のオン/オフ

電源をオンにする手順

1 電源ケーブルを本体の電源接続用端子とコンセントにつなぎます。
アース線は電源プラグをつなぐ前に接続してください。

2 本体前面の電源ボタンを押します。
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3 情報表示ディスプレイが下図のように変わります。ホーム画面が表示されたら、起動は完了です。電源ボ
タンを押してから起動が完了するまで、約20秒かかります。

電源をオフにする手順

1 本体前面の電源ボタンを押します。

2 電源表示ランプが消灯したことを確認します。
メモ: 
•. 電源ケーブルを抜くときは、必ず上記の手順に沿って本製品の電源をオフにした後で行ってくださ
い。アース線は電源プラグを抜いてから外してください。
電源ボタンを押さずに電源ケーブルを外したり、コンセントのスイッチを切ったりすると、楽曲の消
失や本製品の故障の原因となります。また、N1ZS/2.をお使いの場合は、次回電源投入時に、電源ボタン
を押してから起動が完了するまで約1～4分かかることがあります。そのようなときは、起動が完了す
るまでそのままお待ちください。

•. アンプの連動電源コンセントなど、意図せず本製品の電源が切れる場合があるコンセントには接続し
ないようにしてください。

•. 電源を切った後にもう一度電源を入れるときは、電源ボタン横の電源表示ランプが消灯して3秒以上
待ってから電源ボタンを押してください。
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周辺機器の接続

再生可能な機器と使用する端子
本製品とそのほかの周辺機器は、下図のように接続することができます。

③

①

②

⑤

④

1 インターネット
楽曲配信サイトからのダウンロード、CDからの取り込み、ソフトウェアアップデートの自動確認などで
必要です。

2 パソコン・タブレット・スマートフォン
パソコンは楽曲の保存、再生に使用します。タブレット、スマートフォンは楽曲の再生に使用します。

3 USB-DAC
再生先として使用します。

4 USB機器
•. USBメモリー：楽曲の取り込み元、容量の拡張、システムソフトウェアのアップデートに使用します。
•. USBドライブ：楽曲の取り込み元、容量の拡張、バックアップ先に使用します。
•. 光学ドライブ（CD/DVD/BDドライブ）：楽曲の取り込み元、USB-DACでCDを再生するのに使用します。

5 ネットワークオーディオプレーヤー
再生先として使用します。
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再生機器の準備

USB-DAC ネットワークオーディオプレーヤー

USB-DACを再生機器として使用するときは、USB-DAC接続用端子にUSBケーブルをつないでください。USB-
DACの電源投入後、入力をUSBに設定することで再生できます。
メモ: USB-DAC接続用端子以外に、USB-DACを接続しても使用できますか、2台以上同時に接続した場合は1台
だけ認識します。

ネットワークオーディオプレーヤーを再生機器として使用するときは、プレーヤー接続用端子にLANケーブ
ルをつないでください。ネットワークオーディオプレーヤーの電源投入後、入力をミュージックサーバーや
ネットワークなどに設定することで再生できます。なお、プレーヤー接続用端子に直接つないだプレーヤー以
外でも、本製品と同じネットワーク上のプレーヤーで再生することもできます。
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初期設定と製品仕様

工場出荷時の設定
本製品は出荷時に以下のように設定されています。
ディスプレイ 明るさ最大
ファイル共有機能 ［ON］
電源LED明るさ設定 ［明］
背面LED消灯設定 ［消灯しない］
電源切り忘れ防止機能 ［OFF］
取り込みディレクトリ ［一つにまとめる］
コントローラ ［ハイブリッドモード］
DSF/DSDIFFファイル再生モード ［DSD.(DSD.over.PCM)］
プレシジョンスタート調整時間 ［0.75秒］
取り込み形式 ［FLAC］/［無圧縮］
読み取りエラー時のリトライ回数 ［1］
ドライブ詳細設定(読み込みオフセットサンプル数) ［±0］
自動ダウンロード ［OFF］
PLAYERポート設定 ［通常接続モード］
LANポート設定 ［自動設定(DHCP)］
フレンドリーネーム（ホスト名） ＜N1-****＞（MACアドレス下4桁）
アップデート確認機能 ［自動確認しない］

N1A/2の製品仕様
最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ（dela-audio.com）を参
照してください。

LAN端子

インターフェース IEEE802.3ab準拠（1000BASE-T）/IEEE802.3u準拠
（100BASE-TX）/IEEE802.3準拠（10BASE-T）

伝送速度
1000.Mbps全二重
100.Mbps全二重/半二重
10.Mbps全二重/半二重

コネクター形状 RJ-45型.8極
端子数 2（AUTO-MDIX対応）

USB端子
インターフェース USB.3.0/2.0

端子数 USB.3.0端子×4（Type.A、背面×3/前面×1）
USB-DAC接続用端子×1（Type.A、背面）
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搭載内部ドライブ 3.5インチハードディスク
内部ドライブが故障した場合は、当社修理センターに修理をご依頼ください。

外形寸法 436.×.70.×.352.mm

重量 ドライブ2台搭載モデル：約.6.5.kg
ドライブ1台搭載モデル：約.5.9.kg

電源 AC.100-120.Vまたは220-240.V.50/60.Hz
最大消費電力 約.60.W
動作環境 温度5～35.℃、湿度20～80.%（結露しないこと）

N1Z/2の製品仕様
最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ（dela-audio.com）を参
照してください。

LAN端子

インターフェース IEEE802.3ab準拠（1000BASE-T）/IEEE802.3u準拠
（100BASE-TX）/IEEE802.3準拠（10BASE-T）

伝送速度
1000.Mbps全二重
100.Mbps全二重/半二重
10.Mbps全二重/半二重

コネクター形状 RJ-45型.8極
端子数 2（AUTO-MDIX対応）

USB端子
インターフェース USB.3.0/2.0

端子数 USB.3.0端子×3（Type.A、背面）
USB-DAC接続用端子×1（Type.A、背面）

搭載内部ドライブ
N1ZS/2A,N1ZS/2：SSD
N1ZH/2：2.5インチハードディスク
内部ドライブが故障した場合は、当社修理センターに修理をご依頼ください。

外形寸法 350.×.75.×.370.mm

重量
N1ZS/2A:約.9.0.kg
N1ZS/2：約.8.4.kg
N1ZH/2：約.7.9.kg

電源 AC.100-120.Vまたは220-240.V.50/60.Hz
最大消費電力 約.60.W
動作環境 温度5～35.℃、湿度20～80.%（結露しないこと）
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