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本商品の概要
SounDroid VALOQは、各種フォーマットのPCM音源をDSD256または
PCM最大384k/32bitまでプレーヤー内部でリアルタイムに変換できる
ことに加え、DSD256のネイティブ再生、PCM最大384k/32bitの再生

DAC以降のアナログ回路はフルバランス設計とし、信号回路に使用す
る抵抗は全てVISHAY社製メルフ抵抗、
フィルター用フィルムコンデン
サーにはルビコン社製PMLを採用し、熱雑音を低減、
ピーク感、
ノイズ感

にも対応し、本物により近いリアルなサウンドを手にすることのできる、
ベンチャークラフトが考える新たな高音質、ハイエンド音楽プレーヤー
です。

を低減し滑らかな音質を実現しています。
DACのLPF用オペアンプには新日本無線社製MUSES8820Dを標準搭
載しています。
また、DAC用LPFオペアンプは交換可能な設計としており、ユーザーの
好みに応じたオペアンプ設定が可能な設計としています。

本機の一番の要になる機能であるリアルタイム変換用SRCには、旭化
成エレクトロニクス社VERITA AK4137を採用し、さらにDACにも旭化
成エレクトロニクス社の新世代32bitプレミアムDACのフラッグシップ
VERITA AK4490を採用することで、驚異的なクロストークとS/N比、ダイ
ナミックレンジの拡大と低歪化を実現しています。

※交換は自己責任となります。

さらに、ヘッドホンアンプ電源はチャージポンプ式新開発電源を採用し
±7Ｖで駆動。
十分な駆動電圧を確保し、ヘッドホンアンプには優れた直線性で大きな
負荷を駆動できるアナログデバイセズ社製AD8397を採用することで

SounDroid VALOQのアナログ回路は他社のポータブルプレーヤーに

ポータブルプレーヤーでありながら高出力で、高音質を実現していま
す。

はないこだわりが詰まっています。
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各部の名称と機能

製品の外観と印刷、
および刻印内容はモデルにより変更される場合があります。

本商品のセット内容

ボリューム/電源ダイアル
ダイアルを回して、電源オン／オフ
切替、音量の調整をします。

● VALOQ 本体
● microUSB ケーブル（USB2.0 準拠）
（Aコネクタ−マイクロBコネクタタイプ）1 個
● ご愛用者カード・兼保証書

「BAL」端子

音量大
音量小
対応プラグ形状

電源オン

バランスオーディオ接続に対応するヘッドホン/イヤホン
（2.5mm4極ステレオ）を接続します。

電源オフ

L+L
R+
R-

「PHONE/OPT.OUT」端子

通常のヘッドホン/イヤホン（3.5mmステレオミニプラ
グ）を接続します。
また、光デジタルケーブル（S/PDIF:丸型3.5mmミニ）
を接続して本製品に保存されている音楽を外部デバイ
スで再生することもできます。

シャトルスイッチ
回転

電源オン時

電源オフ時

起動時
起動時

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

赤点灯
緑点灯
青点灯
紫点灯

オレンジ点灯
白点灯
消灯

水色点滅
黄色点滅
水色点滅

トリプルクリック

前の曲を再生

次の曲を再生

1つ上のメニュー / 画面に戻ります。
長押しすると、
ホーム画面に戻ります。

44.1kHz ～ 96kHz
176.4kHz/192kHz
352.8kHz/384kHz
DSD 64
DSD128
DSD256
LCDオン時
LCDオフ時
SDカードフォーマット中

終了中

オレンジ点滅

充電中

水色

正常起動

緑点滅

選択・再生/一時停止

戻るボタン

再生中の音源のサンプリング周波数や、本機の状態を
LEDランプでお知らせします。
音源再生時

クリック

ダブルクリック

「PCM/DSD」ランプ

上方向：早戻し 下方向：早送り

充電完了

赤点滅（数秒間 バッテリー不足。
点滅）
充電してください。

ロックスイッチ
上にスライドさせると、
シャトルスイッチ、戻るボタン、
ボリュームの
操作をロックします。

micro SDカードスロット

micro SDカードを挿入し、micro SDカー
ド内のファイルにアクセスします。
※ 推奨メーカ：サンディスク、
トランセンド、
シリコンパワー、東芝、
サムスン

LCDパネル

microUSB端子

本製品をパソコンと接続したり、
充電する際に使用します。
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充電する

ホーム画面

付属のmicroUSB ケーブルを使ってPC、あるいは AC 充電器と接続して
充電します。
AC 充電する場合は、別途市販のAC 充電器（USB 充電アダプタ）が必
要となります。

上下にシャトルスイッチを回転させてリストの項目を選び、シャトルス
イッチを押して選択します。
ホーム画面

フォルダー画面

microUSB端子

microUSBケーブル（付属）

充電中は、本体の「PCM/DSD」ランプがオレンジ色に点滅します。

階層表示
（サブメニュー、フォルダー
名、
アーティスト名など）
ページ送りアイコン

表示する曲数が200を超えたときは、画
面上部にページ送りアイコンが出ますの
で、選択し、
シャトルボタンを下に回すと、
201曲目以降が表示されます。

「PCM/DSD」ランプ
● オレンジ点滅
● 緑点滅

充電中

充電完了

今聴いている曲を表示したいときは
音 楽 再 生 中 に ホ ー ム 画 面 の［Now
playing］を選択すると、プレイ画面が表
示されます。

ご注意
ご購入時のバッテリーは十分に充電された状態ではありません。
あらかじめ充電してからご使用ください。
4

パソコンと接続する（曲のコピー）

1

本機とパソコンの電源をオンにします。

2

付属の microUSB ケーブルで、本体底面の microUSB 端子とパソコ
ンの USB 端子を接続します。

Mac の場合の表示例

5

パソコン内 の 音 楽ファイルを、内 蔵ドライブ（SDP-1）または

（リムーバブルディスク、
または「NO NAME」になっ
microSDカード

ているドライブ）にドラッグアンドドロップしてコピーします

microUSB端子

本製品で再生可能なファイル形式は以下です。

WAV 、 AIFF 、 mp3 、 AAC 、 ALAC 、 FLAC 、 Ogg Vorbis 、APE 、
DXD 、DSDIFF、DSF（DSD256/SD（USB_DAC時 DSD128※））

※ アップデート後の対応となります。

3

本機のホーム画面から [ プレイヤー制御 ] − [USB 接続モードに
入る ] を選択します。

4

確認画面が表示されるので、[ はい ] を選択します。
パソコンと接続され、パソコン画面上に本機および micro SD カード
のドライブが表示されます。

ポイント

外部ドライブで使用するmicroSD カードはFat32 でフォーマットが必
要です。
本機のドライブ初期化機能を使用するとFat32 フォーマットになりま
す。

ご注意

Windows の場合の表示例

内蔵ドライブに音声ファイルを転送するときや、
ファームウェアを
アップデートするときは、必ず事前にバックアップを取るようにお
願い致します。

（ドライブ番号はお使いのパ
ソコンによって異なります）
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音楽を聴く
再生する

サブメニュー

リストから曲を選び、
シャトルスイッチを押して選択すると、再生が始まり
ます。

プレイ画面が表示されているときにシャト
ルボタンを長押しすると、サブメニューが
表示されます。

プレイ画面
EQアイコン
ギャップレスモード
アイコン（搭載予定）

SRC出力モード

SRC出力モードアイコン
（ OFF ／ PCM192 ／
PCM384／DSD128／256 ）

PCM出力ビット幅 内部サンプリングレートコ

再生／一時停止アイコン
シャッフルアイコン

フィルターモード

リピートアイコン

アルバムを開く

アルバム名表示
残り時間

再生中のファイル
のフォーマット

SRC出 力 の
フォーマット

ホーム画面の［オプション］リストから
1 ［プレイヤー制御］を選択します。

トリプルクリック

前の曲を再生

ダブルクリック

ッフル］
または
［リピート］
を
［On］
2 ［シャ
にします。

上方向：早戻し 下方向：早送り

再生／一時停止切り換え

再生中の曲が入っているア
ルバムを表示します。

シャッフル機能／リピート機能

プレイ画面時の操作
再生中はシャトルスイッチで以下の操作をおこなえます。
クリック

DACのデジタルフィルター
の設定を切り換えます。

プレイリストに追加 再生中の曲をプレイリストに
追加します。

現在の番号/リスト内の全曲数
（曲数は選択中のフォルダー、アルバ
ム、
プレイリスト等に応じて変わります）

回転

ンバータのビット幅設定を
切り換えます。

フォルダーを開く 再 生 中 の 曲 が 入って い る
フォルダーを表示します。

曲名表示

再生時間

内部サンプリングレートコ
ンバータの設定を切り換え
ます。

シャッフル機能、
またはリピート機能が
オンになっているときは、画面上部に
アイコンが表示されます。

次の曲を再生
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音楽を聴く（続き）

プレイリスト

イコライザー設定

ホーム画面から［プレイリスト］を選択すると、
プレイリストメニューが
表示されます。

ホーム画面の［オプション］リストから［オーディオ設定］-［イコライ
ザー］を選択します。

ホーム画面

プレイリストメニュー

それぞれの音域を選択し、
設定できます。

項目を選択すると、プリセットから
設定することができます。
off ／ Classic ／ Dance ／ Jazz
／ Pop ／ Rock ／ Bass Boost ／
Treble Boost ／ユーザー設定

プレイリストの新規作成
ユーザー設定のバンド、ゲイン設定値は、電源を切っても内蔵メモリー
に記録されますので、電源再投入時も再びその設定値が反映されます。
［OFF］を選択すると、
イコライザーは適用されず、原音がそのまま出力
されます。

1
2

SDカードまたは内蔵ドライブの［新規作成］を選択し、シャトルスイッ
チを押すと、
プレイリスト1が作成されます。
戻るボタンを押し、プレイリスト一覧に戻ると、「プレイリスト1」と
いうファイルが表示されます。

プレイリストの名称を変える
パソコンと本機を接続し、
パソコン上でプレイリストファイルの名称を変
更します。
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プレイリスト（続き）

オプションメニュー一覧

プレイリストに曲を追加/削除する

プレイヤー制御

1

プレイリスト一覧からプレイリストを選び、
シャトルスイッチを長押し
します。
サブメニューが表示されます。

トに曲を追加］または［このプレイリストを削除］
2 ［このプレイリス
を選び、
シャトルスイッチを押します。
プレイリストを追加するときは、
さらに曲を選び、
シャトルスイッチを
押します。

再生中の曲を追加するときは

1

設定項目

選択項目

説明

シャッフル

リピート

Off ／ On
Off ／一曲／全曲

曲をシャッフルします。

クリック操作の間隔

300 〜 600ms

リプレイゲイン

Off ／トラック／

mp3、OggVorbis、Flac再生時
にトラックまたはアルバムご
とにボリュームを自動調整し
ます。

レジューム再生

Off ／ On

電源をOFFにする直前まで再生
していた曲を次回電源ON時に
復元します。

アルバム

プレイ画面表示中にシャトルスイッ
チを長押しします。

1曲あるいは全曲単位でリピート
します。

シャトルスイッチを押した後、動
作するまでの時間を設定します。
（ms＝1/1000秒）

※内蔵ドライブ又はSDカード内のファイルの
サーチ処理後使用可

ギャップレス再生

サブメニューが表 示されるので、
2 ［プレイリストに追加］を選択しま

USB接続モードに入る

す。

、
またはすでに作成され
3 ［新規作成］
たプレイリストを選択します。
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Off ／ On
―

曲のつなぎ目が無音にならないよ
うに再生します。
本機とPCを接続します。

オプションメニュー一覧（続き）
設定項目

オーディオ設定
音質設定
設定項目

選択項目

説明

イコライザー

off ／ Classic ／
Dance ／ Jazz ／
Pop ／ Rock ／
Bass Boost ／
Treble Boost ／
ユーザー設定

イコライザーを設定します。
→7ページ

アナログ出力設定
設定項目

選択項目

説明

SRC出力モード

バイパス／

内 部 サ ンプリングレ ートコン

選択項目

説明

PCM出力ビット幅

16 ／ 24 ／ 32

内 部 サ ンプリングレ ートコン
バータのビット幅設定を切り換
えます。
※SRC出力モードがDSD128の時
にはビット幅は選択できません。

フィルターモード

Super slow ／
Slow ／
Fast ／

ライン出力モード

On ／

ヘッドホン出力またはライン出
力に切り換えます。

選択項目

説明

DACのデジタルフィルターの設

定を切り換えます。
※SRC出力モードがDSD128の
時にはフィルター設定は選択で
きません。

光デジタル出力設定

PCM176.4/192KHz ／ バータの設定を切り換えます。
352.8/384KHz ／ ※DSD128、256設定時は再生ファ
DSD128 /DSD256
イルがDSD64、128の場合のみ、

設定項目

SRC出力モード

SRC出力がDSD128、256出力と
なります。

バイパス／

光デジタル 出 力を切り換えま

選択項目

説明

PCM176.4/192kHz す。

※PCM設定時は、再生ファイルが
DSDの場合、PCM変換はされま
せん。
※再生ファイルがDSD256の場合は、
SRC出力はバイパスモードとなり
ます。

ボリューム設定
設定項目

ゲイン

L/Rバランス
操作ロックで音量固定
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0 〜 -30dB
（1dBステップ）

ヘッドホンまたはイヤホンのゲイ
ンを設定します。

L12 〜 Center 〜 R12 左右のゲインバランスを設定し
（0.5dBステップ） ます。
On ／

ロックスイッチをロックの位置に
したときに音量も固定します。

オプションメニュー一覧（続き）
その他の設定

LCDと電力の設定
設定項目

選択項目

説明

バックライト輝度

20 〜 100%

バックライトの輝度を設定しま
す。

輝度ダウン時間

10秒〜 5分／しない バックライト輝度を落とすまで

LCDオフ時間

1 〜 30分／しない バックライトを消灯するまでの

電源オフ時間

5 〜 180分／しない 電源をオフするまでの時間を設
定します。

の時間を設定します。
時間を設定します。

初期化と更新
設定項目

説明

ドライブの初期化

内蔵ドライブ／ SDカードの初期化を行います。

ファームウェア更新

内蔵ソフトウェアのアップデートを行います。

情報
設定項目

法律に基づく情報

バージョン情報

説明

ライセンス情報などを表示します。
バージョン情報などを表示します。

言語設定
設定項目

Language

選択項目

日本語／
English(英語）

説明

表示する言語を設定します。
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ヘッドホン/イヤホンと接続する

外部機器と接続する

通常のヘッドホン／イヤホン

ライン出力
「PHONE/OPT.OUT」端子に
接続します。

「PHONE/OPT.OUT」端子と接続先のライン入力端子を接続します。
ライン出力をするときは［
、オーディオ設定］-［アナログ出力設定］-［ラ
イン出力モード］を［On］にしてください。

3.5mmステレオミニプラグ
バランス接続対応のヘッドホン／イヤホン
「BAL」端子に接続します。
ご注意

L-+
L
R+
R-

● ライン出力モード時はイヤホン、ヘッドホンを接続しないでくださ
い。
［ライン出力モード］を［On］にするときは、必ずイヤホン、ヘッド
ホンのプラグを外したことを確認してください。
［ライン出力モード］を［On］にすると、
ボリュームの位置に関係
なく最大出力レベル(2Vrms)で再生されます。

ご注意
● 上のプラグ以外を接続すると、
ショートするなど故障の原因となり
ます。
● 「PHONE/OPT.OUT」端子と「BAL」端子に両方同時にイヤホ
ン/ヘッドホンを接続しないでください。消費電力、過負荷により故
障の原因となります。
● 「BAL」端子にイヤホン／ヘッドホンを接続する場合は、接続プラ
グの交換やケーブルの改造が必要になる場合があります。改造に
よる機器の破損等に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。
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外部機器と接続する（続き）

ファームウェアのアップデート

光デジタル出力

1 （弊社ソフトウェアダウンロードサイトよりアップデートファイル
update.bin）をダウンロードし、microSDカードに保存します。

3.5mmステレオミニプラグケーブルと同様に「PHONE/OPT.OUT」

2

端子に接続します。
● 本機の光出力は、バイパス、176.4/192kHz 24bit、いずれかに設定
できます。（［オーディオ設定］-［光デジタル出力設定］-［SRC出
力モード］で設定）
● DSD再生時は、PCM変換されて光出力されます。
● 光ケーブルは176.4/192kHzに対応したものをお使いください。

3
4
5

S/PDIF 丸型 3.5mmミニプラグ

アップデートファイルを保存したmicroSD カードを本機microSD
カードスロットに挿入します。
※ 電源を切った状態で挿入してください。
本機の電源をオンにします。
ホーム画面から［その他の設定］―［初期化と更新］―［ファームウェ
ア更新］を選択します。
画面の案内にしたがってアップデートします。
ご注意
内蔵ドライブに音声ファイルを転送するときや、
ファームウェアを
アップデートするときは、必ず事前にバックアップを取るようにお
願い致します。

工場出荷状態に戻す

1

ホーム画面から［その他の設定］―［初期化と更新］―［ドライ
ブの初期化］を選択します。

2 ［内蔵ドライブ］を選択します。

3 ［キャンセル］もしくは［はい］を選択します。
［はい］を選択した場合、
ドライブの全データが失われます。
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故障かな？と思ったら

主な仕様

内蔵ドライブのエラー画面が表示される

記録媒体

右の画面が表示されたら、［はい］を選
択して、
ドライブを初期化してください。

外部スロット

内蔵メモリー

約6GB

microSDカードx1:SDHC/XC
*SDXCは本機にてフォーマットする事で2TBまで対
応/1ファイル4GBまで

音楽再生
連続再生

ファイル形式

サンプリングレート

電源が入らない

量子化ビット数

フォルダー管理

① 電源スイッチをオフにしてください。
② microUSBケーブルを抜いてください。
③ 電源スイッチをオンにしてください。
④ それでも電源が入らない場合、30分程度充電し、①からやりなおし
てください。
それでも電源が入らない場合、「電源が切れない」の①〜③の手順
をおこなってください。

タグ情報

データベース管理

レジューム機能

アルバムアート表示

プレイリスト機能

リピートモード

電源が切れない

EQ機能

ギャップレス再生

① 電源スイッチをオフにしてください。
② microUSBケーブルを抜いてください。
③ シャトルスイッチと戻るボタンを10秒間押し続けてください。

WAV, AIFF, mp3, AAC, ALAC, FLAC, APE,
Ogg Vorbis, DXD, DSDIFF, DSF（DSD256/SD
※
（USB_DAC 時 DSD128 ））
PCM：44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.4/384kHz
DSD：DSD64/DSD128/DSD256
16 ／ 24 ／ 32bit
○
○

楽曲（全て／再生回数順／プレイリスト）
、
アルバム別、
アーティスト別、ジャンル別、
ハイレゾPCM、DSDのみ
○※
○
○

リピート、
１曲リピート、
シャッフル

5band EQ

○（オン／オフ）※

電気性能
ヘッドホン出力

ライン出力レベル

電源オン時にポップノイズが出る
本機は、音質を優先させるため、最低限なミューティング回路のみ使用
しており、
半導体スイッチ等を挟んでいません。
そのため、多少のポップノイズが出ることがありますが、故障ではありま
せん。

約７時間（FLAC/44.1k/16bit）

周波数特性

S/N比
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125mW＋125mW at 32Ω（Unbalance/Balance）
2Vrms（無負荷時、ライン出力モード時）
（Unbalance/Balance）
10Hz-80kHz（PCM384kHz、+0.5dB/-3dB）
（Unbalance/Balance）
113dB 以上（A-weighted）（Unbalance/Balance）

主な仕様（続き）

THD+N

ご使用の際のご注意
本商品を安全にご使用いただき、事故を未然に防ぐために、以下のご注意を守っ
てください。

0.001%以 下（1kHz/-6dBFs、PCM 44.1kHz 24bit、
無負荷）
（Unbalance/Balance）

■ 火災や感電等の危険を避けるため、湿気の多い場所や水のかかる場所で使

表示言語

用しないでください。

日本語、英語

■ 自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当たる場所、炎天下での車内、

電源
バッテリー

オートオフ機能
充電方法
充電時間

内蔵リチウムイオンポリマー（3000mAh/3.7Ｖ）

ヒーター、ストーブなど熱源のそばなど高温になる場所で使用したり、充電、
放置しないでください。

オートパワーオフ（ユーザー設定可能）、バックライ
トオフ（ユーザー設定可能）

■ 自動車や自転車などの運転中や歩きながらの音楽再生などには使用しない

充電のみ（電源オフ時）、充電&再生、充電&データ転送

でください。

約6時間（500ｍＡ充電時）

■ バッテリーから漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに水で洗い流

USB種類

形状

インターフェイス

USBクラス

してください。また、目に入った場合は、
こすらずに水でよく洗い流したあと

microUSB（B）
USB2.0 High speed
USB マスストレージ

医師の診断を受けてください。

■ お客様ご自身による分解や改造・修理をしないでください。
■ 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めて点検・修

画面
ディスプレイ解像度
サイズ/質量

サイズ
質量

理してください。

2.4型 TFTカラー液晶QVGA（W320xH240ドット）

■ 本機のお手入れには柔らかい布をご使用ください。水やダストスプレー、
溶剤、
研磨剤、
クリーニング剤等を直接シャーシに付けることは避けてください。

W70mm × H107mm × T20mm
約160g

■ バッテリーには寿命があります。経年劣化により使用できる時間は短くなり
ます。とくに、充電をしたまま長時間放置しないでください。充電が完了し

製品の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

たら必ずmicroUSBケーブルを外してください。

※アップデート後対応

■ OPAMP の交換に関しました破損、故障等(ネジ山潰れも含む)は、お客様ご自
身の責任となり、保証期間内であっても弊社は責任を負いません。

バッテリー廃棄とリサイクル
本商品を廃棄する際は、お住まいの地域の法律・条例に
従って適切に処分してください。本商品にはバッテリーが
内蔵されているため、
ご家庭の一般廃棄物とは分けて廃
棄する必要があります。

■ 不適合なドライバーの使用でネジ山が潰れる可能性があります。

ご使用いただくドライバーは、ベッセル(VESSEL)パワーグリップトルクスドラ
イバー T5 No.B-5400TXドライバーを推奨いたします。
※ 弊社推奨のドライバー使用で問題があった場合でも、ネジの開閉は分解
行為ですので、弊社は責任を負いません。

Li-ion
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商品についてのご相談窓口

登録商標、商標について

株式会社 ベンチャークラフト ガジェット事業部

このユーザーズガイドに記載されているシステム名、製品名は、一般に
各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には ®、™
マークは明記していません。

http://www.go-dap.com/

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-12-5 翔和No.8 神田ビル4F
受付時間： 平日10：00 〜 17：00（定休日 土・日・祝日）
お問合せ： contact@venturecraft.jp

FAX：

03-3525-8417

免責事項について

● 地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為その他
の事故、
お客さまの故意または過失誤用、
その他異常な条件での使用によ
り生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
● 本商品の使用または使用不能から生じる記録内容の変化・消失、事業利
益の損失、事業の中断などの付随的な損害に関して、当社は一切責任を
負いません。
● このユーザーズガイドの記載内容を守らないことにより生じた損害につい
ては、当社は一切責任を負いません。

© 2015.12 Venture Craft Inc. SDP-1
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