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この度はCayin N6をお買い上げ頂きありがとうございます。
N6の使用方法やFAQをご用意致しましたので、このユーザーマニュアルをご参照いただき、
N6の特徴や使用方法の理解へお役立て下さい。

ご使用の前に



注意事項
免責事項

トレードマークについて
Cayinは、Zhuhai Spark Electronic Equipment Limitedの登録商標です。
IBM and PC / ATは、International Business Machines Corporationの登録商標です。
Microsoft and Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。 
Apple and MacintoshはApple Inc.の登録商標です。  
PentiumはIntel Corporationの登録商標です。
商標及び登録商標は所有者にその権利は帰属します。

電子部品の扱いや処分について
本製品は電子部品によって構成されています。一般の家庭ごみと一緒に処分しない
ようにして下さい。
本製品は各地の自治体における回収の方法に従って下さい。

本製品はリチウム電池を使用しています。処分の際は、各自治体のルールに従った
方法に拠ります。
詳細な方法については各自治体にお問い合わせ下さい。

記号について
お知らせアイコン :
操作中に特別に注意して欲しい重要なお知らせをする際に使用します。
注意アイコン:
操作方法を誤ると本機に重大な問題や危険が及ぶ場合に使用します。

N6に関する文書、システムファームウエアへの複製、翻訳、修正をCayinの承諾
なし行うことは禁止されています。
このユーザーマニュアルは印刷時点のスペックに基づいた文書になります。
Cayinは事前の連絡なしで、製品仕様を変更する権利を保持しています。 
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N6のご紹介

3

2 ボリューム(+)
3  ボリューム(-)  

6   左

8   ダウン

15 Micro SD

9   リセット

13 Micro USB

1   電源/ロック

5   アップ

12 同軸アウト 10 ヘッドホンアウト
11 ラインアウト

4  ジョグダイアル

14 電源 /充電LED

7   右

各部の名称



1   電源 /ロック: ２秒長押しで本機の電源をOn/Offし液晶の点灯/消灯になります。
      
2   ボリューム (+): ボリュームアップ
3   ボリューム(- ):  ボリュームダウン
4   ジョグダイアル
      メニュー画面にて: ダイアルを回すことでメニューアイテムを操作。クリック
　 することでメニューアイテムを確定、あるいはフォルダ内の楽曲を再生します。      
       “Playing Now” 画面にて: ジョグダイアルを回すことでフォルダ内の楽曲をブラウズ。
      またクリックで隠しメニューを表示したり、メニュー内の項目を選択可能です。
5   アップ
      メニュー画面にて: クリックでメニュー項目を一つずつ選択。長押しでメニュー項目
      を素早くブラウズできます。
      “Playing Now”画面にて : 一つ曲を戻します
      アップボタンを長押しで“巻き戻しを開始します。長押しをやめると、経過した箇所
　 から再生を再開します。
6   左: メニューを一段階戻す,あるいは “Playing Now” 画面へ
7   右
       メニュー画面にて,クリックで決定 もしくは、メニューの次の階層へ移動します。l
       “Playing Now” 画面にて: 再生 もしくは一時停止
8   ダウン
      メニュー画面にて：クリックでメニュー項目を一つずつ選択。長押しでメニュー項目
　  を素早くブラウズできます。
      “Playing Now” 画面にて: クリックで次の曲へ 

9   リセット: 　　本機が予期せずうまく動作しない、あるいはフリーズした場合、本機の
　      

    

ポートについて
      10 ヘッドホンアウト : 　　出力は8~600Ωのヘッドホンに対応しています。

      
12 同軸アウト:  外部機器接続のためのデジタルオーディオ出力。              

本機がロックされている状態ですと, 下記のボタンは次の機能を果たします。
ボリューム (+): ボリュームアップ、長押しで前の曲へ移動

when hold

ボリューム (- ): ボリュームダウン, 長押しで次の曲へ移動
ジョグダイアル: 一時停止または再生を再開
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機能について

底部の穴に先が尖ったもの(例えば爪楊枝etc)を挿入することでリセットできます。
 

      ダウンボタンを長押しで早送りを開始します。長押しをやめると、経過した箇所
　 から再生を再開します。

11 ラインアウト : 　　　アナログオーディオ信号は外部アンプ機器への接続のための出力
です。出力レベルは本機のボリュームコントロールに拠りません。



ご使用の前に
本機をお使いになる前に、本製品の基本的な理解のため、次の事項をお読み下さい。

内容物
N6は次の付属品で構成されています。パッケージを開封した時に内容物をしっかり
 ご確認下さい。
1. N6 デジタル・オーディオプレーヤー
2. USBケーブル
3. 同軸ケーブル (3.5mm to RCA)
4. シリコンケース
5. ユーザーマニュアル 
6. 保証書

電源 On/Off
電源On: 本機の電源がOffの場合に, (1) Power On/Off ボタンを長押しすることで電源
がOnになります。
電源Off: 本機の電源がOnの場合に,  (1) Power On/Off ボタンを長押しすることで電源 
がOffになります。

充電
バッテリーの充電
1. USB充電機あるいは、付属のUSBケーブルをUSBポートに本機に接続すると充電が　　　　　　　 
開始されます。
2.本機に内蔵されるバッテリーは5600mAH(3.7v)です。本機を完全に充電するには、
2.0AのUSB充電機の利用で約4時間を要します。　　　　　　　　

N6は専用の充電機は付属しません。高品質の充電機をお使いになることをお勧め
致します。　　　　　　　　　　　　本機を充電の際には室温にてお願い致します。高温あるいは低温にて
充電をすると、
　　
　　　　　　　バッテリーの故障を引き起こす可能性があります。

再生中の充電：USB充電機につながっている際は、充電中でも楽曲再生が可能です。
N6がコンピューターのUSB ポートや充電機に接続されていない場合は、楽曲再生が
停止されます。

適切な充電:
適切な使用方法は製品のバッテリーと本機の製品寿命を伸ばすことが出来ます。 
完全に充電せずにバッテリーの一部を充電を数回行った場合は、完全な充電を行う
ことをお勧め致します。

リチウム電池の特別な特徴として、長い間放電することがなかった場合、
バッテリーの読み込みが正確でないことがあります。
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MicroSDカードについて
MicroSDカードの挿入

MicroSDカードを指で押した後、指を離すとカードが自動的にスロットから取り
外されます。

ヘッドホンの使用
本機は3.5mmステレオミニプラグを使用したヘッドホンをお使いになれます。
プラグをヘッドホンアウト (10) に差し込んで下さい。
再生中にプラグが取り外された場合、楽曲再生が自動的に停止されます。
6.3mm標準プラグをご利用になる場合は、高品質アダプター（付属していません）を
お使いください。
ボリューム調整
(2) ボリューム (+) あるいは (3) ボリューム (-) キーを押してお好みの音量に調整して下さい。
ボリューム(+) を押すと音量アップ, ボリューム (-) を押すと音量ダウンになります。

ゲイン設定
お好みやお使いのヘッドホンのタイプに応じて本機のゲイン設定を行って下さい。
ゲイン設定を“Hdb”にすると本機はゲイン高の設定にて動作します。感度が低い場合や
インピーダンスが高いヘッドホンをお使いの場合に適しています。
またゲイン設定を “Ldb”にすると本機はゲイン低の設定にて動作します。感度が高い
場合やインピーダンスが低いヘッドホンをお使いの場合に適しています。

N6はハイパワーアンプを内蔵していますのでお取り扱いにはご注意下さい。
高音量リスニングを避けるためにも,N6とヘッドホンを接続する前にボリュームを
抑えた上で、徐々にお好みの音量に調整して下さい。

ファイル転送

1. パソコン及びN6の電源をOnにして下さい(Mac or PC) 。
2. 付属のUSBケーブルでN6をパソコンに接続して下さい。
3.お使いのパソコンが自動的にN6を検出し、N6の内部ストレージや挿入された
MicroSDカードについてWindoswのファイルディレクトリをポップアップで知らせます。
N6がパソコンと接続されている間はこれらのストレージにファイルをコピーすること
が出来ます。

接続解除
1.ファイル転送が完了したら、USB装置アイコンをクリックし装置を安全に外す準備が
　出来ましたら、パソコンからN6を外すことが出来ます。
2. USBケーブルを外して下さい。

本機にプリントされた向きの通り、MicroSDカードをスロットに挿入します。
スロットにしっかり挿入されたことをご確認下さい。
MicroSDカードの取り外し
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本機はUSB2.0ポートが備わっています。



楽曲再生
楽曲コントロール
楽曲再生 : “Playing Now” 画面にて, “Play / Pause”右ボタン(7)  を押すことで再生が
開始されます。
一時停止 :　　 “Playing Now” 画面にて、楽曲が再生されている時,  “Play / Pause” 右ボタン
(7) を押すことで再生を停止し、再度押すことで再生が再開されます。
前の曲へ/次の曲へ: “Playing Now”画面にて, 楽曲が再生されているかに関わらず、
“Previous” 左ボタン(6) あるいは “Next” 右ボタン(7)を押すことで楽曲が前か次の曲へ
移動します。
早送り/巻き戻し:  “Playing Now” 画面にて楽曲が再生されているかに関わらず、
“Previous” 左ボタン(6) あるいは “Next” 右ボタン(7)を長押しすることで操作可能です。

ブラウズと再生
 "Music Library"または " Music Category " メニューからN6内にあるファイルへアクセス、
 管理、または再生が可能です。
“Music Library”から再生
ホームメニューにて “Music Library”を選択した後 “Local” あるいは“TF Card” を選び、
右ボタン(7)を押すことで表示されているストレージフォルダーにアクセス出来ます。

ストレージディレクトリのフォルダを選択した上で右ボタン(7)を押すことでフォルダ
内部にアクセスすることが出来ます。
楽曲ファイルを選択した上で右ボタン(7)を押すと、 プレーヤー“Playing Now”画面に
移動し、楽曲再生が始まります。

1. ブラウズと再生
フォルダー内部に入った後は, “アップ”(5) あるいは “ダウン” (8)ボタンで ファイルや
サブフォルダーをブラウズ出来ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　サブフォルダーアイコン上で“右”(7)ボタンを
押すとサブフォルダーにアクセルすることが出来、続けてブラウズが可能です。
選択したファイル上で”右”ボタン(7)を押すと“Playing Now”画面に移動し、楽曲再生が
が始まります。  

2. 前のディレクトリに戻る
ブラウジング中,  “左”ボタン(6)を押すことで前のディレクトリに戻ることが可能です。
 “左”ボタン(6)を何度も押すことで、ホームメニューに移動するまで１つずつ前の
ディレクトリに戻ることが出来ます。

3. フォルダーに入る

4.  全ての楽曲を“Playing Now” リストに加える
“Music Library”メニューに入った後、 “Update the Music Library” を選択することで,
システムが自動的に“Local”や “TF Cards” フォルダ内にあるファイルを“Playing Now” 
リストに加えます。この結果“Playing Now” リストは更新されます。
“Music Category”の“Songs”に 新しい“Playing Now” リストを見ることが出来ます。
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ディスプレイとメニュー
ホームスクリーン

System settingMusic Category

Music Library

Playing Now

Music setting 

ホームメニューにて,  “Music Category”を選択すると楽曲カテゴリーの一覧が表示され
ます。選択したカテゴリーで“右” ボタン(7)を押すと、該当カテゴリー内部の楽曲が 
表示されます。“アップ”ボタン (5)や“ダウン” ボタン(8)で楽曲をブラウズすることが
出来、また“右” ボタン(7)で楽曲再生が可能です。

詳細は,“Music Category”メニューについて記載の9ページを御覧ください。

N6のホースクリーンは５種類のメニューに分割されます: Music Category, Music Library
,  Playing Now, Music setting , system setting

“Music Library”を更新すると、楽曲再生を停止します。

本システムではN6で承認された音楽ファイルのみを表示します。他のファイルは
システム上で表示されません。

“Music Category”での操作
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Music Categoryメニュー

“Music Category”メニューでは、事前にカテゴライズされたグループに応じて楽曲を
ブラウズしたり、再生することが出来ます。

お気に入り
 

“My Favorite” リストから楽曲を外す際はシステム上はマーク付を外すだけで、 
楽曲はストレージ内部に残ったままです。

気に入った楽曲を見つけた時は,その楽曲を “My Favorite”にマークすることが出来ます。 
こうしてマークされた楽曲は特別な楽曲グループとして集められます。
また “My Favorite”へのマーク付けすることも外すことも可能です。
また メニューにおいて“My Favorite”内の曲数の表示も可能です。 

“右” ボタン(7) を押すことで “My Favorite” リストをブラウズ出来ます。
再度、“右” ボタン(7) を押すことで リスト内の楽曲再生が可能です。

"My Favorite" リストに楽曲ファイルを追加する 

次の手順で“My Favorite” に楽曲ファイルを追加することが出来ます。
1. “Music Library”から: “Music Library”内のお好きな楽曲を選択しジョグダイアルを押すと
クイックメニューがポップアップされます。My Favoriteアイコンを選択し、ジョグ
ダイアルを押すことで“My Favorites”リストに楽曲が追加されます。
2. “Playing Now”から:再生中に “Playing Now”メニューでジョグダイアルを押すと、
クイックメニューがポップアップされます。My Favoriteアイコンを選択し、ジョグ
ダイアルを再度押すことで“My Favorites”リストに楽曲が追加されます。

“My Favorite” リストから楽曲を外す

次の手順で “My Favorite”リストから楽曲を外すことが出来ます。
1. “My Favorite” リストから: “Music Category”メニューに移動し、“My Favorite ” リスト
に移動後、リストから外したい楽曲を選択します。ジョグダイアルを押すと、クイック
メニューがポップアップされます 。“My Favorite”アイコンをジョグダイアルで押す
ことでリストから外れます。
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“Music Category”メニューの“Album” リストから見ることが出来ます。 
リストに現在何曲あるか “Music Category”メニューで確認出来ます。
“右” ボタン(7)を押すことで“Album” リスト内部をブラウズ出来ます。
“右” ボタン(7)を再度押すことで選択したアルバムをブラウズ可能です。
“右” ボタン(7)を再度押すことで 選択した楽曲を再生可能です。

2. “Music Library”から:  Music Libraryメニューをブラウズしている時, 
“My Favorite” としてマークされている全ての楽曲はハートのアイコンが付いています。
“My Favorite”から外したい楽曲までスクロールし、ジョグダイアルを押すと ポップ
アップメニューが出ますので、“Remove My Favorite” アイコンをジョグダイアルより
選択することで“My Favorite” リストから外すことが出来ます。

最近再生した楽曲
“Music Category”メニューの“Recently Played” リストから見ることが出来ます。
“Recently Played”リストに現在何曲あるか “Music Category”で確認出来ます。
“右” ボタン(7)を押すことで“Recently Played” リスト内部をブラウズ出来ます。
“右” ボタン(7)を再度押すことで 選択した楽曲を再生可能です。

アルバム

アーティスト
“Music Category”メニューの“Artist” リストから見ることが出来ます。 
リストに現在何曲あるか “Music Category”メニューで確認出来ます。
“右” ボタン(7)を押すことで“Artist” リスト内部をブラウズ出来ます。
“右” ボタン(7)を再度押すことで選択したアーティストの楽曲をブラウズ可能です。
“右” ボタン(7)を再度押すことで 選択した楽曲を再生可能です。
ジャンル
“Music Category”メニューの“Genre” リストから見ることが出来ます。 
リストに現在何曲あるか “Music Category”メニューで確認出来ます。
“右” ボタン(7)を押すことで“Genre” リスト内部をブラウズ出来ます。
“右” ボタン(7)を再度押すことで選択したジャンルの楽曲をブラウズ可能です。
“右” ボタン(7)を再度押すことで 選択した楽曲を再生可能です。
楽曲
N6はMusic Libraryを更新した時にシステムで認識できる全ての楽曲が含まれた
“Songs” リストを作成します。 
リストに現在何曲あるか “Songs”メニューで確認出来ます。
“右” ボタン(7)を再度押すこと全ての楽曲をブラウズ可能です。
“右” ボタン(7)を再度押すことで 選択した楽曲を再生可能です。
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Music Libraryメニュー

ライブラリを更新、ブラウズをしたり、N6 内部の楽曲(内蔵メモリ・Micro SD)を
再生することが出来ます。

楽曲ライブラリの更新
“Music Library”メニューからライブラリを更新することが出来ます。
内臓の中身が更新された時やMicro SDカードを入れ替えた時にライブラリを
更新するよう指示されます。

内蔵メモリ
“Music Library” メニューの“Local”からブラウズ・楽曲再生が可能です。

Micro SDカード
 “Music Library” メニューの“TF Card”からブラウズ・楽曲再生が可能です。 

11



Playing Nowメニュー

Playing Nowメニューにおいては 次の情報を表示します。

Music settingsメニュー

“Playing Now” メニューにおいてジョグダイアルを押すと現在再生中の楽曲が表示
されます。

1. 再生モード
2. バッテリー容量
3. EQ 設定
4. 経過時間
5. 楽曲の時間
6. ボリューム設定
7. 再生中の曲のプレイリスト内
全体における曲番   
8. ゲイン設定

Music Settingメニューでは楽曲再生に関する様々な設定をすることが出来ます。
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ゲイン設定
“Music Setting” メニューで “Gain Setting”を選択すると設定変更が可能です。
HdB/LdBの２種類の設定が可能。
HdB はゲイン高, LdB はゲイン低となります。
工場出荷時の設定はLdBとなります。

DSDゲイン設定
“Music Setting”メニューで“DSD Gain Compensation”を選択すると設定変更可能です。
 0dB/+1dB/+2dB/+3dB/+4dB/+5dB/+6dBの６種類の設定が出来ます。
工場出荷時の設定は+6dBとなります。

イコライザー
Music Setting” メニューで “Equalizer”を選択すると設定変更が可能です。
OFF/Rock/Classic/Jazz/Pop/Dance/Vocal/Blue/Heavy Metal/Customから選択出来ます。
工場出荷時の設定はOFFとなります。

再生モード
“Music Setting”メニューで “Play Mode”を選択すると設定変更が可能です。
このため、各設定に応じて楽曲が再生されるようになります。
       １度だけ再生:  　“Playing Now”リストの楽曲を再生、最後の楽曲終了後に止まります。
       シャッフル: 　　“Playing Now” リストにある楽曲をランダムに再生します。
       リピート: 現在の楽曲をリピート再生します。
       全てリピート: 　 “Playing Now”リストの最後の楽曲を再生後に再度、一番最初の楽曲に
       戻り、繰り返し再生をします。
工場出荷時の設定は一度だけ再生となります。

レジューム再生
“Music Setting”メニューの “Breakpoint Resume”を選択すると設定変更が可能です。
ON/OFFの２種類の設定が可能です。
工場出荷時の設定はOFFとなります。
レジューム再生をONにすると、N6 は最後に再生したファイルの場所をメモリーし、
再度電源をを入れた際に、その場所から再生を開始します。

ギャップレス再生
“Music Setting” で “Gapless”を選択すると設定変更が可能です。
ON/OFFの２種類の設定が可能です。
工場出荷時の設定はOFFとなります。
ギャップレス再生をONにすると、“PlayingNow” リストの曲とと曲のつなぎ目を埋める
ようにシームレスに再生をします。
最大音量
“Music Setting”メニューで “Max volume”を選択すると設定変更が可能です。
 0~100のまで設定が可能。
工場出荷時の設定は100となります。
ジョグダイアルを使用して設定が可能です。

利用開始時のボリューム設定
“Music Setting” メニューで “Startup volume”を選択すると設定変更が可能です。
Medmory/Customの２種類の設定が可能。
工場出荷時の設定はMemoryとなります。
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System Settingメニュー

System Settingメニューから様々なシステム設定を変更できます。

利用開始時ボリュームの設定方法
 “Music Setting” メニューで“Setup startup volume”を選択すると設定が可能です。
 0~100までの設定が可能です。
工場出荷時の設定は20となります。
利用開始時のボリューム設定をCustomにした後に本設定が可能となります。

バランス
“Music Setting”メニューで“Balance”を選択すると設定が可能です。
L10~0~R10までの設定が可能です。
工場出荷時の設定は0となります。
特別な理由がない限り、バランス設定の変更はお勧め致しません。

アルバムアートワーク
“Music Setting”メニューで “Album Art”を選択すると設定が可能です。
ON/OFFの２種類の設定が可能です。
工場出荷時の設定はONとなります。

歌詞
“Music Setting”メニューで “Lyric” を選択すると設定が可能です。
ON/OFFの２種類の設定が可能です。
工場出荷時の設定はONとなります。
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言語
“System Setting”メニューで “Language”を選択すると設定変更が可能です。
Simplified Chinese（簡体字中国語）/Traditional Chinese（繁体字中国語）
/English（英語）/ドイツ語/フランス語/ドイツ語から選可能です。
ファームウェアをアップグレードすると言語設定を確認する表示が出ますので、
適切な言語表示をお選び下さい。

USBモード
“System Setting” メニューで “USB Mode” を選択すると設定変更が可能です。
USB/DACの２種類の設定が可能です。
工場出荷時の設定はUSBとなります。
パソコン接続時、本機はUSB ストレージ、またはUSB DACとして機能します。

バックライト利用時間
System Setting” メニューで “Backlight Time”を選択すると設定変更が可能です。
30s/1m/5m/10m/30m/* (常に)から選択出来ます。
工場出荷時の設定は30sとなります。

明るさ
“System Setting” メニューで “Brightness”を選択すると設定変更が可能です。
1/2/3/4/5 (最も明るい)から設定が可能です。
工場出荷時の設定は2となります。
設定を明るくすると消費電力も高まります。そのため明るい設定にすることで
本機のバッテリー持続時間は相対的に短くなります。

スケジュール電源OFF
“System Setting”メニューで“Scheduled Power Off”を選択すると設定変更が可能です。
ON/OFFの種類の設定が可能です。
工場出荷時の設定はOFFとなります。
 “Scheduled Power Off”を設定すると, 待機中、再生途中など本機利用時に関わらず、
予定された時間が経過すると電源がOFFになります。

スケジュール電源OFF時間
“System Setting”メニューで“Scheduled Power Off”を選択すると設定変更が可能です。

5m/10m/20m/30m/60m/120mから選択することが可能です。
工場出荷時の設定は10mとなります。
“Scheduled Power Off”をOnの設定にした場合のみ、時間設定が可能となります。

リセット
“System Setting”でメニューで“Reset”を選択すると全ての設定が工場出荷時の設定に
戻ります。
“Right（右）” ボタンを押すと Yes/No を選択する表示がでますので, 工場出荷時の設定
に戻したい場合には、Yesを選択して下さい。

N6について
“System Setting”メニューで “About the Player”を選択すると本機の情報を見ることが
出来ます。
“Right（右）”ボタンを押すと、 ハードウエア、ストレージ、ファームウェアについての
情報が表示されます。ジョグダイアルでスクロールダウンするとN6のクイックユーザー
ガイドを見ることが出来ます。
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1.各ファームウエアのバージョンには小さな相違があります。 お客様ご自身で、
必要なバージョンのアップデートをしていただくようお願い致します。
2. 一般的な状況下であれば、お客様のファイルや情報にダメージを加えることは
ありませんが、不完全な操作、また何らかの理由によりアップデートの失敗という
可能性を完全に排除出来ません。これらの理由によりN6をフォーマットすることが
必要となったり、その結果、N6内のお客様のデータを消去する可能性があります。
そのためアップデート前には、全てのデータのバックアップ取得を推奨します。
3. N6 のファームウエアアップデータは他の機器では使用出来ず、また他の機器の
ファームウエアもまたN6では使用出来ません。

ファームウエア・アップグレードの手順
1. 安全のために、事前にN6のバッテリーが十分にあることをご確認下さい。
50%以上のバッテリー充電が必要です。そうでない場合、ファームウエアのアップ
デート前にしっかりとバッテリーの充電を行って下さい。
2.ファームウエアのデータはCayinのウェブサイト(http://en.cayin.cn)よりダウンロード
出来ます。N6の新しいファームウエアファイル(n6.fw) を解凍し、MicroSDカード
(FAT32 formatted)のrootディレクトリにコピーして下さい。
3.本機の電源をOffにし,MicroSDカードを挿入して下さい。
4.UpボタンとPower ボタンを本機がファームウエアファイルを読み込みアップグレード　
モードに入るまで同時に押して下さい。 時間の経過を表示するバーが アップグレードの

5. アップグレードが終了すると本機は再起動します。System Settingメニューの 
“About the Player”において、現在のファームウエア・バージョンが確認出来ます。

ファームウエア・アップグレードの最中は本機の操作はお止め下さい。
アップグレード終了後はファームウエアデータをカードより消去して下さい。
アップグレード後は、Music Libraryをアップデートして下さい。
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ファームウエア・アップグレード
適切に本機を動作させるために CayinはN6のファームウエアを常に開発しています。
ハードウエアのパフォーマンスと効率性を改善するために適宜、CayinはN6の
ファームウエアをアップデートします。またファームウエアのアップデートを通じて、
ハードウエアの特徴や機能の改善や最適化をしたいという狙いがあります。



症状 説明 対処方法

電源が入らない 充電が不足している バッテリーを充電して
ください。

ヘッドホンから 
音が出ない

ボリュームが小さい 適切なボリュームに変更
してください。

ヘッドホンが破損あるいは、 
正しく接続されていない 

ヘッドホンを交換
　　してください。

楽曲の出力レベルが低すぎる
他のファイルを
試して下さい

楽曲の情報が表示
　　されない

ファイルフォーマットが 
　　　対応していない

利用可能なファイル
フォーマットをご確認
　　　ください。

MicroSDカードが
 認識されない

フォーマット方法が対応して
いない可能性があります

FAT16, FAT32, NTFS,
EXFATが利用可能です。

楽曲ファイルが
再生されない

ファイルが破損している
可能性があります ファイルを交換して下さい

ファイル名が正しく
　表示されない

不適切な記号や文字などが
ファイル名に入っています ファイル名を修正下さい

ファイルが正しく
再生されない

MicroSDカードから楽曲
ファイルが削除された可能性
　　　　あります。

Music Libraryを
アップデートして下さい

システムフリーズ
本機を再起動して下さい。
また適宜ファームウエア
を更新して下さい。

USB DACが認識
されない

ドライバーが正しくインス
トールされていない。
PC でお使いのソフトが出力
に対応していない。

適切なドライバーをインス
トールして下さい。 
再生ソフトからN6を外部
出力装置として設定して
下さい。

N6使用中に以下の様な問題が発生した場合、症状に応じた対処方法をお試し下さい。
それでも症状が改善されない場合はCayinセールスサポート、あるいはメンテナンス
部門に解決方法をお問い合わせ下さい。
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対応しているフォーマット
フォーマット 　対応状況 備考

DSF DSD64 ・ DSD128
DFF DSD64 ・ DSD128

SACD-ISO DSD64 ・ DSD128
WAV 24Bit 192kHz
FLAC 24Bit 192kHz
APE 24Bit 192kHz Fast・Normalロスレスに対応
CUE 対応 WAV,FLAC, APE 
MP3 対応
WMA 対応
AAC 対応

製品の安全性について
本機の上に重い物を置かないで下さい。破損あるいは正しく動作しくなくなる原因に
なる可能性があります。
磁力の強い物の近くに本機を近づけないで下さい。
湿気の高い場所での使用はお避け下さい。 電子回路を故障させる原因となる可能性が
あります。
本機やそのアクセサリを落としたり強い衝撃を与えないで下さい。破損あるいは正しく
動作しくなくなる原因になる可能性があります。
埃、煙が立ちこめているような場所での使用はお避け下さい。破損あるいは正しく
動作しくなくなる原因になる可能性があります。
本機に化学薬品や洗剤を使用しないで下さい。 本機を破損させる原因となる可能性が 
あります。
激しい雷雨の中での使用はお避け下さい。破損させる原因となる可能性が あります。
本機の分解はお控え下さい。 保証の適応が困難になる可能性があります。

バッテリーの安全性について
火の中に本機を入れたり、熱したりすることはしないで下さい。バッテリーが爆発
する可能性があります。
本機のバッテリーが非常に高温になった場合は、本機を使うのやめて下さい。
本機にダメージを与える場合があります。

技術的情報
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安全上のご注意



　　仕様
タイプ 内容

ヘッドホン
　アウト

   　出力 220mW+220mW (@32      )　Ω

　　周波数特性
20Hz~20KHz±0.2dB
5H~ 50KHz ±1dB

THD + N 0.005% (20Hz~20kHz,A-Weighted)

ダイナミックレンジ 110dB  (20Hz~20kHz,A-Weighted)
SNR 109dB  (20Hz~20kHz,A-Weighted)

出力インピーダンス < 0.26Ω

ラインアウト

出力レベル 1.7V (@10k Ω)

周波数特性
20~20kHz±0.2dB
5Hz~50kHz±1dB

THD + Noise 0.004% (20Hz~20kHz,A-Weighted)

ダイナミックレンジ 110dB (20Hz~20kHz,A-Weighted)
SNR 109dB (20Hz~20kHz,A-Weighted)

同軸アウト 
出力レベル

0.5V  (@ 75 Ω)
1.0V (Unloaded)

出力インピーダンス 75Ω

スペック

ディスプレイ 2.4”  400*360  IPS 
　データ転送 USB2.0

ポート
ヘッドホンアウト(3.5mm)
ラインアウト(3.5mm)

　　　同軸アウト(3.5mm)
　機器サイズ 126*72*19.7 (mm)

パッケージサイズ 208*163*47   (mm)
　重量 ~ 225g 

パッケージ重量
（アクセサリ含む） ~ 635g

バッテリー 5600mAh 3.7V リチウムポリマー 
メモリーカード MicroSD-TF (最大128G, 付属しません)

ファームウエア MicroSDカード経由で更新
バッテリー駆動時間 ~ 7時間
　充電時間 ~ 4時間 ( 2A 充電時、付属しません）
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Web:www.cayin.cn 
 Zhuhai Spark Electronic Equipment Co., LTD

Tel:+86-756-3828711      
Fax:+86-756-3828722      

@2015 Spark Inc. All rights reserved.

E-mail:info@cayin.cn      

国内正規代理店
株式会社コペックジャパン

www.kopek.jp
info@kopekjapan.co.jp
03-3477-0122

   Spark Inc. 
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