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この度は、RW-WPSシリーズをお買い上げ頂きありがとうございます。

本製品は、ファイル管理アプリ「DATA - BOX」、音楽再生アプリ

「NePLAYER Lite」「NePLAYER」を使い、音楽、動画、書類をはじめと

する様々な形式のファイルを保存・再生可能です。本書では、製品と各

アプリの基本的な操作方法について説明します。

※

NePLAYER

有料版

NePLAYER Lite

無料版(APP内課金)

ハイレゾ、音楽再生なら
DATA-BOX

無料

ファイル管理なら

DATA-BOX
をつかう

※【 NePLAYER Lite 】は、本製品と接続中であれば、APP 内課金をしなくてもハイレゾ音源を再生いただけます。

Android OS 版 APP には
対応しておりません。
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① ご使用上の注意

【microSD カードの取り外しについて】

本製品にアクセスしているときに、本製品
から microSD カードを取り外さないでく
ださい。データが破損する恐れがありま
す。必ず製品の電源を切ったうえで、取り
外しを行ってください。

【電源の ON/OFF について】

データをコピー、再生中には製品の電源を
切らないでください。

microSD カ ー ド は、NTFS / FAT32 で
フォーマットされた製品をご使用くださ
い。その他のフォーマットデータでは保存
されたデータが表示されない、または破損
する恐れがあります。

【microSDカードのフォーマットについて】



② 本製品とWi-Fi 接続する

注意

※1…XXXXは、各製品ごとに設定されている四ケタの管理番号です。

RW-WPS01のWi-Fi接続パスワードは

に初期設定されています。

セキュリティーのため、初回接続および設定リセット後は
必ず後述のパスワードの変更を行ってください。

00000000 (数字の 0 八ケタ)

iOS 機器の Wi-F i 設定から
Wi-F i をオンにします。

(1 )Wi-Fi設定

Wi-Fi

ネットワークを選択

radius_RW-WPS_XXXX

r ad iu s_RW-WPS_XXXX
を選択します。 ※1

(2 )Wi-Fi

radius_RW-WPS_XXXX

パスワードに【 00000000  】
を入力してください ( 初回 /
設定リセット時 )。
パスワードの変更を行って
いる場合、設定したパスワー
ドを入力してください。

(3)

パスワードを入力

00000000

radius_RW-WPS_XXXX

チェック表示で接続完了です。(4 )Wi-Fi

radius_RW-WPS_XXXX

:55

Carrier

iOS左上バーにWi-Fiマークは表示され
ません。

Wi-Fiマーク     が
非表示でも本製品と
接続されています。



③  iOS 機器に DATA BOX をインストールし起動する

ファイル管理アプリ「DATA-BOX」の使い方ガイド

タップし起動

App Storeから「DATA-BOX」をインストールしま

す。（無料）※1

DATA-BOX をインストールした後、アイコンを
タップするとアプリが起動します。

AppStoreで「DATA-BOX」と検索することで、アプリをダウンロー

ドすることができます。

ダウンロードには別途通信料が必要となる場合があります。

※1…

( 1 )

( 2 )



********

DATA-BOX を起動し、右下
の設定を押してください。

(1)

④ Wi-Fi 接続パスワードを変更する

設定の画面へ移動し、「無線
ストレージ設定」項目から
「パスワードを設定する」を
選択します。

(2)

任意のパスワードを半角英
数字 8 桁以上で設定し「OK」
を押してください。

(3)

本製品との Wi-F i 接続が解
除されますので、再度設定し
たパスワードを使い、Wi-F i
接続を行ってください。

(4)

パスワードを入力

radius_RW-WPS_XXXX

********

radius_RW-WPS_XXXX

Wi-Fi接続パスワードはどのアプリで
設定しても共通のパスワードになりま
す。

※



⑤ インターネットを設定する (1/2)

インターネットを設定することで、できること !

通常の使い方

本製品のインターネットを設定することで、各端末と本製品が Wi-F i
接続した状態でも、ご家庭のネットワークに接続し通信料を気にする
ことなくインターネットを使用することができます。また、Wi-F i 未
対応のパソコンとも家庭内ネットワークを介してデータ通信をおこ
なうことができます。

インターネット
へ接続

インターネットに接続
(通信料はかかりません)

Wi-F i 未対応の有線接続パソコン
ともデータ通信可能

Wi-F i 対応ルーター

端末

端末の通信回線を使用
(通信料がかかります)

無線通信を使用
(通信料はかかりません)

本製品

インターネット

接続端末

本製品と接続しながら、端末の通信回線からインターネットに接続、
メールの受信やホームページの閲覧を行うことができますが、端末の
通信回線を使用しインターネットに接続する際は別途通信料がかか
ります。



********

DATA-BOX の設定の画面へ
移動し、「無線ストレージの
設定」項目から「ネットワー
クを設定する」を選択しま
す。

(1)

ご家庭の無線ネットワーク
を選択してください。

(2)

⑤ インターネットを設定する (2/2)

home WiFi

選 択 ネ ッ ト ワ ー ク の パ ス
ワードを入力し、インター
ネットの設定は完了です

(3)

Wi -F i のつながる場所から
移動したらインターネットに
つながらない…

通信回線でインターネット
Wi-F i 接続でデータ通信が
できます

製品の電源を
切り再起動
してください

本製品がネットワークから切断されると、端末の通信回線をつかったインターネット接
続および、Wi-Fiをつかったインターネット接続ができなくなります。その際は本製品の
電源を一旦OFFにし、再起動してください。

※通信回線を使用する際は別途通信料がかかります。

インターネットに繋がらなくなったら…

Wi-Fi対応
ルーター

radius_RW-WPS_XXXX



⑥ データの移動・保存について

DATA-BOX 内の「移動」または「コピー」で操作が可能です。詳細は
「⑩ 保存したデータを編集する」をご確認ください。

本製品とパソコンと接続することでデータの移動・保存が可能で
す。※2

iPhone をパソコンに接続し、iTunes 画面内の「共有」項目よりデー
タの移動・保存が可能です。※3

❶

❷

❸

DATA-BOXを使用し移動・保存が可能なデータは、保存場所によって

異なります。データを移動される際には下図を参考に行ってください。※1

DATA-BOX

写真

RW-WPS ＋ microSD card

パソコン

DATA-BOX が
サポートして
いるデータ

DATA-BOX が
サポートして
いるデータ

❷

❶

❸

iOSの写真アプリに
保存可能なデータ

※1…著作権が保護されているデータの移動・コピーは行えません。

※2…パソコンとの接続方法は製品付属のマニュアルをご確認ください。

※3…iTunesで同期をしている音楽は本製品と接続機器間での移動・コピーはできません。

パソコンでサポート
しているデータ



128

128

Carrier 100%10:55

2 フォルダ /3ファイル

設定内部ストレージ ワイヤレス

編集radius RW-WPS01

ファイル名で検索

写真フォルダ

動画フォルダ

128 リリース.pdf 123KB

Pure Sound.m4a 4.7MB

Logo.jpg 1.2MB

100%

⑦ データを確認する

外部ストレージは本製品を接続している場合に出現します。※2…

選択中の項目は青色で表示されます。※1…

フォルダと
ファイルの数

現在選択中の
ストレージ データを

編集する

データを
検索する

m i c r o S D カ ード に保 存 さ れ たデ ー タはファイル 管 理 ア プリ
「DATA-BOX」にて確認できます。※1 

DATA-BOX内に
保存したデータ
を確認する

外部ストレージ
内に保存した
データを
確認する※2

設定画面に
移動する



⑧ 写真をバックアップする

設定の画面へ移動し、「写真」
項目から「写真の取り込み」
を選択します。

(1)

バックアップしたい写真を選
択し、画面右上の「完了」を押
タップすると、本製品に取り込
みを開始します。

(2)

iOS 端末内の写真を全てバッ
クアップしたい場合は、「写
真の一括バックアップ」を
タップします。

(3)

一括バックアップされた写真
は、本 製 品 内 の「picture  
backup」フォルダ内に保存
されます。

(4)



⑨ アドレス帳をバックアップする

設定の画面へ移動し、「バッ
クアップと復元」項目から
「アドレス帳のバックアッ
プ」を選択します。

(1)

保存先の確認画面がでますの
で、「OK」を選択してください。

(2)

バックアップされたアドレス
帳は、本製品内の「ad re s s」
フォルダ内に「保存した日付
- 時刻 .vc f」のファイル名で
保存されます。

(3)

アドレス帳を復元したい場合
は、「アドレス帳の復元」を選
択し、復元したい日付 - 時刻
の vc f ファイルを選択してく
ださい。

(4)

128

128

Carrier 100%10:55

2 フォルダ /3ファイル

設定内部ストレージ ワイヤレス

編集RW-WPS01

ファイル名で検索

写真フォルダ

adress

128 リリース.pdf 123KB

Pure Sound.m4a 4.7MB

Logo.jpg 1.2MB

100%128

Carrier 100%10:55

2 フォルダ /3ファイル

設定内部ストレージ ワイヤレス

編集RW-WPS01

ファイル名で検索

日付-時刻.vcf

123KB

Logo.jpg 1.2MB

Other
100%

128

Carrier 100%10:55

2 フォルダ /3ファイル

編集RW-WPS01

ファイル名で検索

日付-時刻.vcf

123KB

Logo.jpg 1.2MB

Other
100%



⑩ 保存したデータを編集する

各ストレージ画面右上の「編集」をタッチすると、下図のような操作画面
が表示され、本製品とiPhone間のデータ移動やメール送信、画像の保
存、セキュリティ設定、圧縮などが行えます。※1

【データ編集前の表示画面】

【データ編集時の表示画面】

編集を終了したい場合は、画面右上の「キャンセル」をタッチしてください。

画像データ以外をチェックした場合、選択はできません。

圧縮には、通常のZip圧縮と、パスワード付きZip圧縮いずれかの選択が可能です。

※1…

※2…

※3…

メールで送信

データに
ロックをかける データを

圧縮※3
データの
名称変更

データを
削除

Pure Sound.m4a 4.7MB

Logo.jpg 1.2MB

メール シェア

写真に保存 Zip圧縮

コピー移動新規フォルダ

ロック 名称の変更 削除

編集する
項目をチェック

写真アプリに
保存 ※2

データを
コピーする

データを
移動する

シェアする

新規フォルダを
作成して移動

Carrier 100%10:55

2 フォルダ /24ファイル

編集radius RW-WPS01

ファイル名で検索



メール シェア

写真に保存 Zip圧縮

コピー移動新規フォルダ

ロック 名称の変更 削除

⑪ データにロックをかける

⑫ データを圧縮する

パスワード付き Zip 圧縮を選択した
場合、パスワード入力画面に移動しま
すので、同じパスワードを 2 回入力し、
OK をタップしてください。また、パス
ワードを忘れた場合、ロックが解除で
きなくなりますので、メモに控えておく
などして、お忘れにならないようご注意
ください。

※1…

パスワードを忘れた場合、ロックが解除
できなくなりますので、メモに控えてお
くなどして、お忘れにならないようご注
意ください。

※1…

⑩と同じ手順で編集画面に
移行し、画面左下の「ロック」
アイコンをタップします。

(1)

入力画面に移動しますので、同
じパスワードを 2 回入力し、OK
をタップしてください。※1

(2 )

⑩と同じ手順で編集画面に
移行し、画面左下の「Zip 圧縮」
アイコンをタップします。

(1)

入力画面に移動しますので、
ZiP 圧縮か、パスワード付き
Zip 圧縮を選択します。※1

(2 )

メール シェア

写真に保存 Zip圧縮

コピー移動新規フォルダ

ロック 名称の変更 削除

フォルダ名1

フォルダ名2

OKキャンセル

パスワードを入力してください

パスワードを入力

パスワードを確認する

128

128

フォルダ名1

フォルダ名2

128 ファイル名.pdfキャンセル

ファイル名を入力してください

Zip圧縮

パスワード付きZip圧縮



⑬iOS 機器にNePLAYER Lite / NePLAYER 
をインストールし起動する

音楽再生アプリ「NePLAYER Lite」/「NePLAYER」
の使い方ガイド

タップし起動

App Storeから「NePLAYER Lite」（無料:APP内課

金）/「NePLAYER」（有料）をインストールします。

インストールした後、それぞれのアイコンをタッ
プするとアプリが起動します。

「NePLAYER Lite」は、APP内課金によりハイレゾ音源に対応しま

すが、本製品接続中であれば課金なしでハイレゾ音源を再生する

ことができます。

※1…

AppStoreで「NePLAYER」と検索することで、各アプリをダウン

ロードすることができます。

ダウンロードには別途通信料が必要となる場合があります。

※2…

( 1 )

( 2 )

※1 ※2



********

NePLAYER  Lite / NePLAYER を
起動し、下メニューの設定を
押してください。

(1)

⑭ Wi-Fi 接続パスワードを変更する

設定の画面へ移動し、「スト
レージの管理」項目から「パ
スワードを設定する」を選択
します。

(2)

任意のパスワードを半角英
数字 8 桁以上で設定し「OK」
を押してください。

(3)

本製品との Wi-F i 接続が解
除されますので、再度設定し
たパスワードを使い、Wi-F i
接続を行ってください。

(4)

パスワードを入力

radius_RW-WPS_XXXX

********

radius_RW-WPS_XXXX

①

②

Wi-Fi接続パスワードはどのアプリで
設定しても共通のパスワードになりま
す。

※



⑮インターネットを設定する (1/2)

インターネットを設定することで、できること !

通常の使い方

本製品のインターネットを設定することで、各端末と本製品が Wi-F i
接続した状態でも、ご家庭のネットワークに接続し通信料を気にする
ことなくインターネットを使用することができます。また、Wi-F i 未
対応のパソコンとも家庭内ネットワークを介してデータ通信をおこ
なうことができます。

インターネット
へ接続

インターネットに接続
(通信料はかかりません)

Wi-F i 未対応の有線接続パソコン
ともデータ通信可能

Wi-F i 対応ルーター

端末

端末の通信回線を使用
(通信料がかかります)

無線通信を使用
(通信料はかかりません)

本製品

インターネット

接続端末

本製品と接続しながら、端末の通信回線からインターネットに接続、
メールの受信やホームページの閲覧を行うことができますが、端末の
通信回線を使用しインターネットに接続する際は別途通信料がかか
ります。



設定内部ストレージ ワイヤレス

********

NePLAYER  Lite / NePLAYER の
設定の画面へ移動し、「無線
ストレージの設定」項目から
「ネットワークを設定する」
を選択します。

(1)

ご家庭の無線ネットワーク
を選択してください。

(2)

⑮インターネットを設定する (2/2)

home WiFi

選 択 ネ ッ ト ワ ー ク の パ ス
ワードを入力し、インター
ネットの設定は完了です

(3)

Wi -F i のつながる場所から
移動したらインターネットに
つながらない…

通信回線でインターネット
Wi-F i 接続でデータ通信が
できます

製品の電源を
切り再起動
してください

本製品がネットワークから切断されると、端末の通信回線をつかったインターネット接
続および、Wi-Fiをつかったインターネット接続ができなくなります。その際は本製品の
電源を一旦OFFにし、再起動してください。

※通信回線を使用する際は別途通信料がかかります。

インターネットに繋がらなくなったら…

Wi-Fi対応
ルーター

radius_RW-WPS_XXXX



⑯ データの移動・保存について

NePLAYER Lite/NePLAYER 内の「移動」または「コピー」で操作が可
能です。詳細は「⑳ ストレージ内のオーディオファイルを管理する」
をご確認ください。

本製品とパソコンと接続することでデータの移動・保存が可能で
す。※2

iPhone をパソコンに接続し、iTunes 画面内の「共有」項目よりデー
タの移動・保存が可能です。※3

❶

❷

❸

NePLAYER Lite/NePLAYERを使用し移動・保存が可能なデータは、保存場

所によって異なります。データを移動される際には下図を参考に行ってください。

NePLAYER Lite / NePLAYER

楽曲販売サイト

など

RW-WPS＋ microSD card

パソコン

NePLAYER Lite
NePLAYER が
サポートして
いるデータ

NePLAYER Lite
NePLAYER が
サポートして
いるデータ

NePLAYER Lite
NePLAYER が
サポートして
いるデータ

❷

❶

❸

※1…著作権が保護されているデータの移動・コピーは行えません。

※2…パソコンとの接続方法は製品付属のマニュアルをご確認ください。

※3…iTunesで同期をしている音楽は本製品と接続機器間での移動・コピーはできません。

※1

パソコンでサポート
しているデータ



⑰ 楽曲販売サイトから
オーディオファイルを保存する (1/2)

NePLAYER  Lite / NePLAYER の
下メニューの設定から→設定
を押してください。

(1)

設定の画面へ移動し、「購入
履歴からのインポート」項目
から「インポート先の設定」
を選択します。

(2)

楽曲データを保存するスト
レージ先を選択できます。本
製品を保存先にする場合は
「RW-WPS シリーズ優先」を
選択してください。一度設定
すると、再度設定するまで、
デフォルトの保存先となり
ます。

(3)

①

②



⑰ 楽曲販売サイトから
オーディオファイルを保存する (2/2)

保存したい楽曲のある、販売
サイトを選択してください。

(4)

画面の指示に従い、各販売サ
イトのご自分のアカウント
にサインインしてください。

(5)

購入履歴から、楽曲を選択す
ると、(3)で選択した保存先へ
ダウンロードを開始します。

(6)

各販売サイトのアカウントが必要にな
ります。また、アプリ上での楽曲の購
入はできません。各サイトで購入済み
の楽曲のみダウンロードすることが可
能です。

端末の通信回線を使用しインターネッ
トに接続する際は別途通信料がかかり
ます。大容量データを通信する場合は、
「⑮インターネットを設定する」で本体
のWi-Fiを設定いただき、Wi-Fi環境下
でのダウンロードをお勧め致します。

通信環境によっては、うまくダウンロー
ドできない場合がございます。

外部ストレージへの直接ダウンロード
時には画面をスリープにしないように
してください。

Song Name 1
Artist Name / Album Name WAV 16bit/96kHz 

Song Name 2
Artist Name / Album Name WAV 16bit/96kHz 

Song Name 3
Artist Name / Album Name WAV 16bit/96kHz 

※

※

※

※



⑱オーディオファイルを開く

丸で囲ったマークが接続中の本製品を表します。
曲名をタップすると曲が再生されます。フォルダを作成している場合は
フォルダ内の曲リストを表示します。また、iTunesライブラリ/HDライブラリ
をタップすると、それぞれのオーディオライブラリが表示されます。

HDライブラリは、iPhoneにハイレゾ音源を保存した場合に出現するライブラリです。
NePLAYER Lite / NePLAYERを初めてお使いになる場合、HDライブラリのアイコンは表示さ
れていません。本製品を使用し、HDライブラリへオーディオファイルを保存する方法は、
「⑳ストレージ内のオーディオファイルを管理する」をご参照ください。

※1…

Carrier 100%10:55

プレイリスト

再生中

High
Reso

Song Name 1
Artist Name / Album Name 12:34 

12:34 
Song Name 2

Artist Name / Album Name 

WAV 16bit/96kHz 

WAV 16bit/96kHz 

24bit_48KHz

24bit_96KHz

24bit_192KHz

32bit_384KHz

 iTunes ライブラリ 外部ストレージ（本製品）HDライブラリ※1



⑲ オーディオファイルを再生する

【曲再生中の表示画面】

デジタル接続が可能な radius 製品 (Lightning イヤホン等 ) が接続された場合、製品型番が
表示されます。それ以外の製品は [Other] と表示されます。
上段：プレイヤーで読み込んだ楽曲のサンプリングレート
下段：使用中のデジタル接続へ出力されているサンプリングレート
(画像はネットワーク接続時の表示。アプリ内のデータ再生時は、波形も合わせて表示されます。)
コピープロテクトのかかったコンテンツは再生できない可能性があります。

※1…

※2…

※  …

シャッフルリピート

サラウンドイコライザ

設定

シェア

ビジュアライザー表示の
ON/OFF

ハイレゾ
ビジュアライザー
※2

音を出力
している機器

再生ファイルの
種類

デジタル接続
している機器
※1

音量曲戻し 再生 /停止 曲送り



Carrier 100%00:00

24bit_96KHz

編集戻る

Song Name 1
Artist Name / Album Name 

12:34 

12:34 Song Name 2
Artist Name / Album Name 

WAV 24bit/96kHz 

WAV 24bit/96kHz 

⑳ストレージ内のオーディオファイルを管理する

【ストレージ内のオーディオファイルのコピー / 移動 / 削除】

[HＤライブラリの管理 ] を選択すると、下記と
同様の操作方法で、HD ライブラリの管理を
行うことができます。

※1…

フォルダを作成していない場合は、曲リストが
表示されます。

※2…

再生画面右上の     マークをタップ
すると、各種設定画面に移動します。

(1)

[ ストレージの管理 ] に表示された
製品名をタップ。※1

(2 )

コピー / 移動 / 削除したい曲が入った
フォルダを選択します。※2

(3)

曲を選択し、編集をタップ
します。

選択した曲は、チェック
マークが付きます。

(4)

←

外部ストレージの管理

24bit_96KHz

24bit_192KHz

HDライブラリにコピー

HDライブラリに移動

曲の削除

radius_RW-WPS_XXXX

※iTunesで同期をしている音楽は本製品とiPhone、

iPad、iPod touch間での移動・コピーはできませ

ん。また、一度に大量のファイルをコピー/移動/削

除を実行すると、処理に時間がかかることがありま

す。データサイズにより処理時間は異なります。

※3…

コピー / 移動 / 削除のいずれかを選択す
ると、動作が実行されます。※3

(5 )


