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AirPlay2
If the version of the iOS device is iOS11.4 or later, you can play the music of the
iOS device on this unit and other devices that support AirPlay2.
1. Connect the iOS device to the access point where this unit is connected via
network.
2. Tap the AirPlay icon
on the play screen of the music play application on
the iOS device, and select this unit and AirPlay2-supported devices to play
from the displayed devices.
• AirPlay2-supported devices are displayed with white circle on the right
side.
• Multiple AirPlay2-supported devices can be selected.
• The volume can be adjusted on individual devices.
3. Play the music file on the iOS device.
• If "Network Standby" (or "Net Stby") is set to Off (default value: On) in Setup
menu, manually turn the unit on and then press NET (or "NETWORK") on the
remote controller.
• Due to the characteristics of AirPlay wireless technology, the sound produced
on this unit may slightly be behind the sound played on the AirPlay-enabled
device.

Wi-Fi

You can also play the music files on a PC with iTunes (Ver. 12.8 or later)
equipped. Confirm that this unit and the PC are connected to the same network
beforehand. Then, press NET on this unit. Next, click the AirPlay icon
in iTunes, select this unit and AirPlay2-supported devices to play from the
displayed devices, and start play of a music file.
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e.g., iOS 11.4

Additions to the Setup menu following:
You can change the model name of this unit displayed on the device connected
via Airplay (default value: Integra model name XXXXXX) to a more easily
understood name by pressing
(or Setup button, Menu button) on the remote
controller and selecting "Hardware" - "Network" - "AirPlay Device Name" (or
"Network" - "AirPlay Name").
1. Press Enter to display the Edit screen.
2. Select a character or symbol with the cursors, and press Enter.
Repeat this operation to input up to 31 characters.
"A/a": Switches between upper and lower cases. (Pressing Mode or Caps on
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the remote controller also toggles between upper and lower cases)
"←" "→": Moves the cursor in the arrow direction.
" " "BS": Removes a character on the left of the cursor.
" " "Space": Enters a space.
• Pressing Clear (or CLR) on the remote controller will remove all the input
characters.
3. After inputting, select "OK" with the cursors, and press Enter.
The input name will be saved.
• This function cannot be used when registering this unit to Home App.
* Remote controller buttons may not be supported depending on the model.
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AirPlay2
如果 iOS 设备的版本为 iOS11.4 或更高，则可以在本机和支持 AirPlay2 的其他设备
上播放 iOS 设备的音乐。
1. 将 iOS 设备连接到通过网络连接本机的接入点。
2. 在 iOS 设备音乐播放应用的播放屏幕上点按 AirPlay 图标 ，并从显示的设备
中选择本机和要播放的支持 AirPlay2 的设备。
• 支持 AirPlay2 的设备右侧显示一个白色圆圈。
• 可以选择多个支持 AirPlay2 的设备。
• 可以调整各个设备上的音量。
3. 在 iOS 设备上播放音乐文件。
• 如果在 Setup 菜单中，“Network Standby”（或“Net Stby”）设置为关闭（默认
值：打开），请手动开启本机电源，然后按遥控器上的 NET（或“NETWORK”）。
• 由于 AirPlay 无线技术的特点，本机产生的声音可能会稍落后于支持 AirPlay 设
备所播放的声音。

Wi-Fi

您还可以在装有 iTunes 的 PC 上播放音乐文件（版本12.8 或更高）。确认本机和
PC 事先连接到同一网络。然后，按本机上的 NET。接下来在 iTunes 中单击 AirPlay
图标 ，从显示的设备中选择本机和要播放的支持 AirPlay2 的设备，然后开始播
放音乐文件。
iPhone
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例如 iOS 11.4

Setup 菜单的其他操作：
可以将通过 Airplay 连接的设备上显示的本机型号名称（默认值：Integra 型号名称
XXXXXX）更改为更易理解的名称，具体操作如下：按遥控器上的 （或 Setup 按
钮、Menu 按钮）并选择 “Hardware” - “Network” - “AirPlay Device Name”
（或“Network”-“AirPlay Name”）。
1. 按 Enter 显示 Edit 屏幕。
2. 使用光标选择一个字符或符号，然后按 Enter。
重复此操作，最多可输入 31 个字符。
“A/a”：在大小写之间切换。（按遥控器上的 Mode 或 Caps也能切换大小写）
“←”“→”：朝箭头方向移动光标。
“ ”“BS“：移除光标左侧的一个字符。
“ ”“Space“：输入空格。
• 按遥控器上的 Clear（或 CLR）将移除所有输入字符
3. 输入后，使用光标选择“OK”，然后按 Enter。
输入名称将被保存。
• 将本机注册到Home App时，无法使用此功能。
* 可能不支持遥控器按钮，具体取决于产品型号。
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AirPlay2
iOS端末のバージョンがiOS11.4以上の場合、iOS端末の曲を本機とAirPlay2対応の
他の機器で同時に再生することができます。
1. iOS端末を本機がネットワーク接続しているアクセスポイントにネットワーク接続します。
2. iOS端末の音楽再生アプリの再生画面でAirPlayアイコン
をタップして、表示さ
れる機器から本機と再生したいAirPlay2対応機器を選択します。
• AirPlay2対応機器には右側に白い丸が表示されます。
• AirPlay2対応機器は複数台選ぶことができます。
• 音量調整は機器ごとに調整することができます。
3. iOS端末の音楽ファイルを再生します。
• セットアップメニューで「ネットワークスタンバイ」
（またはNet Stby）をオフ（初期
値：オン)に設定しているときは、手動で本機の電源をオンにして、リモコンのNET
ボタン（またはNETWORKボタン）を押します。
• AirPlayワイヤレス技術の特性上、本機での再生音はAirPlay対応機器での再生音
と比べてやや遅れることがあります。

Wi-Fi

また、iTunes（Ver. 12.8以降）を搭載したPCの音楽ファイルも再生することができま
す。操作は、本機とPCが同じネットワークに接続していることを確認したうえで、本機
をクリックして、表示され
のNETボタンを押します。次にiTunesのAirPlayアイコン
る機器から本機と再生したいAirPlay2対応機器を選び、音楽ファイルを再生します。
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（例）iOS 11.4

セットアップメニューの追加について：
リモコンの
(またはSetup ボタン、Menuボタン)を押し、
「ハードウェア」-「ネットワー
ク」-「AirPlayデバイス名」
（または「Network」-「AirPlay Name」）を選ぶと、AirPlay接
続している機器側で表示される本機の機種名（初期値：Integra 機種名 XXXXXX）をわ
かりやすい名前に変更することができます。
1. Enterボタンを押し、編集画面を表示させます。
2. カーソルで文字・記号を選び、Enterボタンを押します。
この操作をくり返して最大31文字まで入力します。
「A/a」：大文字／小文字が切り換わります。
（リモコンのModeボタン、または
Capsボタンを押しても大文字／小文字が切り換わります）
「←」
「→」：矢印の方向にカーソルが移動します。
「 」
「BS」：カーソルの左側の文字を1文字消去します。
「 」
「Space」：1文字分スペースが入ります。
• リモコンのClearボタン（またはCLRボタン）を押すと、入力した文字をすべて
消去します。
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3. 入力が終われば、カーソルで「OK」を選び、Enterボタンを押します。
入力した名前が保存されます。
• Homeアプリに本機を登録した場合、この機能は使用することができません。
* リモコンボタンは、機種によって対応していない場合がございます。
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