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使用上のご注意

携帯電話使用時のご注意
本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があり
ます。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。

お手入れについて
0 キャビネットや操作パネル部分の汚れは、やわらかい布で軽く

拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書
きに従ってください。

0 ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に
付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しないでく
ださい。

結露（つゆつき）について
本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機を
設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部（動作
部）に水滴が付くことがあります（結露）。結露したまま本機を使用
すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあります。結露
した場合は、本機の電源を切ったまま 1～2 時間放置してから使
用してください。

.

ステレオ音のエチケット
• 隣近所への配慮（おもいやり）を十分にいたしま
  しょう。
• 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいもの
  です。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょ
  う。
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お買い上げいただきありがとうございます。本機をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みになったあとは、い
つでも見られるようにしてください。

ご注意
0 本書の情報は予告なく変更することがあります。

はじめに
このスピーカーは HEOS システムの一部であり、お気に入りの音楽をご家庭のどこにいても楽しむことができます。ホームネットワー
クと iOS または Android™デバイス上の HEOS アプリを使用して、ご自身の音楽ライブラリや多くのオンラインミュージックサービ
ス内の音楽を再生できます。
0 マルチルームオーディオ : 部屋ごとに別々の曲を再生したり、複数の部屋で同じ曲を再生したりすることができます。
0 ご家庭の無線 LAN ネットワークを使用して、すばやく簡単にセットアップができます。
0 スピーカー間のオーディオ同期をマイクロ秒レベルで実現します。
0 Denon 伝統の高音質な再生ができます。
0 かんたんスタートガイド（同梱）に従って簡単に音楽を楽しむことができます。

.

DENON HOME 250
WIRELESS SPEAKER

 かんたん
スタート
 ガイド
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はじめる前に

ご注意
0 すでにスピーカーを設置されている方は、「スピーカーを追加する」(v17 ページ)へ進んでください。

必要なシステムについて
スピーカーを設置する前に、お使いになる環境が次の条件を満たしていることを確認してください。

o 必要なネットワーク
無線ルーター：HEOS システムをお使いになるには、アクセス可能な無線 LAN（Wi-Fi）ネットワークが必要です。無線 LAN ネット
ワークを使用できない場合や無線 LAN ネットワークの購入と設置については、お買い上げの販売店にご相談ください。
高速インターネット接続：HEOS システムはインターネットにアクセスし、多くのオンラインミュージックサービス内の音楽を再生
できます。また、HEOS システムはインターネット経由でソフトウェアの更新をおこないます。

ご注意
0 電気通信端末機器認定品の市販ルーターなどに LAN 接続してください。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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スピーカーについて
スピーカーの箱を開けて、次の同梱品が入っていることを確認してください。

.

スピーカーq かんたんスタートガイド
（保証書を含む）

w 安全にお使いいただくためにe

y電源コード
【本機専用】

t マウント用ねじ

電波に関するご注意r

ご注意
0 必ず本製品に同梱の電源コードを使用してください。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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o 前面

.

q

w

Aスピーカー
Bステータス表示 LED

詳しくは、「ステータス表示 LED について」をご覧くださ
い。(v59 ページ)

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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o 天面
スピーカーの天面に手をかざすと操作パネルのボタン表示が
点灯します。点灯しているボタンにタッチして操作してくださ
い。手を離すとボタン表示は消灯します。

.

q w e

Aクイックセレクトボタン（1～3）
入力ソースの設定をそれぞれのボタンに登録し、呼び出すこ
とができます。(v19 ページ)

Bプレイ/ポーズボタン（13）
0 再生中にボタンを押すと、一時停止します。また、一時停止

中や停止中にボタンを押すと、最後に再生した音楽の再生
を再開します。

0 ボタンを 5 秒以上押し続けると、ディープスタンバイモー
ドになります。(v51 ページ)

0 再生中にボタンを 2 回続けて押すと、次の曲を再生しま
す。

0 再生中にボタンを３回続けて押すと、現在の曲の先頭から
再生するか、前の曲を再生します。

C音量ボタン（+, –）
音量を調節します。

ご注意
0 スピーカーの天面に物を置かないでください。誤動作の原因になり

ます。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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o 背面

.

w r yeq t

A AC インレット
同梱の電源コードを接続します。(v14 ページ)

B Bluetooth ボタン（V）
Bluetooth デバイスとペアリングするときに使用します。
(v24 ページ)

C AUX 入力端子（AUX IN）
オーディオデバイスを接続します。(v22 ページ)

D USB 端子
USB デバイスを接続します。(v23 ページ)

Eネットワーク端子（NETWORK）
有線 LAN でネットワークに接続するときに、LAN ケーブ
ルを接続します。(v17 ページ)

F接続ボタン（CONNECT）
無線 LAN のセットアップに使用します。(v55 ページ)

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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o 底面

.

q

Aマウント用ねじ穴
スピーカーを壁や天井にマウントするときに使用します。
(v13 ページ)
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スピーカーを設置する
次の条件に合わせて、スピーカーの設置場所を決めてください。
0 無線 LAN ネットワークの受信可能範囲内に設置してください。
0 高品位な音でお楽しみいただくために、壁から 8～30cm 離して設置してください。
0 テレビ・パソコン・その他のディスプレイ装置から 30cm 以上離して設置してください。
0 室内の音楽を聴く位置に向け、できるだけ耳の高さに合わせて設置してください。
0 防水仕様ではありません。水辺の近くや雨・雪が降る屋外に放置しないでください。

o 壁または天井に取り付ける
スピーカーは、付属のねじと 14.8kg まで耐えられるスピー
カーまたはカメラ用の標準マウント（ねじ穴：直径 6.35mm）、
アタッチメントなどを使用して、壁や天井に取り付けることが
できます。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

警告
0 付属のねじには二面幅が 4.8mm の六角レンチをお使いくださ

い。
0 付属のねじ以外を使用してスピーカーを壁に取り付けないでく

ださい。スピーカーを破損させる恐れがあります。
0 スピーカーを壁または天井に取り付ける場合は、ブラケット（市

販）を使用してください。スピーカーを壁や天井に直接取り付け
ないでください。

0 スピーカーを壁または天井に取り付ける場合は、安全に取り付
けられていることを確認してください。スピーカーの設置場所
や方法により発生した事故などについては、一切の責任を負い
かねますのでご了承ください。

.

Φ8mm以下

隙間あり

隙間なし

OK
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スピーカーの電源を入れる
同梱の電源コードをスピーカーの背面に接続してから、電源プラグをご家庭のコンセントに差し込んでください。スピーカーの電源は、
100～120V の間で自動的に切り替えることができます。

.

家庭用の電源コンセントへ

電源コード (同梱)
AC100～120V、50/60Hz

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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HEOSアプリをダウンロードする
iOS や Android デバイスで HEOS アプリを使用すると、ご家庭のどこからでも HEOS システムを操作できます。
App Store®、Google Play™ストアまたは Amazon アプリストアで“HEOS”を検索して、iOS 用または Android 用の HEOS アプ
リをダウンロードしてください。

.

仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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スピーカーをセットアップする
スピーカーを設置して HEOS アプリをダウンロードしたら、ホームネットワークに接続するための設定をおこないます。

警告
0 スピーカーを無線 LAN ネットワークに接続する場合は、LAN ケーブルを接続しないでください。スピーカーを有線 LAN ネットワー

クに接続する場合は、LAN ケーブル（市販）を使用して、ルーターやハブに接続してください。

1 モバイルデバイスが無線 LAN ネットワーク（スピー
カーと同じネットワーク）に接続されていることを確
認する。
iOS または Android デバイスの“設定” - “Wi-Fi”で確認で
きます。

ご注意
0 Bluetooth デバイスの Bluetooth 設定をオンにしてください。
0 無線 LAN ネットワークがパスワードで保護されている場合は、

パスワードを確認してください。

2 モバイルデバイスで HEOS ア
プリを起動する。

3 HEOS アプリが起動したら、画面上部の“今すぐセッ
トアップ”をタップする。

4 画面の指示に従って、スピーカーを無線 LAN ネット
ワークに追加する。

ご注意
0 スピーカーが正しくセットアップできない場合は、「困ったときは」

(v52 ページ)をご覧ください。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録セットアップ

16



スピーカーを追加する
HEOS システムには、最大 32 台のスピーカーを追加できます。追加した複数のスピーカー間で音楽再生を同期させることもできます。

有線LANでスピーカーを追加する
LAN ケーブルを使用してスピーカーをホームネットワークに接続するだけで、HEOS アプリの“ルーム”画面に追加されたスピーカーが
表示されます。
また、スピーカーに任意の名前を割り当てると、どの部屋に設置したスピーカーなのか分かりやすくなります。

0 接続には STP または ScTP LAN ケーブルのみをお使いください。（CAT-5 以上推奨）
0 スピーカーの NETWORK 端子とパソコンの LAN ポート/イーサネット端子を直接 LAN ケーブルで接続しないでください。

無線LANでスピーカーを追加する
HEOS アプリの“設定”メニューから“HEOS デバイスの追加”を選択し、画面の指示に従って操作してください。

.

1 2
デバイスの追加

設定ミュージック

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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スピーカーを使用する
スピーカーをネットワークに接続し、HEOS アプリをモバイルデバイスにインストールすると、お気に入りの音楽を簡単に楽しむことが
できます。それぞれのスピーカーで別々の音楽を聴いたり、すべてのスピーカーで同じ音楽を同時に再生したりすることもできます。

再生するルームやスピーカーを選ぶ
複数のスピーカーを接続している場合は、操作するスピーカーを
選択してください。

1 “ルーム”タブをタップする。

2 操作したいルームやスピーカーを選ぶ。

3 “ミュージック”タブから音楽ソースを選び、“再生中”
タブから音量などを操作する。

.

ルーム

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルーム

再生中ミュージック

曲名3
Denon Home 250

曲名１
ダイニングL + ダイニングR

曲名２
キッチン

1

2

3

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録使いかた
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クイックセレクト機能
入力ソースの設定をクイックセレクトボタン（1～3）に登録して、簡単に呼び出すことができます。

1 現在の設定を登録する場合は、登録したい本体のクイックセレクトボタン（1～3）を約 3 秒間押し続ける。

0 登録が完了すると、ステータス表示 LED が 1 回点滅します。
0 登録された設定を呼び出す場合は、本体のクイックセレクトボタン（1～3）を押してください。

【お買い上げ時の設定】
ボタン 入力ソース

Quick Select 1 AUX In
Quick Select 2 －
Quick Select 3 －

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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ラジオを聴く
HEOS システムでは、TuneIn ラジオサービスにアクセスして世
界中から 100,000 以上の無料インターネットラジオ放送を視聴
できます。TuneIn を“ミュージック”メニューから選択し、カテゴ
リー分けされた 100,000 以上の放送局の中からお気に入りの局
を選択してください。

ご注意
0 TuneIn アカウントをお持ちの場合は、“設定” - “ミュージックソース”

- “TuneIn”で TuneIn サービスにサインインすると、すべての“お気
に入り”の TuneIn ステーションにアクセスできます。

.

音声信号

モバイルデバイスの音楽を再生する

1 “ミュージック”タブをタップする。

2 “この iPhone/iPod/iPad/スマートフォン”を選ぶ。

3 モバイルデバイス内の音楽データから、再生したい音
楽を選ぶ。

.

音声信号

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録

20



ネットワーク内のパソコンまたはNAS
の音楽を再生する

1 “ミュージック”タブから“ミュージックサーバー”を選
ぶ。

2 ネットワーク内のパソコンまたは NAS サーバーの名
前を選ぶ。

3 パソコンまたは NAS 内の音楽データから、再生した
い音楽を選ぶ。

.

NASパソコン

音声信号

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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AUX入力されているデバイスの音楽を
再生する

1 3.5mm ステレオオーディオケーブル（市販）を使用し
て、オーディオデバイスをスピーカーの AUX 入力端
子に接続する。
スピーカーの入力ソースが自動的に“AUX IN”に切り替わり
ます。

ご注意
0 すでに 3.5mm ステレオオーディオケーブルをスピーカーの

AUX 入力端子に接続している場合は、“ミュージック”タブから“外
部入力”を選択してください。

2 接続したオーディオデバイスで音楽を再生する。

0 オーディオデバイスの音声は、接続したスピーカーから直接再生するこ
とができます。また、ネットワーク経由で他のスピーカーでも再生でき
ます。

ご注意
0 オーディオデバイスによっては音声信号の出力レベルが高いものがあ

ります。オーディオデバイスの音量を高くすると、スピーカーに過剰な
負荷がかかる場合があります。
この場合、音声がひずむ原因になりますので、オーディオデバイスの音
量を低～中に設定してから適切な音量に調節してください。音声がひず
む場合は、オーディオデバイスの音量を下げてください。

.

音声信号

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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USBデバイスの音楽を再生する

1 FAT32 または NTFS でフォーマットされた USB デ
バイスをスピーカー背面の USB 端子に挿入する。

2 “ミュージック”タブから“USB メモリ”を選ぶ。

3 USB デバイスが接続されているスピーカーの名前を
選ぶ。

4 USB デバイス内の音楽データから、再生したい音楽を
選ぶ。

ご注意
0 USB デバイスに大量のファイルが保存されている場合は、“USB メモ

リ”リストにスピーカーの名前が表示されるまでに数分かかる場合があ
ります。

0 USB ケーブルを使用して、スピーカーの USB 端子とパソコンを接続
して使用することはできません。

.

音声信号

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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Bluetoothデバイスの音楽を再生する
o スピーカーと Bluetooth デバイスをペアリングす

る

1 Bluetooth デバイスの Bluetooth 設定をオンにす
る。

2 スピーカーのステータス表示 LED が緑色で 2 回点滅
するまで、スピーカー背面の Bluetooth ボタン（V）を
3 秒以上押し続ける。

.

3 再生可能な Bluetooth デバイスのリストから、
“Denon Home 250”を選ぶ。
数秒後、Bluetooth デバイスとスピーカーが接続されたこと
を示すメッセージが表示されます。

4 Bluetooth デバイスで音楽を再生する。
スピーカーから音楽を再生します。

.

音声信号

ご注意
0 音楽が聴こえない場合は、お使いの Bluetooth デバイスとの接続を切

断し、再接続してください。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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HEOSアカウントについて
o HEOS アカウントとは

HEOS アカウントは、1 つのユーザー名とパスワードですべて
の音楽サービスを管理するマスターアカウントです。

o HEOS アカウントが必要な理由
HEOS アカウントを使用することで、オンラインミュージック
サービスへのログイン名とパスワード入力が一度で済みます。
HEOS アカウントでログインすれば、友人宅の HEOS システ
ムで音楽を聴くときでも、アカウント登録しているオンライン
ミュージックサービスや再生履歴、カスタムプレイリストにア
クセスできます。

o HEOS アカウントに登録する
HEOS アプリの“ミュージック”メニューからはじめて音楽サー
ビスにアクセスするときに、HEOS アカウントへのご登録をお
すすめするメッセージと登録画面を表示します。

o HEOS アカウントを変更する

1 “ミュージック”タブをタップする。

2 画面左上のaアイコンをタップする。

3 “HEOS アカウント”をタップする。

4 地域の変更やパスワードの変更、アカウントの削除、サ
インアウトをおこなう。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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オンラインミュージックサービスを再生
する

無料または有料配信で、より多くの音楽を提供するオンライン
ミュージックサービスをお使いいただけます。

ご注意
0 HEOS アプリおよびブランドは、どちらのモバイルデバイスの製造元と

も提携していません。音楽サービスの提供は地域によって異なり、製品
購入時にすべてのサービスが利用できるわけではありません。音楽サー
ビスプロバイダまたは第三者の決定に基づき、いくつかのサービスが追
加または中止されることがあります。

o オンラインミュージックサービスを追加する
HEOS アカウントを設定している場合は、“ミュージック”タブ
の“オンラインミュージック”をタップして、対応しているオン
ラインミュージックサービスを HEOS システムに追加できま
す。
画面上の指示に従い、選択したオンラインミュージックサービ
スのユーザー名とパスワードを入力してください。HEOS アカ
ウントサービスはログイン情報を記憶しますので、ユーザー名
とパスワードは一度入力するだけでよく、再生するたびに入力
する必要はありません。
今後追加される新しいオンラインミュージックサービスは、“設
定” - “ミュージックソース” - “オンライン・ミュージッ
ク”でお使いいただける場合があります。

o オンラインミュージックサービスの設定を変更する

1 “ミュージック”タブをタップする。

2 画面左上のaアイコンをタップする。

3 “ミュージックソース”をタップする。

4 “オンライン・ミュージック”をタップする。

5 編集したいオンラインミュージックサービスを選ぶ。

6 一度サインアウトし、再度サインインして HEOS アカ
ウントにユーザー名とパスワードを関連付ける。

7 “ミュージック”メニューに音楽サービスが表示されな
いように、“非表示にする”を選ぶ。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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入力デバイス名の表示を設定する
スピーカーの AUX 入力端子に外部デバイスを接続しているとき
に、変更後のデバイス名を表示させたり、使用していない外部デバ
イス名を表示させないように設定できます。

1 “ミュージック”メニューの左上にあるaアイコンを
タップして、設定メニューを表示させる。

2 “ミュージックソース”をタップする。

3 “外部入力”をタップする。

4 外部デバイスを接続しているスピーカーを選ぶ。

o 入力デバイス名を変更する

1 編集したい入力デバイス名をタップする。

2 “名前”をタップする。

3 接続している入力デバイスの新しい名前を選ぶか入力
する。

4 “保存”をタップする。

o 入力デバイス名を非表示にする

1 非表示にしたい入力デバイス名をタップする。

2 “ミュージック”メニューに表示させないように、“外部
入力の非表示”を有効にする。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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モバイルデバイスの表示を設定する
スマートフォンやタブレットなどに“ミュージックソース”メニュー
を表示させる必要がない場合、表示させないように設定できます。

1 “ミュージック”メニューの左上にあるaアイコンを
タップして設定メニューを表示させる。

2 “ミュージックソース”をタップする。

3 “この iPhone/iPod/iPad/スマートフォン”をタップ
する。

4 “ミュージック”メニューに表示させないように、“この
iPhone/iPod/iPad/スマートフォン”を無効にする。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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同じ音楽を複数のルームで聴く
HEOS システムは、複数のスピーカー間の音楽再生を自動的に同
期させることができます。
HEOS システムには、最大 32 台のスピーカーを追加できます。
また、最大 16 台のスピーカーを 1 つのグループにすることで、1
台のスピーカーのように機能させることができます。

o ルームをグループ化する

1 音楽を再生していないルームをホールド（指で押さえ
たままに）する。

2 そのまま音楽を再生しているルーム（赤枠で囲まれて
いる）までドラッグする。
2 つのルームが 1 つのデバイスグループにグループ化さ
れ、両方のルームで同じ音楽を再生します。

.

21

再生中ミュージックルーム

曲名1
ダイニングルーム

キッチン

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルーム

再生中ミュージックルーム

曲名3

曲名3

曲名2

曲名2

曲名1

ベッドルーム

ベッドルーム

ダイニングルーム

リビングルーム

キッチン

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルーム

リビングルーム

グループ再生をやめるには、対象になるルーム

リビングルーム+キッチン

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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o ルームのグループ化を解除する

1 グループから外したいルームをホールド（指で押さえ
たままに）する。

ご注意
0 グループ化する際に、音楽を再生していたルームをグループから

外すことはできません。

2 グループ（赤枠）の外にドラッグして、指を離す。
グループから外したルームは音楽再生を停止し、他のルーム
は再生を続けます。

.

21 曲名4

曲名3

曲名2

曲名1

ベッドルーム

ダイニングルーム

リビングルーム

キッチン

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルーム

再生中ミュージックルーム再生中ミュージックルーム

曲名1
ダイニングルーム

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルーム

曲名3

曲名2

ベッドルーム

リビングルーム

グループ再生をやめるには、対象になるルーム

リビングルーム+キッチン

キッチン

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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o すべてのルームをグループ化する（パーティーモー
ド）
ピンチジェスチャーを使用して、最大 16 のルームをグループ
化できます。

1 ルームのリスト上の画面に２本の指を置く。

2 ２本の指ですばやくつまむ動作をして、画面から離す。
すべてのルームがグループ化され、同じ音楽がすべてのルー
ムで再生します。

.

1

2

曲名1

ベッドルーム

ダイニングルーム

キッチン

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルーム

曲名4

曲名3

曲名2

曲名1

ベッドルーム

ダイニングルーム

リビングルーム

キッチン

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルーム

リビングルーム

再生中ミュージックルーム 再生中ミュージックルーム

グループ再生をやめるには、対象になるルーム

ダイニングルーム+リビン...

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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o すべてのルームのグループ化を解除する
スプレッドジェスチャーを使用して、すべてのルームのグルー
プ解除ができます。

1 ルームのリスト上の画面に２本の指を近づけて置く。

2 ２本の指をすばやく互いに遠ざけ、画面から離す。
すべてのルームのグループが解除され、それぞれのルームの
音楽が停止します。（グループ化される前から再生中のルー
ムを除きます。）

.

1

2

曲名1

ベッドルーム

ダイニングルーム

キッチン

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルーム

曲名4

曲名3

曲名2

曲名1

ベッドルーム

ダイニングルーム

リビングルーム

キッチン

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルーム

リビングルーム

再生中ミュージックルーム再生中ミュージックルーム

グループ再生をやめるには、対象になるルーム

ダイニングルーム+リビン...

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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ステレオペア機能を使用する
o ステレオペアを設定する

2 台のスピーカーを 1 組のステレオスピーカーとして使用で
きます。（片方のスピーカーから左チャンネルを出力し、もう片
方のスピーカーから右チャンネルを出力します。）2 台のスピー
カーで音楽を再生している場合、ペアにしたスピーカーは 1 つ
のルームとしてルームリストに表示されます。

1 “ルーム”タブをタップする。

2 ペアにしたい 2 台のスピーカーのみのグループを作
成する。（「ルームをグループ化する」(v29 ページ)）

3 eアイコンをタップして、編集モードに入る。

4 2 台のスピーカーだけを含むグループをタップする。
.

3

1

2 4

再生中ミュージックルーム

曲名1
ダイニングルーム

リビング R

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルームを編集

再生中ミュージックルーム

曲名３

曲名３

曲名２

曲名２

曲名1

ベッドルーム

ベッドルーム

ダイニングルーム

リビング L

リビング R

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルーム

リビング L

グループを解除するには、ルームをグループ

リビング L+リビング R

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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5 “ステレオペア”をタップして、2 台のスピーカーをペ
アにする。

6 Bアイコンをタップして、ルームのリストに戻る。

7 iアイコンをタップして、編集モードを終了する。
ペアにした 2 台のスピーカーが含まれるグループを 1 つの
ルームとして表示されます。ステレオペアのルームの名前は
いつでも変更できます。

.

5
6 7グループを編集

名前 リビング L + リビング R

ステレオペア

EQ

バランス センター

L&Rを反転

再生中ミュージックルーム

曲名３

曲名1

ベッドルーム

ダイニングルーム

リビング L+リビング R

グループ化するには、一つのルーム（製品）を

ルーム

曲名２

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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o ステレオペアの名前を変更する

1 “ルーム”タブをタップする。

2 eアイコンをタップして、編集モードに入る。

3 “ステレオペア”（ペアにした 2 つのスピーカーを含む
ルーム）をタップする。

4 “名前”をタップする。

5 ステレオペアの新しい名前を選ぶか入力する。

6 iアイコンをタップして、変更を保存する。

o バランスを調節する

1 “ルーム”タブをタップする。

2 eアイコンをタップして、編集モードに入る。

3 “ステレオペア”（ペアにした 2 つのスピーカーを含む
ルーム）をタップする。

4 “バランス”をタップする。

5 左右のバランスを調節する。

6 iアイコンをタップして、編集モードを終了する。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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o ステレオペアの左右のチャンネルを入れ替える

1 “ルーム”タブをタップする。

2 eアイコンをタップして、編集モードに入る。

3 “ステレオペア”（ペアにした 2 つのスピーカーを含む
ルーム）をタップする。

4 “L&R を反転”をタップして、2 台のスピーカーの左
右のチャンネルを入れ替える。

5 Bアイコンをタップして、ルームのリストに戻る。

6 iアイコンをタップして、編集モードを終了する。

o ステレオペア機能を解除する

1 “ルーム”タブをタップする。

2 eアイコンをタップして、編集モードに入る。

3 “ステレオペア”（ペアにした 2 つのスピーカーを含む
ルーム）をタップする。

4 “ステレオペア”をタップして、ステレオペアを解除す
る。

5 Bアイコンをタップして、ルームのリストに戻る。

6 iアイコンをタップして、編集モードを終了する。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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キュー機能を使用する
“キュー”（次に再生する曲のリスト）を使用して、再生する曲の順番を指定できます。キューに追加する曲は、再生デバイス内やネットワー
ク上から選択できます。（ラジオまたはステーション型ストリームで配信されている曲を除きます。）再生可能な曲（曲、アルバム、プレイ
リストまたは音楽コレクション）を選択して、“キュー”に追加してください。曲をどのようにリストに追加するかを指定します。

.

Play  AIbum

Track 66 0:20

すぐに再生

MusicRooms Now Playing
キャンセル

今すぐ再生してキューを入れ替え

次に再生

キューの最後に追加

Track 11

Track 22

Track 1
HEOS Device

0:20

0:20

Album

再生中MusicRooms

キュー

3:14
Charlie Puth
Track 1

3:19
Charlie Puth
Dangerously

3:10
Charlie Puth
Marvin Gaye

3:32
Charlie Puth
Losing My Mind

3:37
Charlie Puth
We Don’t Talk Any

e r t

w

y

q

再生中ミュージック

Artist
Album

Track 1

ルーム

再生中

0:10 -3:04

Aキューメニュー
曲をどのようにリストに追加するかを選択します。

Bキューアイコン
C編集アイコン
D削除アイコン
E保存アイコン
Fカバーアートまたは HEOS アイコン

タップすると、“再生中”画面に戻ります。

o すぐに再生
再生中の曲の次に選択した曲を追加し、その曲をすぐに再生し
ます。

o 今すぐ再生、キューを入れ替え
キューを削除し、選択した曲をすぐに再生します。

o 次に再生
再生中の曲の次に選択した曲を追加し、続けて選択した曲を再
生します。

o キューの最後に追加
選択した曲をキューの最後に追加します。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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再生中のキューを並べ替える
キューに登録されている曲の再生順を変更できます。

1 “再生中”タブをタップする。

2 画面右上のdアイコンをタップする。

3 eアイコンをタップして、編集モードに入る。

4 fアイコン（各トラック列の右側）を上下にドラッグ
して、曲の順序を変更する。

再生中のキューから曲を削除する
再生中のキューから 1 曲ずつ削除できます。

1 “再生中”タブをタップする。

2 画面右上のdアイコンをタップする。

3 eアイコンをタップして、編集モードに入る。

4 削除したい曲をタップする。

5 gアイコンをタップして、再生中のキューから曲を削
除する。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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再生中のキューからすべての曲を削除す
る

再生中のキューからすべての曲を削除できます。

1 “再生中”タブをタップする。

2 画面右上コーナーのdアイコンをタップする。

3 gアイコンをタップして、キューからすべての曲を削
除する。

プレイリストを保存する
再生中のキューを HEOS プレイリストとして保存できます。保存
されたプレイリストは、HEOS システムに接続された各モバイル
デバイスの HEOS アプリで、“ミュージック”タブから呼び出すこ
とができます。

1 “再生中”タブをタップする。

2 画面右上コーナーのdアイコンをタップする。

3 hアイコンをタップする。

4 プレイリストの名前を入力して、i アイコンをタップ
する。

リピート再生やシャッフル再生をおこな
う

“再生中”画面上に再生コントロールを表示します。

1 “再生中”タブをタップする。

2 リピートbとシャッフルcコントロールを表示さ
せる。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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お気に入り機能を使用する
“HEOS お気に入り”を使用すると、お気に入りのステーションを
リスト化し、すぐに再生することができます。
リスト化するステーションは、ラジオまたはステーション型のス
トリームなどのオンライン音楽サービスから選択できます。
“HEOS お気に入り”には、各種サービスのステーションリストが
表示されます。

o HEOS お気に入りに追加する
オンライン音楽サービスからステーションを選択してくださ
い。メニュー画面が表示されたら、“ラジオ局を HEOS お気に
入りに追加”を選択してください。

ご注意
0 再生中のステーションのメニューから“ラジオ局を HEOS お気に入り

に追加”を選択しても追加できます。

o HEOS お気に入りからステーションを削除する

1 “ミュージック”タブをタップする。

2 “お気に入り”をタップする。

3 eアイコンをタップして、編集モードに入る。

4 削除したいステーションの“削除”をタップする。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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AirPlay機能
iPhone、iPod touch、iPad や iTunes に保存されている音楽ファ
イルをネットワークを経由して本機で再生できます。

ご注意
0 画面は、OS やソフトのバージョンによって変更になる場合があります。

本機は AirPlay 2®対応製品です。
複数の AirPlay 2 に対応したデバイスやスピーカーと同期して音
楽を同時に再生することが可能です。

0 本機は AirPlay 2 対応製品です。iOS 11.4 以降に対応している必要が
あります。

.

音声信号

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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スピーカーでiPhone、iPod touch、
iPadの曲を再生する

iPhone、iPod touch、iPad を iOS 10.0.2 以上にアップデート
すると、iPhone、iPod touch、iPad の曲を本機へダイレクトにス
トリーミングできます。

1 iPhone、iPod touch または iPad の Wi-Fi 設定を本
機と同じネットワークに接続する。
0 詳しくは、お使いのデバイスの取扱説明書をご覧くださ

い。

2 iPhone、iPod touch、iPad の曲を再生する。
iPhone、iPod touch または iPad の画面に AirPlay アイコ
ンが表示されます。

3 AirPlay アイコンをタップして、本機を選ぶ。

.

AirPlayAirPlayDrop:AirDrop:
ryoneryone

【例】 iOS 12 【例】 iOS 10

スピーカーでiTunesの曲を再生する

1 本機と同じネットワークに接続しているパソコンに、
iTunes10 以降をインストールする。

2 iTunes を起動し、AirPlay アイコンをクリックして、
本機を選ぶ。

.

【例】iTunes

3 iTunes で曲を選び、再生する。
本機で再生をはじめます。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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同期された複数のデバイスでiPhone、
iPod touch、iPadの曲を再生する

（AirPlay 2）
iPhone、iPod touch、iPad が iOS 11.4 以上の場合、iPhone、
iPod touch、iPad の曲を AirPlay 2 対応の複数のデバイスと同
期させて再生することができます。

1 iPhone、iPod touch、iPad の曲を再生する。
iPhone、iPod touch または iPad の画面に AirPlay アイ
コンを表示します。

.

2 AirPlay アイコンをタップする。
同一ネットワーク上で再生可能なデバイスやスピーカーの
一覧を表示します。
0 AirPlay 2 対応のデバイス名には右側に丸い印が表示さ

れます。

.

スピーカー

Denon  xxxxxxxx

iPhone

3 再生したいデバイスやスピーカーをタップする。
0 AirPlay 2 対応のデバイスは複数台選択することができ

ます。
0 音量調整はデバイスごとの調整と、全体の調整がそれぞれ

できます。

.

iPhone

スピーカー

Denon xxxxxxxx

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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スピーカーの設定を変更する
お使いの状況に合わせて、それぞれのスピーカーの設定を変更で
きます。

1 “ミュージック”メニューの左上にあるaアイコンを
タップして、設定メニューを表示させる。

2 “マイデバイス”を選び、スピーカーのリストを表示さ
せる。

3 設定を変更したいスピーカーをタップする。

スピーカー名を変更する

1 “名前”をタップする。

2 スピーカーの新しい名前を選ぶか入力する。

3 iアイコンをタップして、変更を保存する。

無線LANネットワーク接続を変更する

1 “ネットワーク”をタップする。
お使いのスピーカーがアクセス可能な無線 LAN ネットワー
クのリストが表示されます。

2 リストからスピーカーを接続するネットワークを選
ぶ。
スピーカーのネットワーク接続が変更されるまでお待ちく
ださい。

ご注意
0 スピーカーを有線 LAN ネットワークに接続している場合は、有線 LAN

ネットワークが自動的に選択されます。無線 LAN ネットワークに接続
する場合は、スピーカーの背面から LAN ケーブルを取り外してくださ
い。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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スピーカーのイコライザーを変更する

1 “トーンコントロール”をタップする。

2 “高音”または“低音”を調節する。

ご注意
0“リセット”をタップすると、お買い上げ時の設定に戻ります。

音質を変更する
別ルームのスピーカーに接続している外部デバイスの音楽ソース
を再生するときの音質を設定します。

“高品質”を選択すると、入力ソースの品質のまま配信されます。

1 “クオリティ”をタップする。

2 “標準”（お買い上げ時の設定）または“高品質”をタップ
する。

0“高品質”に設定しているときに音が途切れる場合は、“標準”を選択して
ください。

ステータス表示LEDの明るさを調節す
る

1 “ステータス LED”をタップする。

2 スライダーを動かして、明るさを調節する。
スライダーをオフにすると、ステータス表示 LED は消灯し
ます。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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高度な設定
警告

0 高度なスピーカー設定が正しくおこなわれなかった場合、スピー
カーがネットワークから切断されて使用できなくなります。お
使いのスピーカーに問題がない限り、設定を変更しないでくだ
さい。

o ネットワーク設定

1 “詳細設定”をタップする。

2 “NETWORK SETTINGS”タブをタップする。

3 次のオプションをすべて表示させるために、画面をス
クロールする。
a. Network Interface （Ethernet or Wireless）
b. Wireless Settings
c. IP Address Settings （Automatic or Manual）
d. Wireless Power Saving

4 “Save Settings”をタップして新しい設定を適用す
るか、“Cancel Changes”をタップして以前の設定に
戻す。

o 無線節電機能について
スピーカーを有線 LAN でネットワークに接続しているとき
に、スピーカーの無線 LAN 機能をオフにして節電します。ス
ピーカーから LAN ケーブルを取り外すと、無線節電機能が自
動的にオフになり無線 LAN 機能がオンになるため、スピーカー
を無線 LAN ネットワーク上で認識できます。

ご注意
0 無線節電機能がオンの場合でも、“マイデバイス” －（“デバイス名”）－
“ネットワーク”画面にアクセスするときやスピーカーの CONNECT
ボタンを押したときは、無線 LAN 機能が一時的にオンになります。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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o ファームウェアのアップデート

1 “詳細設定”をタップする。

2 “FIRMWARE UPDATE”タブをタップする。

n Update status

手動でファームウェアの更新を確認します。

n Allow updates

ON
（お買い上げ時の設定）： 更新を許可します。

Off： 更新を許可しません。

3 “Save Settings”をタップして新しい設定を適用す
るか、以前の設定に戻すために“Cancel Changes”を
タップする。

o HEOS デバイスについて
スピーカーの技術的な情報を表示します。

1 “詳細設定”をタップする。

2 “ABOUT”タブをタップする。

3 下にスクロールしてデバイスの情報を確認する。
a. Hardware
b. Software
c. Device

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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システムを更新する
HEOS システムは、高速インターネット経由でソフトウェアの更新および機能の追加ができます。スピーカーと HEOS アプリ、または
どちらか一方を更新するときは、画面上に表示される手順に従ってください。

1 “ミュージック”メニューの左上にあるaアイコンを
タップして、設定メニューを表示させる。

2 “ソフトウェアアップデート”をタップする。

n アップデートを確認

更新がある場合は、画面上に表示される手順に従ってインストール
してください。

n 自動アップデート

ON
（お買い上げ時の設定）： ソフトウェアを自動更新します。

Off： アップデートを通知します。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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高度な機能
HEOS システムには高度な機能があります。基本的な操作に慣れたらお試しください。次の手順で HEOS システムの高度な機能を設定
できます。

1 “ミュージック”メニューの左上にあるaアイコンを
タップして、設定メニューを表示させる。

2 “詳細設定”を選び、設定一覧を表示させる。

モバイルデバイスの音楽を共有する
（ミュージックライブラリ共有）
HEOS アプリには、モバイルデバイス内の音楽をホームネットワー
ク上の HEOS アプリユーザーと共有できる“ミュージックライブ
ラリ共有”という機能があります。この機能を有効にするには、
“ミュージックライブラリ共有”をタップして“オン”に設定してく
ださい。
音楽を共有するモバイルデバイス名は音楽サーバーとして表示さ
れ、他の HEOS アプリから閲覧と音楽再生ができるようになりま
す。

無線接続状態を確認する（ネットワーク
診断ツール）

スピーカーの無線接続状態を確認できます。

n クオリティ

良い / 良好 / 弱い

ご注意
0 スピーカーの接続状態が弱い場合は、無線接続に干渉する他の電子デバ

イス（電子レンジ・コードレス電話・テレビなど）が近くにないかを確認
してください。

n 信号

良い / 良好 / 弱い

ご注意
0 スピーカーの信号強度が弱い場合は、スピーカーが無線 LAN ネットワー

クの接続可能範囲内にあるかを確認してください。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録

49



症状を送信する（診断データの送信）
ネットワークまたは HEOS システムでお困りの場合は、お問い合
わせの際に担当者が診断オプションを選択するようお願いするこ
とがあります。その際、HEOS システムの診断情報を Denon の技
術サポートに送信する機能です。

ご注意
0 個人情報が送信されたり、共有されたりすることはありません。

HEOSアプリをリセットする
インストールした HEOS アプリをお買い上げ時の設定に戻す機
能です。アプリの削除やアプリストアからダウンロード、再インス
トールをする必要はありません。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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電源管理

電源モード
o クイックスタートモード

スピーカーは 20 分以上ネットワークへのアクセスがない場合や
音楽を再生しない場合に、自動的にクイックスタートモードに切
り替わって消費電力を抑えます。 クイックスタートモード中にス
ピーカーの操作をすると電源がオンになります。
クイックスタートモード中は、ステータス表示 LED が青色で薄暗
く点灯します。
n Ethernet

有線 LAN 経由で音楽再生後、約 20 分間システムを操作しな
いかネットワークへのアクセスがない場合

n Wi-Fi
無線 LAN 経由で音楽再生後、約 20 分間システムを操作しな
いかネットワークへのアクセスがない場合

n USB
USB デバイス経由で音楽再生後、約 20 分間システムを操作
しないかネットワークへのアクセスがない場合

n Bluetooth
Bluetooth 経由で音楽再生後、Bluetooth 接続を切断して、約
20 分間システムを操作しないかネットワークへのアクセスが
ない場合

n AUX IN
約 20 分間音声入力がない場合

o ディープスタンバイモード
クイックスタートモード時に 60 分以上ネットワークへのア
クセスがない場合、スピーカーは自動的にディープスタンバイ
モードに切り替わります。ディープスタンバイモード中は前面
のステータス表示 LED が消灯します。
いずれかのボタンを押すと、電源がオンになります。

0 13 ボタンを 5 秒以上押し続けても、ディープスタンバイモードに
切り替わります。

o オフ
スピーカーの電源を切りたいときは、コンセントから電源プラグ
を抜いてください。

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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困ったときは

スピーカーをネットワークに接続できない
対処方法 参照ページ

0 スピーカーの設定をおこなう前に、スマートフォンやタブレットが無線 LAN ネットワークでホームネットワークに接続され
ていることを確認してください。

16

0 LAN ケーブル（市販）を使用して、スピーカーをネットワークルーターに接続できます。LAN ケーブルで接続すると HEOS ア
プリはスピーカーを認識しますので、“設定” - “マイデバイス” - “（デバイス名）” - “詳細設定” - “Network Settings”か
ら手動で無線 LAN ネットワークに接続してください。

17

スピーカーとBluetoothデバイスをペアリングできない
対処方法 参照ページ

0 Bluetooth デバイスとのペアリングが正しく機能していません。Bluetooth デバイスの電源を入れ直してペアリング情報を消
去してから、再度スピーカーとペアリングしてください。

－

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録困ったときは
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Bluetooth接続したデバイスの音楽が聴こえない
対処方法 参照ページ

0 Bluetooth デバイスがスピーカーとペアリングされていません。手順に従ってペアリングしてください。 －
0 スピーカーの再生モードが“Wi-Fi”または“AUX In”になっています。“Bluetooth”を選択してください。 －
0 Bluetooth デバイスが別のオーディオデバイスに接続されています。別のオーディオデバイスとの接続を切断して、再度スピー

カーと接続してください。
－

0 Bluetooth デバイスの音量が低すぎます。Bluetooth デバイスの音量を確認してください。または、スピーカーの音量を確認し
てください。

－

音楽が途切れる、または遅れる
対処方法 参照ページ

0 インターネット接続が正しく機能していることを確認してください。他のユーザーやデバイスとネットワークを共有している
場合、使用帯域幅の空きが少なくなっている場合があります。（特にビデオストリーミング中のとき）

7

0 スピーカーが無線 LAN ネットワークの範囲内にあることを確認してください。 49
0 スピーカーの近くに、無線接続に干渉する他の電子デバイス（電子レンジ・コードレス電話・テレビなど）がないかを確認してく

ださい。
49

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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テレビをAUX入力すると音声が遅れる
対処方法 参照ページ

0 テレビなどのビデオデバイスの音声出力を AUX 入力端子に入力して、２台以上のスピーカーをグループ化すると、画像と音声
のずれが発生する場合があります。これはすべてのスピーカーに同時に音声が届くようにするために、HEOS システムでバッ
ファリングするしくみのためです。

22

0 画像と音声のずれを避けるためには、スピーカーをグループ化せずに、１台のみ接続してください。 －

iOSデバイスを使用してネットワークに接続する
対処方法 参照ページ

スピーカーは、Apple 社の“WAC（Wireless Accessory Configuration）”セットアップモードに対応しています。WAC セッ
トアップモードでは、ネットワーク名とパスワードを入力せずにスピーカーをネットワークに接続できます。
iOS 機器のファームウェアのバージョンが iOS 10.0.2 以降に対応している必要があります。

1. -（マイナス）ボタンと 13 ボタンを同時に約 3 秒間押し続ける。
2. iOS デバイスの“設定”から“Wi-Fi”メニューを選ぶ。
3. リストの下にある“新しい AIRPLAY スピーカーを設定...”から“Denon Home 250”を選ぶ。
4. スピーカーを接続するネットワークを選び、“次へ”を押す。
5. 画面の指示に従ってセットアップを完了する。

WAC セットアップモードは約 15 分間続きます。15 分以内にセットアップが完了しない場合、WAC セットアップモードは解
除され、元のホームネットワーク接続に戻ります。WAC セットアップモードを解除する場合は、13 ボタンを押してください。
ステータス表示 LED が速く 5 回点滅します。

－

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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AUX入力を使用すると音がひずむ
対処方法 参照ページ

0 再生デバイスからのアナログ出力信号が極めて大きい可能性があります。再生デバイスの音量を高くすると、スピーカーに過剰
な負荷がかかる場合があります。この場合、音声がひずむ可能性がありますので、再生デバイスの音量を低～中に設定してから
適切な音量に調節してください。音声がひずむ場合は、再生デバイスの音量を下げてください。

－

WPSネットワークに接続する
対処方法 参照ページ

WPS（Wi-Fi Protected Setup）対応の無線ルーターをお使いの場合は、次の手順に従ってスピーカーを「プッシュボタン方式」
でネットワークに接続できます。
Wi-Fi Protected Setup™は Wi-Fi Alliance の商標です。
1. ルーターの WPS ボタンを押す。
2. 2 分以内にスピーカー背面の CONNECT ボタンを 3 秒以上押し続ける。
3. スピーカーが WPS ルーターに接続されると、スピーカー前面のステータス表示 LED が数秒間緑色に点滅します。
4. 接続が完了すると、スピーカー前面のステータス表示 LED が青色に点灯します。

7
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スピーカーを初期化する
対処方法 参照ページ

スピーカーを初期化すると、無線 LAN ネットワーク情報、イコライザー、ネットワーク名などが消去されますが、現状のソフトウェ
アは保持されます。初期化したあとは、“設定” - “HEOS デバイスの追加”でスピーカーをホームネットワークに再接続してくだ
さい。
スピーカーを初期化するには、スピーカー背面の CONNECT ボタンと Bluetooth（V）ボタンを、前面のステータス表示 LED が
黄色で点滅するまで約 5 秒間押し続けてください。

–

天面のボタンが正しく動作しない
対処方法 参照ページ

0 スピーカーの天面に物を置かないでください。 －
0 天面の近くに物があると（カーテンやスチール製のラックなど）、天面のボタンが意図せずにオンになる場合があります。 －
0 近くに物がない場所に設置してください。 －
0 天面のパネルを掃除する際は電源コードを抜いてからおこなってください。 －
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保証と修理について
o 保証書について

保証書は、同梱の「かんたんスタートガイド」に収録しています。
保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店
から受け取っていただき、内容をよくお読みの上、大切に保管し
てください。

o 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意
0 保証書を提示されない場合は有料修理になりますので、ご注意くださ

い。

o 保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、
有料修理致します。

o 修理料金のしくみ
0 技術料・・・・故障した製品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費・技術教育費・測定機器などの設備
費・一般管理費などが含まれます。

0 部品代・・・・修理に使用した部品代金です。
その他修理に付帯する部材などを含む場合もありま
す。

0 出張料・・・・製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
別途駐車料金をいただく場合があります。

o 補修部品の保有期間
本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。
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o 修理を依頼されるとき
修理を依頼される前に
0 取扱説明書の「困ったときは」の項目をご確認ください。
0 正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合があり

ますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べくださ
い。

修理を依頼されるとき
0 修理お問い合わせ窓口へご相談ください。
0 出張修理をご希望される場合は、別途出張料をご請求させて

いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
0 修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくこと

をおすすめします。

o 依頼の際に連絡していただきたい内容
0 お名前、ご住所、お電話番号
0 製造番号・・・製品の背面に表示しています。
0 できるだけ詳しい故障または異常の内容

o お客様の個人情報の保護について
0 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサー

ビス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利
用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承
ください。

0 保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およ
びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す
るものではありません。
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ステータス表示LEDについて
スピーカーの状態により、フロントパネルのステータス表示 LED が変化します。

スピーカーの状態 LED 表示 説 明

ディープスタンバイ
モード

.

（消灯）

電源オフ、またはディープスタンバイモードです。(v51 ページ)

クイックスタートモー
ド

.

（薄暗く点灯）

クイックスタートモードです。(v51 ページ)

電源オン

.

（点滅）

起動中、およびネットワークに接続中です。

.

（点灯）

ネットワークに接続しました。

.

（点灯）

ネットワークに接続できません。
ネットワークに接続し直してください。
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スピーカーの状態 LED 表示 説 明

WPS

.

（高速点滅）

WPS でネットワークに接続中です。

.

（約 3 秒間点灯）

WPS でネットワークに接続しました。

.

（約 3 秒間点灯）

WPS がタイムアウトしました。
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スピーカーの状態 LED 表示 説 明

Bluetooth

.

（2 回点滅）

Bluetooth のペアリングモード中です。

.

（1 回点滅）

Bluetooth 接続が完了しました。

.

（約 3 秒間点灯）

Bluetooth デバイスとのペアリングに失敗しました。
ペアリングし直してください。(v24 ページ)

音量設定

.

（中速点滅）

音量調節中です。

.

（低速点滅）

ミュート中です。
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スピーカーの状態 LED 表示 説 明

アップデート

.

（点滅）

ファームウェアのアップデート中です。

.

（低速点滅（暗くならない））

ファームウェアのエラーです。
お使いの環境を確認し、アプリを再起動した後に再度ファームウェアのアップデートをおこなって
ください。(v47 ページ)

セットアップエラーで
す

.

（点灯）

セットアップエラーです。
お使いの環境を確認し、正しい操作手順でセットアップし直してください。それでもエラー表示さ
れる場合は、お買い上げ時の設定に戻した後にセットアップし直してください。(v56 ページ)

.

（高速点滅）

ハードウェアのエラーです。
電源コードを抜き、しばらく時間をおいてから電源コードを再投入してください。

リセット
.

（点滅）

お買い上げ時の設定に戻しています。
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対応ファイルの種類とコーデック
周波数 サンプリングレート ファイル拡張子 コーデック ビットレート

32/44.1/48
88.2/96/176.4
192 kHz

16/24 bit wav PCM ---

32 kHz
44.1 kHz
48 kHz

16 bit mp3 MPEG-1 Audio Layer 3
CBR/VBR 32 ～ 320 kbps

32 kHz
44.1 kHz
48 kHz

16 bit m4a
aac AAC-LC 48 ～ 320 kbps

32 kHz
44.1 kHz
48 kHz

16 bit wma wma9
CBR CBR：48 ～ 192 kbps

44.1/48
88.2/96/176.4
192 kHz

16/24 bit flac flac ---

44.1/48
88.2/96/176.4
192 kHz

16/24 bit m4a ALAC ---

2.8/5.6 MHz 1 bit dff
dsf

DSDIFF
DSF ---

ご注意
0 Apple の Fairplay DRM などの DRM 保護されたファイルには対応していません。
0 高ビットレートまたはハイレゾ音源を選択すると、コーデックで適切なレベルに設定されて出力します。
0 ALAC デコーダは Apache License Version 2.0（http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0）に基づいて配布されています。
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主な仕様
無線 LAN
ネットワーク種類（無線 LAN 規格）： IEEE 802.11a/b/g/n/ac に対応
使用周波数帯域： 2.4GHz、5GHz

一般
動作温度： 5°C～35°C
電源： AC 100～120V、50/60Hz
消費電力： 26W
クイックスタートモード時の消費電力： 2.1W（Wi-Fi 2.4GHz）

2.2W（Wi-Fi 5GHz）
1.7W（Ethernet）
2.1W（USB、Wi-Fi 接続時）
1.7W（Bluetooth）

ディープスタンバイモード時の消費電力： 0.3W
最大アナログ入力： 2Vrms
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外形寸法
単位：mm

.

21
7

120295

質量：3.7kg

仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。
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情報

登録商標について

.

Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

.

Apple、Apple ロゴ、iPhone および iPad は、米国およびその他の国およ
び地域で登録された Apple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc.の
サービスマークです。

.

Wi-Fi Protected Setup™ ロゴは、Wi-Fi Alliance の商標です。

.

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有
する登録商標であり、D&M Holdings Inc. はこれらのマークをライセン
スに基づいて使用しています。 その他の商標および商標名は、それぞれの
所有者に帰属します。

.

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from
Aiphone K.K.
Use of the Works with Apple badge means that an accessory
has been designed to work specifically with the technology
identified in the badge and has been certified by the developer
to meet Apple performance standards.
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ライセンス
o本機で使用するソフトウェアのライセンス情報

GPL、 LGPL ライセンスについて
本製品では、GNU-General Public License（以下 GPL）、GNU Lesser
General Public License（以下 LGPL）などが適用されるコードを一部のモ
ジュールで使用しております。
これらのソフトウェアに関しては、各ライセンスに基づきソースコードを入手、
改編、配布できます。
当社のお客様相談センターにお問い合わせいただければ、実費にて GPL、LPGL
ライセンスに基づくソースコードをご提供させていただいております。なお、提
供しているソースコードは保証されていません。また、ソースコードの内容につ
いてのお問い合わせは受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。
ここでは、本機に使われているソフトウェアの利用許諾（ライセンス）について記
載しています。正確な内容を保有するため、原文（英語）を記載しています。

nGPL

使用オープンソース バージョン
bridge-utils 1.6
busybox 1.27.2
ebtables 2.0.10-4
Linux kernel 4.4.22
mtd-utils 2.0.2
ntfs-3g_ntfsprogs 2017.3.23
u-boot 2018.07
cifs-utils 6.7
wireless-tools 2.9
ffmpeg 3.4.4

nLGPL

使用オープンソース バージョン
ffmpeg 3.4.4
libmms 0.6.4
taglib 1.11.1
libglib2 2.54.2
libnl 3.4.0
glibc 2.28
glib 2-2.54.2
ntfs-3g_ntfsprogs 2017.3.23
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nMbed TLS-2.7.5

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND
DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use,
reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9
of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized
by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
“control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50 %) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making
modifications, including but not limited to software source code,
documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but not
limited to compiled object code, generated documentation, and
conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work (an
example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or
Object form, that is based on (or derived from) the Work and for
which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship.
For the purposes of this License, Derivative Works shall not include
works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the
original version of the Work and any modifications or additions to
that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright
owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition,
“submitted” means any form of electronic, verbal, or written
communication sent to the Licensor or its representatives,
including but not limited to communication on electronic mailing
lists, source code control systems, and issue tracking systems
that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose
of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as “Not a
Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal
Entity on behalf of whom a Contribution has been received by
Licensor and subsequently incorporated within the Work.
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2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide,
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in
this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell,
import, and otherwise transfer the Work, where such license applies
only to those patent claims licensable by such Contributor that are
necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination
of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s)
was submitted. If You institute patent litigation against any entity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses granted
to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative
Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that
You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution
notices from the Source form of the Work, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained within
such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to
any part of the Derivative Works, in at least one of the following
places: within a NOTICE text file distributed as part of the
Derivative Works; within the Source form or documentation, if
provided along with the Derivative Works; or, within a display
generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party
notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for
informational purposes only and do not modify the License. You
may add Your own attribution notices within Derivative Works that
You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text
from the Work, provided that such additional attribution notices
cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications
and may provide additional or different license terms and
conditions for use, reproduction, or distribution of Your
modifications, or for any such Derivative Works as a whole,
provided Your use, reproduction, and distribution of the Work
otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state
otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in
the Work by You to the Licensor shall be under the terms and
conditions of this License, without any additional terms or
conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall
supersede or modify the terms of any separate license agreement
you may have executed with Licensor regarding such
Contributions.
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6. Trademarks. This License does not grant permission to use the
trade names, trademarks, service marks, or product names of the
Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of
the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed
to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor
provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for
determining the appropriateness of using or redistributing the
Work and assume any risks associated with Your exercise of
permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the Work
(including but not limited to damages for loss of goodwill, work
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been
advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the
Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and
charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or
other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend,
and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or
claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets “[]”
replaced with your own identifying information. (Don’t include the
brackets!)The text should be enclosed in the appropriate comment
syntax for the file format. We also recommend that a file or class
name and description of purpose be included on the same “printed
page” as the copyright notice for easier identification within third-
party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”);
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
express or implied. See the License for the specific language
governing permissions and limitations under the License.
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nmDNSResponder-765.50.9

The majority of the source code in the mDNSResponder project is
licensed under the terms of the Apache License, Version 2.0,
available from:
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

To accommodate license compatibility with the widest possible
range of client code licenses, the shared library code, which is linked
at runtime into the same address space as the client using it, is
licensed under the terms of the “Three-Clause BSD License”.

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT
Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public
Software Licence (which is substantially similar to the “Three-
Clause BSD License”, with some additional language pertaining to
Australian law).

nOpenAvnu-2018-07-30

Copyright (c) 2012, Intel Corporation
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

3. Neither the name of the Intel Corporation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
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nfmt-5.1.0

Copyright (c) 2012 - 2016, Victor Zverovich

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

nlibtar-1.2.20

Copyright (c) 1998-2003 University of Illinois Board of Trustees
Copyright (c) 1998-2003 Mark D. Roth
All rights reserved.

Developed by: Campus Information Technologies and Educational
Services, University of Illinois at Urbana-Champaign

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal with the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

z Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimers.

z Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimers in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

z Neither the names of Campus Information Technologies and
Educational Services, University of Illinois at Urbana-Champaign,
nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this Software without specific prior
written permission.

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録

72



THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS WITH THE SOFTWARE.

nARM Trusted Firmware-1.21

Copyright (c) 2013-2015, ARM Limited and Contributors. All rights
reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

z Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

z Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

z Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
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ngoogletest-v1.8.0Protocol Buffers-v3.6.0

Copyright 2008, Google Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

z Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

z Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

z Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

nhostapd-2.6wpa_supplicant-2.6

Copyright (c) 2002-2016, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

These programs are licensed under the BSD license (the one with
advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see
CONTRIBUTIONS file for more instructions.

This package may include either wpa_supplicant, hostapd, or both.
See README file respective subdirectories (wpa_supplicant/
README or hostapd/README) for more details.

Source code files were moved around in v0.6.x releases and
compared to earlier releases, the programs are now built by first
going to a subdirectory (wpa_supplicant or hostapd) and creating
build configuration (.config) and running ’make’ there (for
Linux/BSD/cygwin builds).

License
-------

This software may be distributed, used, and modified under the terms
of BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.
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3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

nlibpcap-1.8.1

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

3. The names of the authors may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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nPCRE-8.41

PCRE LICENCE
------------

PCRE is a library of functions to support regular expressions whose
syntax and semantics are as close as possible to those of the Perl
5 language.

Release 8 of PCRE is distributed under the terms of the “BSD”
licence, as specified below. The documentation for PCRE, supplied in
the “doc” directory, is distributed under the same terms as the
software itself. The data in the testdata directory is not copyrighted
and is in the public domain.

The basic library functions are written in C and are freestanding. Also
included in the distribution is a set of C++ wrapper functions, and a
just-in-time compiler that can be used to optimize pattern matching.
These are both optional features that can be omitted when the library
is built.

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS
---------------------------

Written by: Philip Hazel
Email local part: ph10
Email domain: cam.ac.uk

University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.

Copyright (c) 1997-2017 University of Cambridge
All rights reserved.

PCRE JUST-IN-TIME COMPILATION SUPPORT
-------------------------------------

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Emain domain: freemail.hu

Copyright(c) 2010-2017 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

STACK-LESS JUST-IN-TIME COMPILER
--------------------------------

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Emain domain: freemail.hu

Copyright(c) 2009-2017 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

THE C++ WRAPPER FUNCTIONS
-------------------------

Contributed by: Google Inc.

Copyright (c) 2007-2012, Google Inc.
All rights reserved.

THE “BSD” LICENCE
-----------------
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Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

z Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

z Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

z Neither the name of the University of Cambridge nor the name of
Google Inc. nor the names of their contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

End

nBoost-1.66.0

Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or
organization obtaining a copy of the software and accompanying
documentation covered by this license (the “Software”) to use,
reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-
parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the
following:

The copyright notices in the Software and this entire statement,
including the above license grant, this restriction and the following
disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or
in part, and all derivative works of the Software, unless such copies
or derivative works are solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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nlibcurl-7.61.1

Copyright (c) 1996 - 2018, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, and
many contributors, see the THANKS file.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the
above copyright notice and this permission notice appear in all
copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

nlibjpeg-turbo-1.5.2

libjpeg-turbo is covered by three compatible BSD-style open source
licenses:

- The IJG (Independent JPEG Group) License, which is listed in
[README.ijg](README.ijg)

This license applies to the libjpeg API library and associated
programs (any code inherited from libjpeg, and any modifications to
that code.)

- The Modified (3-clause) BSD License, which is listed below

This license covers the TurboJPEG API library and associated
programs.

- The zlib License, which is listed below

This license is a subset of the other two, and it covers the libjpeg-
turbo SIMD extensions.

Complying with the libjpeg-turbo Licenses
=========================================

This section provides a roll-up of the libjpeg-turbo licensing terms, to
the best of our understanding.

1. If you are distributing a modified version of the libjpeg-turbo source,
then:

1. You cannot alter or remove any existing copyright or license
notices from the source.

**Origin**
- Clause 1 of the IJG License
- Clause 1 of the Modified BSD License
- Clauses 1 and 3 of the zlib License
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2. You must add your own copyright notice to the header of each
source file you modified, so others can tell that you modified
that file (if there is not an existing copyright header in that file,
then you can simply add a notice stating that you modified the
file.)

**Origin**
- Clause 1 of the IJG License
- Clause 2 of the zlib License

3. You must include the IJG README file, and you must not alter
any of the copyright or license text in that file.

**Origin**
- Clause 1 of the IJG License

2. If you are distributing only libjpeg-turbo binaries without the source,
or if you are distributing an application that statically links with
libjpeg-turbo, then:

1. Your product documentation must include a message stating:

This software is based in part on the work of the Independent
JPEG Group.

**Origin**
- Clause 2 of the IJG license

2. If your binary distribution includes or uses the TurboJPEG API,
then your product documentation must include the text of the
Modified BSD License.

**Origin**
- Clause 2 of the Modified BSD License

3. You cannot use the name of the IJG or The libjpeg-turbo Project or
the contributors thereof in advertising, publicity, etc.

**Origin**
- IJG License
- Clause 3 of the Modified BSD License

4. The IJG and The libjpeg-turbo Project do not warrant libjpeg-turbo
to be free of defects, nor do we accept any liability for undesirable
consequences resulting from your use of the software.

**Origin**
- IJG License
- Modified BSD License
- zlib License

The Modified (3-clause) BSD License
===================================

Copyright (C)¥<YEAR¥> ¥<AUTHOR¥>. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS”, AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

The zlib License
================

Copyright (C) ¥<YEAR¥>, ¥<AUTHOR¥>.

This software is provided ’as-is’, without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must
not claim that you wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must
not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution.
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niw-4.9

Copyright (c) 2007, 2008 Johannes Berg
Copyright (c) 2007 Andy Lutomirski
Copyright (c) 2007 Mike Kershaw
Copyright (c) 2008-2009 Luis R. Rodriguez

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for
any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the
above copyright notice and this permission notice appear in all
copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE AUTHOR
DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY
SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,
DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.

ntaglib-1.11.1

MOZILLA PUBLIC LICENSE
Version 1.1

---------------

1. Definitions.

1.0.1. “Commercial Use” means distribution or otherwise making
the Covered Code available to a third party.

1.1. “Contributor” means each entity that creates or contributes
to the creation of Modifications.

1.2. “Contributor Version” means the combination of the Original
Code, prior Modifications used by a Contributor, and the
Modifications made by that particular Contributor.

1.3. “Covered Code” means the Original Code or Modifications or
the combination of the Original Code and Modifications, in each
case including portions thereof.

1.4. “Electronic Distribution Mechanism” means a mechanism
generally accepted in the software development community for the
electronic transfer of data.

1.5. “Executable” means Covered Code in any form other than
Source Code.

1.6. “Initial Developer” means the individual or entity identified
as the Initial Developer in the Source Code notice required by
Exhibit A.

1.7. “Larger Work” means a work which combines Covered Code
or portions thereof with code not governed by the terms of this
License.

1.8. “License” means this document.
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1.8.1. “Licensable” means having the right to grant, to the
maximum extent possible, whether at the time of the initial grant
or subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.

1.9. “Modifications” means any addition to or deletion from the
substance or structure of either the Original Code or any previous
Modifications. When Covered Code is released as a series of files,
a Modification is:

A. Any addition to or deletion from the contents of a file
containing Original Code or previous Modifications.

B. Any new file that contains any part of the Original Code or
previous Modifications.

1.10. “Original Code” means Source Code of computer software
code which is described in the Source Code notice required by
Exhibit A as Original Code, and which, at the time of its release
under this License is not already Covered Code governed by this
License.

1.10.1. “Patent Claims” means any patent claim(s), now owned
or hereafter acquired, including without limitation, method,
process, and apparatus claims, in any patent Licensable by
grantor.

1.11. “Source Code” means the preferred form of the Covered
Code for making modifications to it, including all modules it
contains, plus any associated interface definition files, scripts
used to control compilation and installation of an Executable, or
source code differential comparisons against either the Original
Code or another well known, available Covered Code of the
Contributor’s choice. The Source Code can be in a compressed
or archival form, provided the appropriate decompression or de-
archiving software is widely available for no charge.

1.12. “You” (or “Your”) means an individual or a legal entity
exercising rights under, and complying with all of the terms of, this
License or a future version of this License issued under Section
6.1. For legal entities, “You” includes any entity which controls,
is controlled by, or is under common control with You. For purposes
of this definition, “control” means (a) the power, direct or indirect,
to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent
(50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such
entity.

2. Source Code License.

2.1. The Initial Developer Grant.
The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free,
non-exclusive license, subject to third party intellectual property
claims:

(a) under intellectual property rights (other than patent or
trademark) Licensable by Initial Developer to use, reproduce,
modify, display, perform, sublicense and distribute the Original
Code (or portions thereof) with or without Modifications, and/or
as part of a Larger Work; and

(b) under Patents Claims infringed by the making, using or selling
of Original Code, to make, have made, use, practice, sell, and
offer for sale, and/or otherwise dispose of the Original Code (or
portions thereof).

(c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are
effective on the date Initial Developer first distributes Original
Code under the terms of this License.
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(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is
granted: 1) for code that You delete from the Original Code; 2)
separate from the Original Code; or 3) for infringements caused
by: i) the modification of the Original Code or ii) the combination
of the Original Code with other software or devices.

2.2. Contributor Grant.
Subject to third party intellectual property claims, each Contributor
hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license

(a) under intellectual property rights (other than patent or
trademark) Licensable by Contributor, to use, reproduce, modify,
display, perform, sublicense and distribute the Modifications
created by such Contributor (or portions thereof) either on an
unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code
and/or as part of a Larger Work; and

(b) under Patent Claims infringed by the making, using, or selling
of Modifications made by that Contributor either alone and/or in
combination with its Contributor Version (or portions of such
combination), to make, use, sell, offer for sale, have made,
and/or otherwise dispose of: 1) Modifications made by that
Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of
Modifications made by that Contributor with its Contributor
Version (or portions of such combination).

(c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are
effective on the date Contributor first makes Commercial Use of
the Covered Code.

(d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is
granted: 1) for any code that Contributor has deleted from the
Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version; 3)
for infringements caused by: i) third party modifications of
Contributor Version or ii) the combination of Modifications made
by that Contributor with other software (except as part of the
Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent Claims
infringed by Covered Code in the absence of Modifications made
by that Contributor.

3. Distribution Obligations.

3.1. Application of License.
The Modifications which You create or to which You contribute are
governed by the terms of this License, including without limitation
Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be
distributed only under the terms of this License or a future version
of this License released under Section 6.1, and You must include
a copy of this License with every copy of the Source Code You
distribute. You may not offer or impose any terms on any Source
Code version that alters or restricts the applicable version of this
License or the recipients’ rights hereunder. However, You may
include an additional document offering the additional rights
described in Section 3.5.
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3.2. Availability of Source Code.
Any Modification which You create or to which You contribute must
be made available in Source Code form under the terms of this
License either on the same media as an Executable version or via
an accepted Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom
you made an Executable version available; and if made available via
Electronic Distribution Mechanism, must remain available for at
least twelve (12) months after the date it initially became
available, or at least six (6) months after a subsequent version of
that particular Modification has been made available to such
recipients. You are responsible for ensuring that the Source Code
version remains available even if the Electronic Distribution
Mechanism is maintained by a third party.

3.3. Description of Modifications.
You must cause all Covered Code to which You contribute to
contain a file documenting the changes You made to create that
Covered Code and the date of any change. You must include a
prominent statement that the Modification is derived, directly or
indirectly, from Original Code provided by the Initial Developer and
including the name of the Initial Developer in (a) the Source Code,
and (b) in any notice in an Executable version or related
documentation in which You describe the origin or ownership of the
Covered Code.

3.4. Intellectual Property Matters
(a) Third Party Claims.
If Contributor has knowledge that a license under a third party’s
intellectual property rights is required to exercise the rights
granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2,
Contributor must include a text file with the Source Code
distribution titled “LEGAL” which describes the claim and the
party making the claim in sufficient detail that a recipient will
know whom to contact. If Contributor obtains such knowledge
after the Modification is made available as described in Section
3.2, Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all copies
Contributor makes available thereafter and shall take other
steps (such as notifying appropriate mailing lists or
newsgroups) reasonably calculated to inform those who
received the Covered Code that new knowledge has been
obtained.

(b) Contributor APIs.
If Contributor’s Modifications include an application
programming interface and Contributor has knowledge of patent
licenses which are reasonably necessary to implement that API,
Contributor must also include this information in the LEGAL file.

(c) Representations.
Contributor represents that, except as disclosed pursuant to
Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor’s
Modifications are Contributor’s original creation(s) and/or
Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by
this License.
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3.5. Required Notices.
You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source
Code. If it is not possible to put such notice in a particular Source
Code file due to its structure, then You must include such notice
in a location (such as a relevant directory) where a user would be
likely to look for such a notice. If You created one or more
Modification(s) You may add your name as a Contributor to the
notice described in Exhibit A. You must also duplicate this License
in any documentation for the Source Code where You describe
recipients’ rights or ownership rights relating to Covered Code.
You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support,
indemnity or liability obligations to one or more recipients of
Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf,
and not on behalf of the Initial Developer or any Contributor. You
must make it absolutely clear than any such warranty, support,
indemnity or liability obligation is offered by You alone, and You
hereby agree to indemnify the Initial Developer and every
Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such
Contributor as a result of warranty, support, indemnity or liability
terms You offer.

3.6. Distribution of Executable Versions.
You may distribute Covered Code in Executable form only if the
requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered
Code, and if You include a notice stating that the Source Code
version of the Covered Code is available under the terms of this
License, including a description of how and where You have fulfilled
the obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously
included in any notice in an Executable version, related
documentation or collateral in which You describe recipients’
rights relating to the Covered Code. You may distribute the
Executable version of Covered Code or ownership rights under a
license of Your choice, which may contain terms different from this
License, provided that You are in compliance with the terms of this
License and that the license for the Executable version does not
attempt to limit or alter the recipient’s rights in the Source Code
version from the rights set forth in this License. If You distribute
the Executable version under a different license You must make it
absolutely clear that any terms which differ from this License are
offered by You alone, not by the Initial Developer or any Contributor.
You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every
Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such
Contributor as a result of any such terms You offer.

3.7. Larger Works.
You may create a Larger Work by combining Covered Code with
other code not governed by the terms of this License and distribute
the Larger Work as a single product. In such a case, You must
make sure the requirements of this License are fulfilled for the
Covered Code.
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4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this
License with respect to some or all of the Covered Code due to
statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with
the terms of this License to the maximum extent possible; and (b)
describe the limitations and the code they affect. Such description
must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and
must be included with all distributions of the Source Code. Except
to the extent prohibited by statute or regulation, such description
must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be
able to understand it.

5. Application of this License.

This License applies to code to which the Initial Developer has
attached the notice in Exhibit A and to related Covered Code.

6. Versions of the License.

6.1. New Versions.
Netscape Communications Corporation (“Netscape”) may
publish revised and/or new versions of the License from time to
time. Each version will be given a distinguishing version number.

6.2. Effect of New Versions.
Once Covered Code has been published under a particular version
of the License, You may always continue to use it under the terms
of that version. You may also choose to use such Covered Code
under the terms of any subsequent version of the License
published by Netscape. No one other than Netscape has the right
to modify the terms applicable to Covered Code created under this
License.

6.3. Derivative Works.
If You create or use a modified version of this License (which you
may only do in order to apply it to code which is not already Covered
Code governed by this License), You must (a) rename Your license
so that the phrases “Mozilla”, “MOZILLAPL”, “MOZPL”,
“Netscape”, “MPL”, “NPL” or any confusingly similar phrase
do not appear in your license (except to note that your license
differs from this License) and (b) otherwise make it clear that Your
version of the license contains terms which differ from the Mozilla
Public License and Netscape Public License. (Filling in the name
of the Initial Developer, Original Code or Contributor in the notice
described in Exhibit A shall not of themselves be deemed to be
modifications of this License.)

7. DISCLAIMER OF WARRANTY.

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN “AS
IS” BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS,
MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-
INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE COVERED CODE IS WITH YOU. SHOULD
ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU
(NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR)
ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR
OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY
CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE
OF ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT
UNDER THIS DISCLAIMER.
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8. TERMINATION.

8.1. This License and the rights granted hereunder will terminate
automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure
such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All
sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall
survive any termination of this License. Provisions which, by their
nature, must remain in effect beyond the termination of this
License shall survive.

8.2. If You initiate litigation by asserting a patent infringement
claim (excluding declatory judgment actions) against Initial
Developer or a Contributor (the Initial Developer or Contributor
against whom You file such action is referred to as “Participant”)
alleging that:

(a) such Participant’s Contributor Version directly or indirectly
infringes any patent, then any and all rights granted by such
Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License
shall, upon 60 days notice from Participant terminate
prospectively, unless if within 60 days after receipt of notice You
either: (i) agree in writing to pay Participant a mutually agreeable
reasonable royalty for Your past and future use of Modifications
made by such Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with
respect to the Contributor Version against such Participant. If
within 60 days of notice, a reasonable royalty and payment
arrangement are not mutually agreed upon in writing by the parties
or the litigation claim is not withdrawn, the rights granted by
Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 automatically
terminate at the expiration of the 60 day notice period specified
above.

(b) any software, hardware, or device, other than such
Participant’s Contributor Version, directly or indirectly infringes
any patent, then any rights granted to You by such Participant
under Sections 2.1(b) and 2.2(b) are revoked effective as of the
date You first made, used, sold, distributed, or had made,
Modifications made by that Participant.

8.3. If You assert a patent infringement claim against Participant
alleging that such Participant’s Contributor Version directly or
indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such
as by license or settlement) prior to the initiation of patent
infringement litigation, then the reasonable value of the licenses
granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be
taken into account in determining the amount or value of any
payment or license.

8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above,
all end user license agreements (excluding distributors and
resellers) which have been validly granted by You or any distributor
hereunder prior to termination shall survive termination.
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9. LIMITATION OF LIABILITY.

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY,
WHETHER TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR
OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER
CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE, OR
ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY
PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL,
WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR
ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES,
EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY
SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL
INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY’S NEGLIGENCE TO
THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION.
SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR
LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO
THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

10.U.S. GOVERNMENT END USERS.

The Covered Code is a “commercial item,” as that term is defined
in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of “commercial
computer software” and “commercial computer software
documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212
(Sept. 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R.
227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S.
Government End Users acquire Covered Code with only those
rights set forth herein.

11.MISCELLANEOUS.

This License represents the complete agreement concerning
subject matter hereof. If any provision of this License is held to be
unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent
necessary to make it enforceable. This License shall be governed
by California law provisions (except to the extent applicable law, if
any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions.
With respect to disputes in which at least one party is a citizen of,
or an entity chartered or registered to do business in the United
States of America, any litigation relating to this License shall be
subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern
District of California, with venue lying in Santa Clara County,
California, with the losing party responsible for costs, including
without limitation, court costs and reasonable attorneys’ fees
and expenses. The application of the United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods is expressly
excluded. Any law or regulation which provides that the language
of a contract shall be construed against the drafter shall not apply
to this License.

12.RESPONSIBILITY FOR CLAIMS.

As between Initial Developer and the Contributors, each party is
responsible for claims and damages arising, directly or indirectly,
out of its utilization of rights under this License and You agree to
work with Initial Developer and Contributors to distribute such
responsibility on an equitable basis. Nothing herein is intended or
shall be deemed to constitute any admission of liability.

13.MULTIPLE-LICENSED CODE.

Initial Developer may designate portions of the Covered Code as
“Multiple-Licensed”. “Multiple-Licensed” means that the Initial
Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under
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Your choice of the NPL or the alternative licenses, if any, specified
by the Initial Developer in the file described in Exhibit A.

EXHIBIT A -Mozilla Public License.

“The contents of this file are subject to the Mozilla Public License
Version 1.1 (the “License”); you may not use this file except in
compliance with the License. You may obtain a copy of the License
at
http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an “AS IS”
basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing rights and
limitations under the License.

The Original Code is ______________________________________.

The Initial Developer of the Original Code is ________________________.
Portions created by ______________________ are Copyright (C)
_____________________________. All Rights Reserved.

Contributor(s): ______________________________________.

Alternatively, the contents of this file may be used under the terms
of the _____ license (the “[___] License”), in which case the
provisions of [______] License are applicable instead of those above.
If you wish to allow use of your version of this file only under the terms
of the [____] License and not to allow others to use your version of
this file under the MPL, indicate your decision by deleting the
provisions above and replace them with the notice and other
provisions required by the [___] License. If you do not delete the
provisions above, a recipient may use your version of this file under
either the MPL or the [___] License.”

[NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of
the notices in the Source Code files of the Original Code. You should
use the text of this Exhibit A rather than the text found in the Original
Code Source Code for Your Modifications.]

nJansson-2.1

Copyright (c) 2009-2016 Petri Lehtinen <petri@digip.org>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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nlibffi-3.2.1

libffi - Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc and
others.
See source files for details.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files
(the ’’Software’’), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ’’AS IS’’, WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

nlibunwind-1.2.1

Copyright (c) 2002 Hewlett-Packard Co.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
Software), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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nDropbear-2018.76

The majority of code is written by Matt Johnston, under the license
below.
Portions of the client-mode work are (c) 2004 Mihnea Stoenescu,
under the same license:
Copyright (c) 2002-2015 Matt Johnston
Portions copyright (c) 2004 Mihnea Stoenescu
All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
=====
LibTomCrypt and LibTomMath are written by Tom St Denis, and are
Public Domain.
=====

sshpty.c is taken from OpenSSH 3.5p1,
Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland
All rights reserved
“As far as I am concerned, the code I have written for this software
can be used freely for any purpose. Any derived versions of this
software must be clearly marked as such, and if the derived work is
incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be
called by a name other than “ssh” or “Secure Shell”. ”
=====
loginrec.c
loginrec.h
atomicio.h
atomicio.c
and strlcat() (included in util.c) are from OpenSSH 3.6.1p2, and are
licensed under the 2 point BSD license.

loginrec is written primarily by Andre Lucas, atomicio.c by Theo de
Raadt.

strlcat() is (c) Todd C. Miller
=====
Import code in keyimport.c is modified from PuTTY’s import.c,
licensed as follows:

PuTTY is copyright 1997-2003 Simon Tatham.

Portions copyright Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian
Delchev, Andreas Schultz, Jeroen Massar, Wez Furlong, Nicolas
Barry, Justin Bradford, and CORE SDI S.A.
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Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
=====
curve25519-donna:

Copyright 2008, Google Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

curve25519-donna: Curve25519 elliptic curve, public key function

http://code.google.com/p/curve25519-donna/

Adam Langley <agl@imperialviolet.org>

Derived from public domain C code by Daniel J. Bernstein
<djb@cr.yp.to>

More information about curve25519 can be found here
http://cr.yp.to/ecdh.html

djb’s sample implementation of curve25519 is written in a special
assembly language called qhasm and uses the floating point
registers.

This is, almost, a clean room reimplementation from the curve25519
paper. It uses many of the tricks described therein. Only the crecip
function is taken from the sample implementation.
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nOpenSSL-1.0.2p

The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the
conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license
apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually
both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any
license issues related to OpenSSL please contact openssl-
core@openssl.org.

OpenSSL License
---------------

Copyright (c) 1998-2018 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgment: “This
product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must
not be used to endorse or promote products derived from this
software without prior written permission. For written permission,
please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called
“OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment: “This product includes software developed by
the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://
www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ’’AS
IS’’ AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License
-----------------------

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes
SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as
the following conditions are aheared to. The following conditions
apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash,
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DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
included with this distribution is covered by the same copyright terms
except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices
in the code are not to be removed. If this package is used in a product,
Eric Young should be given attribution as the author of the parts of
the library used. This can be in the form of a textual message at
program startup or in documentation (online or textual) provided with
the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: “This
product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com)” The word ’cryptographic’ can be left out
if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof)
from the apps directory (application code) you must include an
acknowledgement: “This product includes software written by Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ’’AS IS’’ AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version
or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot
simply be copied and put under another distribution licence [including
the GNU Public Licence.]
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nSQLite-3.21.0

SQLite Is Public Domain
SQLite is in the Public Domain

All of the code and documentation in SQLite has been dedicated to
the public domain by the authors. All code authors, and
representatives of the companies they work for, have signed
affidavits dedicating their contributions to the public domain and
originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main
offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile,
sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form
or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-
commercial, and by any means.

The previous paragraph applies to the deliverable code and
documentation in SQLite - those parts of the SQLite library that you
actually bundle and ship with a larger application. Some scripts used
as part of the build process (for example the “configure” scripts
generated by autoconf) might fall under other open-source licenses.
Nothing from these build scripts ever reaches the final deliverable
SQLite library, however, and so the licenses associated with those
scripts should not be a factor in assessing your rights to copy and
use the SQLite library.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch.
No code has been taken from other projects or from the open internet.
Every line of code can be traced back to its original author, and all of
those authors have public domain dedications on file. So the SQLite
code base is clean and is uncontaminated with licensed code from
other projects.

nzlib-1.2.11

Copyright notice:
(C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided ’as-is’, without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must
not claim that you wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must
not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not*
receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided
for free but without warranty of any kind. The library has been entirely
written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-
party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you
include in the file ChangeLog history information documenting your
changes. Please read the FAQ for more information on the
distribution of modified source versions.
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ne2fsprogs-libs-1.45.4/lib/uuid

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

nExpat-2.2.5

Copyright (c) 1998-2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper
Copyright (c) 2001-2017 Expat maintainers

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
Software), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

目次 セットアップ 使いかた 困ったときは ステータス表示 付録
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ngetopt-1.29

Copyright (c) 1987, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
CONTRIBUTORS ’’AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

njQuery-1.6.1

Copyright 2014 jQuery Foundation and other contributors
http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
Software), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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nLK embedded kernel

Copyright (c) 2008-2015 Travis Geiselbrecht

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

nmongoose-2.5

Copyright (c) 2004-2009 Sergey Lyubka

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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nportmap-6.0

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: This
product includes software developed by the University of California,
Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
CONTRIBUTORS ’’AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

nstrlcpy-1.5

Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ’’AS IS’’ AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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ntinyxml-1.0.6

Original code (2.0 and earlier )copyright (c) 2000-2002 Lee
Thomason
(www.grinninglizard.com)

This software is provided ’as-is’, without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must
not claim that you wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must
not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution.

nSpotify ソフトウェアはここにあるサードパーティーのライセンスを受けていま
す。

www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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お 客 様 相 談 セ ン タ ー

　0570（666）112

FAX：044（330）1367

■ 受付時間　10：00～ 18：00
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）  

■  お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。

■  メールでお問い合わせをいただくこともできます。
 

z 電話番号・ファックス番号・URLは変更になる場合があります。

修 理 相 談 窓 口

　0570（666）811

■ 受付時間　9：30～ 12：00 、13：00～ 17：30 
 （当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合  0466（86）9520

■  故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページ
でもご確認いただけます。

 

■  代表修理窓口

 首都圏サービスセンター
  〒 252-0816　神奈川県藤沢市遠藤2010-16
  FAX：0466（86）9522

z ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けて
おりません。お持ち込み頂いても受け取ることができませんので
ご了承ください。

〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1　D&Mビル

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

　050（3388）6801
または

http://denon.jp/jp/html/faq.html

http://denon.jp/jp/html/contact.html

http://denon.jp/jp/html/service.html

3520 10709 00ADB
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.
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