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感謝の言葉

お世話になっております。
Daping ショップの舞子でございます。
この度、当店の商品（ボイスレコーダー DP22-Pro）を
ご注文頂き、誠にありがとうございます。
アマゾンにある様々な商品の中で、こちらの商品を選ん
でいただいた事は、きっと何かの縁があると思います。
もし商品を使用中に何か問題がありましたら、お手数で
す が 、 ア マ ゾ ン の 注 文 履 歴 か ら 又 は

dapingservice@gmail.comまでのご連絡をお願い

申し上げます。
こちらはお客様にご満足頂けるように、大至急対応させ
ていただきますので、ご安心ください。
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mailto:それで、もし商品を使用中に何か問題がありましたら、アマゾンの注文履歴から又はdapingservice@gamil.comまで連絡をくだされば、こちらはお客様にご満足いただけるように、大至急対応させていただきます。
mailto:それで、もし商品を使用中に何か問題がありましたら、アマゾンの注文履歴から又はdapingservice@gamil.comまで連絡をくだされば、こちらはお客様にご満足いただけるように、大至急対応させていただきます。
mailto:それで、もし商品を使用中に何か問題がありましたら、アマゾンの注文履歴から又はdapingservice@gamil.comまで連絡をくだされば、こちらはお客様にご満足いただけるように、大至急対応させていただきます。
mailto:それで、もし商品を使用中に何か問題がありましたら、アマゾンの注文履歴から又はdapingservice@gamil.comまで連絡をくだされば、こちらはお客様にご満足いただけるように、大至急対応させていただきます。
mailto:それで、もし商品を使用中に何か問題がありましたら、アマゾンの注文履歴から又はdapingservice@gamil.comまで連絡をくだされば、こちらはお客様にご満足いただけるように、大至急対応させていただきます。
mailto:それで、もし商品を使用中に何か問題がありましたら、アマゾンの注文履歴から又はdapingservice@gamil.comまで連絡をくだされば、こちらはお客様にご満足いただけるように、大至急対応させていただきます。


目次

商品説明............................................................... ....1

ランプの説明................................................................ 2

操作方法................................................................2

録音・音楽を再生する................................................ 3

1.ボイスレコーダー本体で再生する：.....................4

2.PCで再生する方法.................................................. 7

3.スピーカーと接続し、録音や音楽を再生する.....8

録音ファイルを削除する方法.................................... 8



１.パソコンで削除する方法：................................... 8

2. ボイスレコーダー本体で削除する方法：...........9

OTG機能.................................................................... 10

充電方法...................................................................... 12

時間同期化設定.......................................................... 13

録音品質/VOR機能.................................................. 15

SDカードを変更する................................................19

よくある問題.............................................................. 20

注意事項...................................................................... 24



- 1 -

商品説明
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もし取扱説明書が小さくて読みづらく、内容を見逃しや
すい場合はお手数ですが、当店までご連絡ください。こ
ちらから PDFの電子取扱説明書を送らせていただきま
す。よろしくお願いします。

ランプの説明
電源ランプが赤く点滅する：録音中になっています。
電源ランプが青く点滅する：再生中になっています。
電源ランプが青く点灯する：再生中止になっています。

電池残量表示：電源・録音ボタンをオンにした後で、電
源ランプが紫の色で点滅した回数で製品の電池残量が表
示されています。
1回点滅したら、電池残量が 25%以下のことです。
2回点滅したら、電池残量が 50%のことです。
3回点滅したら、電池残量が 75%のことです。
4回点滅したら、電池残量が 100%のことです。

操作方法

電源を入れる・録音を始める：電源・録音ボタンをオン



- 3 -

にしてください。そして、電池残量が表示された後で、
電源ランプが青く点灯します。続いて、電源ランプが 3

回赤く点滅した後で、電源ランプが消えます。電源ラン
プが消えた後で、録音を開始してください。
（バージョンアップすることにより、録音中に電源ラン
プを点灯又は点滅することができます。必要な場合は説
明書の最後にある「よくある問題」をご覧ください。）
ご注意：本製品は 120分ごとに自動的に一つの録音ファ
イルが作成されます。そして、SDカードが一杯になると、
電源ランプが紫の色で 10回点滅し、もう録音できないこ
とを注意します。

電源を切る・録音を保存する：録音中に、電源・録音ボ
タンをオフにすると、録音が保存され、電源も切れます。
ご注意：録音中に、USB変換アダプタ兼リモコンを繋ぐ
と、録音も自動的に保存されます。

録音・音楽を再生する
録音・音楽を再生するには方法が二つあります。
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1.ボイスレコーダー本体で再生する：
先ずは製品を USB変換アダプタ兼リモコンと接続して
ください。そして、イヤホンを USB変換アダプタ兼リモ
コンと繋いでください。（画像のように）

イヤホンと接続した後に、製品の電源を入れて、電源ラ
ンプが青く点灯するようになるまでお待ちください。そ
して、リモコンの「プレー」ボタンを押して、録音デー
タを再生します。（電源ランプが青く点滅します）
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再生を中止する：再生中に、再度「プレー」ボタンを押
すと、再生を中止します。
ご注意：再生中に、USB変換アダプタ兼リモコンとイヤ
ホンを一緒に抜き取ったら、再生も中止することができ
ます。でも、USB変換アダプタ兼リモコンを抜き取らず、
イヤホンだけ抜き取る場合は、再生を中止することがで
きません。）

ボイスレコーダー本体で音楽を再生する
再生中止の状態又は再生中に、USB変換アダプタ兼リモ
コンの「プレー」ボタンを長押しすると、音楽モードに
切り替えます。「プレー」ボタンを押すと、音楽の再生
を中止します。（音楽モードを再生モードに切り替える
場合も「プレー」ボタンを長押ししてください。）
（モードを切り替える際に、電源ランプが一回赤く点滅
し、モードが成功に切り替えたことを提示します）
もしモードを切り替えない場合はありましたら、USB変
換アダプタを取り出して、再度刺してみて下さい。
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ご注意：音楽ファイルをフォルダーに入れずに、直接製
品のドライブに入れてください。もし音楽ファイルを
「RECORD」のフォルダーに入れたら、録音ファイルと
して再生されます。モード・再生ボタンを長押ししても、
音楽ファイルに認識出来ず、再生できません。

ボイスレコーダー本体で音量調節する
再生中に、リモコンの「＋」ボタンを長押しすると、音
量を大きくします。「-」ボタンを長押しすると、音量を
小さくします。
ご注意：音量調節には「＋」/「-」ボタンを長押しする
必要があります。ご理解のほどお願い申し上げます。

ボイスレコーダー本体で録音を選択する
リモコンの「＋」/「-」ボタンを押すと、再生内容を「前」
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/「次」に選択可能です。

ボイスレコーダー本体での早送り・巻き戻し
まずは再生状態で VORボタンをオンにしてください。
そして、「＋」/「-」ボタンを長押しすると、早送り・
巻き戻しはできます。
ご注意：もし「＋」/「-」ボタンを長押しして、早送り・
巻き戻しして、電源ランプが消える又は点灯する場合は、
「+」ボタンを押してください。

2.PCで再生する方法
先ずは付属品のUSBケーブルで製品をPCと接続してく
ださい。そして、PCの「マイコンピューター」の所で製
品のドライブを開き、「RECORD」のフォルダーを見つ
けてください。
続いて、その中にある録音ファイルを PCのデスクトッ
プ又は指定フォルダに保存してください。
最後に、WAVフォーマット録音ファイルをサポート可
能な再生ソフトで再生してください。
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（推奨の再生ソフト：Windows環境：WindowsMedia
Player又はQuick Time Player
Mac環境：iTunes又は vlc media player）

3.スピーカーと接続し、録音や音楽を再生する
本製品はスピーカーと接続して再生することが可能です。
他の人と録音を聞きたい場合はこれをお薦めします。
先ずは、直径 3.5㎜のオーディオケーブル（別売り）を
用意してください。そして、オーディオケーブルと付属
品の USB変換アダプタと接続してください。最後に、オ
ーディオケーブルをスピーカーと接続すれば、製品の録
音や音楽が再生できます。

録音ファイルを削除する方法
録音ファイルを削除するには方法が二つあります。
１.パソコンで削除する方法：
先ずは付属品のUSBケーブルで製品をPCと接続してく
ださい。そして、PCの「マイコンピューター」の所で製
品のドライブを開き、「RECORD」のフォルダーを見つ
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けてください。
最後に、「RECORD」フォルダ内の削除したいファイル
を右クリックして、削除してください。

2.ボイスレコーダー本体で削除する方法：
①先ずはアダブター兼リモコンとイヤホンを組み合わせ
てボイスレコーダーと接続し、電源を入れてください。
②そして、リモコンの「プレー」ボタンを押して再生モ
ードに切り替えて、リモコンの「＋」・「−」ボタンで削
除したい録音データを見つけてください。
③見つけたら、リモコンの「プレー」ボタンで再生を中
止し、リモコンの「＋」ボタンを長押ししてください。
その時に、削除モードに切り替え、電源ランプが紫に点
灯します。
④最後に、「プレー」ボタンを押して、録音データを削
除してください。その時に、青と紫の電源ランプが交互
に点滅し、録音データを削除できたことを注意します。
（リモコンの「−」ボタンを押すことにより、削除モード
を終了することができます。）
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ご注意：削除モード時間が５秒ぐらいです。５秒以内に
「プレー」ボタンを押さずに、録音データを削除しない
場合は、再生モードに戻ります。
誤操作で削除したくない録音データを削除することもあ
りますので、大事な録音データをパソコンで削除するこ
とをお勧め致します。

OTG機能
本製品はOTG機能がありますので、OTG変換アダプタ
ー（別売り）があれば、OTG対応できるスマホで直接録
音内容を再生・削除することができます。
ご注意：
①OTG機能がアンドロイドスマホのみ適用しています。
②スマホはOTG対応できることが必要です。
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③OTG変換アダプターにも種類が異なっていますので、
お持ちのスマホのUSBポートにより、購入してください。
（詳しいことは OTG 変換アダプターの販売元にお問い
合わせください。）

OTG変換アダプタの使い方
まずはOTG変換アダプタのUSB側をスマホと接続して
ください。
そして、付属品のUSBケープルでOTG変換アダプタと
ボイスレコーダーを接続してください。
最後に、スマホのセッティングのところで、ストレジで
ボイスレコーダーのドライブを見つけ、開けばいいです。
（スマホにより、ボイスレコーダーのドライブを見つけ
る方ほも違います。スマホのセッティングのところで、
ストレジでボイスレコーダーのドライブを見つけるのは
ただこちらの推測です。もしそうではない場合はお持ち
のスマホのアフターサービスに問い合わせたことをお勧
め致します。）
ご注意：スマホで再生する場合は、WAVフォーマットを
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サポートできるアプリをインストールする必要がありま
す。（推奨の再生ソフト：Poweramp）

充電方法
付属品の USBケーブルで本体の USBポートに接続して
ください。そして、付属品の USBケーブルを電源（パソ
コン、ACアダプター、モバイルバッテリー）と接続すれ
ば充電できます。
ご注意：入力 DC5V ==1Aの電源で充電してください。

充電状態：充電中に電源ランプが青く点滅します。フル
充電になりましたら、電源ランプが紫に点灯します。

電池残量低い表示：電池残量が低くなると、電源ランプ
が紫に 10回点滅します。その後に、電源が切れます。

録音しながら充電する：録音しながら充電すると、赤い
ランプが点灯する同時に、青いランプが点滅します。フ
ル充電になりましたら、電源ランプが紫に点灯します。
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ご注意：録音を開始してから、充電を行なってください。
充電した後で、録音ボタンをオンにしても、録音はでき
ません。

時間同期化設定
①製品をＰＣと接続した後で「マイコンピューター」の
所で製品のドライブを開いてください。
②そして、「Settime」のフォルダーを開いてください。
③最後に、「SetDigitRecorderTm.exe」のファイルをク
リックすれば、ＰＣとの時間を同期化できます。

ご注意：他国でも販売しておりますので、商品の時間設
定が「2018.04.26」となっております。お手数ですが、
PCと接続した後で、PCとの時間同期化をお勧めいたし
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ます。（時間同期後に、ファイル名がR年月日時分秒に
よ り 名 つ け ら れ ま す 。 例 え ば ：
R20190802210542.WAV）

「SetDigitRecorderTm.exe」がMAC環境には適用でき
ないため、MAC環境の場合は、パソコンと接続した後に、
製品のドライブ直下に新規テキストを作成してください。
そして、新規テキスト名を「timeset」と変更し、内容を
編集してください。
例えば：画像のように、「19:20 2019/10/14」を入力
してください。

入力する時に、半角で入力してください。また、数字と
数字の間に、一文字を空けてください。
時間設定を完成した後で、製品の電源を入れると、ファ
イル名が設定された時間により、名付けられる同時に、
新規テキストも消えます。
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もしMAC環境で新規テキストの作り方が不明の場合は、
お手数ですが、当店までご連絡ください。こちらから時
間設定用新規テキストをお送り致します。

録音品質/VOR機能
VOR ボタンをオンにすると、音声検知録音（VOR）状
態に切り替えます。（設定値は「3 2」となっています）
ご注意：普通の録音状態で録音中に、VORボタンをオン
にすると、音声検知録音（VOR）状態に切り替えます。

録音音質と VOR 機能の設定値を変える場合は、製品を
PCと接続した後で、「マイコンピューター」の所で製品
のドライブを開いてください。そして、「RECSET」と
のファイルを見つけてください。最後に、「RECSET」
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とのファイルを開き、必要に応じて、設定値を変えてく
ださい。（画像のように）

ご注意：一番目の数字「3」はビットレート 192K との
ことです。二番目の数字「0」は VOR機能オフとのこと
です。（VOR機能が 0から 7まで 7段階調節できます。）
設定値を変える時に、半角で入力してください。また、
数字と数字の間に、一文字を空けてください。
入力完成できましたら、保存して、改めて電源を入れて
ください。もしこのファイルが削除されたら、製品が初
期設定の「3 0」に戻ります。

数字 対応な録音ビットレート
0 32KBPS
1 64KBPS
2 128KBPS
3 192KBPS
4 384KBPS
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＜メモ＞VOR機能とは：
VoiceOperatedRecordingの略で、ある大きさ以上の
音をマイクが感知して自動的に録音を始めることができ
る機能です。
音が小さくなると録音が自動的に止まり、VOR録音一時
停止状態になります。

ご注意：音声検知録音機能の設定値を設定した後で、
VORボタンをオンにしない場合は、音声検知録音状態に
はなりません。
VOR録音の場合、ファイル名が V年月日時分秒により
名つけられます。例えば：V20190802210542.WAV」
VOR機能の設定値の説明

数字 対応音量

0 オフ（通常録音）

1 40db

2 45db
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3 50db

4 55db

5 58db

6 63db

7 65-70db

ご注意：対応している音量にならないと、VOR機能が稼
働できないことはご了承ください。
VOR機能が主は省電力及び容量節約のための機能です
ので、もし感度を高くすると、録音する時に、距離が離
れている場合（1ｍ以上）の音声の音量はちょっと低くな
ると、録音は直ぐに中止され、保存されることになりま
す。（設定値の 4から 7までが感度の高いことはご了承
ください）
数字の「1」は VOR機能の感度が一番低いとのことです。
その故、録音する時に、例え距離が離れている場合（1

ｍ以上）の音声の音量はちょっと低くなっても、録音は
直ぐに中止されず、引き続き録音することは可能です。
（設定値の 1から 3までが感度の低いことはご了承くだ
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さい）
VOR機能の設定値は普通、「2」をお勧めします。しか
し、お客様は自分の必要に応じて、設定値を変更できる
ので、自分の必要に応じて、設定値を設定してくだい。
また、VOR機能の仕様を考え、会議用など場合でしたら、
大事な会議内容を逃さないように、VOR機能をオフにす
ることをお勧めします。

SDカードを変更する
SDカードを変更する場合は、SDカードのところで SD

カードを押してください。SDカードを出した後で、他の
SDカードを入れてください。入れる際に、SDカードを
押してください。
ご注意：正規品又は合格品の SDカードを利用してくだ
さい。

商品仕様
サイズ 7.9*4.5*1.3CM
重さ 80ｇ
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録音フォーマット WAV

録音ファイル時間（16GB） 190時間ぐらい
録音ファイル時間（32GB） 385時間ぐらい
連続録音時間 350時間ぐらい
充電時間 10時間ぐらい
録音ビットレート 192KBPS（出荷設定）
周波数 20-20KHZ
マイク 無指向性マイク
使用温度 -10°-- 40°
ご注意：録音ビットレートにより、録音ファイル時間と
連続録音時間が異なります。

よくある問題
1.ボイスレコーダーを PCと接続したら、PCに認識され
ない。
回答：ボイスレコーダーは録音中に PCと接続すると、
PCに認識されないようになっております。PCと接続す
る時には、ボイスレコーダーをオフにしてください。も
しオフにしても、ダメな場合はパソコンの USBポートと
の接続不良と考えられますので、ボイスレコーダーをパ
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ソコンの別の USBポートと接続してくだい。そして、使
用可能な USBメモリーでパソコンと接続し、USBメモ
リーが認識されるかどうかをご確認ください。もし USB

メモリーも認識されないなら、パソコンの USBポートの
調子をご確認ください。
また、USBケーブルとの接続不良とも考えられますので、
USBケーブルはきちんとパソコンとボイスレコーダー
の間で接続されているかどうかをご確認ください。そし
て、問題のない USBケーブルでボイスレコーダーをパソ
コンと接続してくだい。
最後に、他の動作確認済みの正規品の SDカードに変え
て、パソコンと接続してください。

2.PCで再生できません。
回答：WAV再生可能な再生ソフトで再生してください。
（推奨の再生ソフト： Windows 環境：Quick Time

Player又は windows media player

Mac環境：iTunes又は vlc media player）
ご注意：iTunesで再生できない場合は iTunesのバージ
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ョンが低いからと思われます。バージョンアップしてみ
てください。

3.録音ファイルを再生する時に、音飛び又は連続録音で
きないことはあります。
回答：これは VOR機能がオンになっていて、録音する時
に、録音されている音声が大きくなったり、小さくなっ
たりしていたからだと思われます。こういう場合は VOR

機能をオフにすること又は設定値を小さくすることをお
勧め致します。

4.イヤホンが片側しか再生できません。
回答：イヤホンが変換アダプタときちんと接続ていない
からだと思われますので、お手数ですが、接続する時に、
イヤホンがきちんと接続しているかどうかを確認してく
ださい。もしイヤホンがきちんと接続してもダメな場合
はイヤホンの故障を確認するために、お手数ですが、付
属のイヤホンをスマホやパソコンと接続し、再生してみ
てください。
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また、付属のリモコンの故障を確認するために、お手数
ですが、別の動作確認済みのイヤホンでボイスレコーダ
ーと接続し、再生してみてください。

5.連続録音時間が 350時間未満です。
回答：連続録音時間が電池残量、音質と VOR機能の設定
値と関わっていますので、350時間ぐらい連続録音を望
む場合は、フル充電で設定値を「0 2」にしてください。

6.バージョンアップファイルが欲しいです。
回答：方法は二つあります。
①当店の公式サイトで購入商品と対応しているバージョ
ンアップファイルを自由にダウンロードしてください。
公式サイド：
https://www.dapingvip.com/Downloads
②当店まで直接連絡したら、当店のアフターサービス員
がバージョファイルをお送り致します。
連絡先：dapingservice@gmail.com

https://www.dapingvip.com/Downloads
mailto:dapingservice@gamail.com
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7.騒音があります
回答：当店は高感度のマイクを採用しておりますため、
録音中にもし製品本体が触れると、擦り声なども録音さ
れます。ポケットに入れて録音する場合は気をつけてく
ださい。
また、小型なボイスレコーダーなので、稼働中に製品本
体にはちょっとした電流の音が発生し、録音されます。
これは正常に発生する音です。不良現象の異音ではあり
ません。

8.時間同期化完成後に、録音したファイルの時間が同期
できませんでした。
回答：本体とケーブルを USB ハブを挟んでパソコンと
接続した場合で、時間同期化完成後でも録音したファイ
ルの時間が同期できないことがありますため、ハブから
外してパソコンと本体を直接接続し、改めて時間同期化
してみてください。また駄目な場合はこちらとご連絡く
ださい。

注意事項
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1.製品には SDカードが付いています。他のSDカード
に変えて利用する場合は、正規品を使用してください。
2.電気製品でバッテリーの機能性を維持するために、普
段に使用しない場合でも 3ヶ月ごとに充電してください
3.録音ファイル時間が 385時間とは、全ての録音ファイ
ルの時間を計算すると、385 時間まで録音できるという
ことです。
4.連続録音時間が 350 時間とは一回フル充電したら、
350 時間連続使用可能とのことです。お間違えないよう
に、お願い致します。
5.録音や音楽再生中に、USB変換アダプタをレコーダー
と外し、電源が切れてから、USB変換アダプタをまた接
続すると、製品が自動的に録音内容を再生します。
6.録音や音楽再生中に、USB変換アダプタをレコーダー
と外し、電源を切らずに、USB変換アダプタをまた接続
すると、製品が自動的に前回中止した内容の続きを再生
します。
7.製品が録音できない場合は SDカードが一杯になって
いる可能性がありますので、SDカードをチェック又はフ
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ォーマットしてください。フォーマットする方法は製品
を PCと接続し、マイコンピューターの所で製品ドライ
ブを右クリックして、「フォーマットする」との選択肢
を選択してください。但し、フォーマットする前に、製
品のドライブの資料を全部バックアップしてください。
8.製品が充電できない場合は USB ケーブルや充電器や
製品本体が壊れた可能性がありますので、遠慮なくこち
らにご連絡ください。
9.製品のソフトウェアが一部分のストレージ容量を占め
ますので、名目容量と異なることが正常です。ご理解の
ほどお願い申し上げます。
10.製品を使用中に録音した内容をバックアップするこ
とをお勧めいたします。弊社は製品に対する誤操作や、
修理、電池交換又は他の要因により、ファイルのデータ
紛失や損害などが起こった場合の責任を負いかねますの
で、予めご了承ください。
11.一年安心保証が付いておりますので、使用中に何か問
題がありましたら、遠慮なくアマゾンの注文履歴から又
は dapingservice@gmail.comまでご連絡ください。


