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Bulk Pet ドライバの設定方法 
「Bulk Pet」のドライバをインストールする為には、ファームウェアが更新済みの X-DP10 が必要です。         
旧バージョンの X-DP10をお持ちのお客様はファームウェアを更新して下さい。                             
ファームウェアのアップデータと「Bulk Pet」のドライバは Nmodeサイトの X-DP10のページの巻末に、         
ダウンロードボタンがあります。             
http://www.nmode.jp/product/Nmode_third_X-DP10.html 

尚、ファームウェアの更新は Windows PCからしか出来ません。                                    
大変申し訳御座いませんが、Macのみをお使いのお客様は X-DP10本体を Nmodeにお送り下さい。              
Nmodeにて更新を行います。その際の送料はお客様のご負担となります。 

 
Bulk Petの詳細についてはインターフェイス株式会社の Webサイトをご覧ください。 
https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet 

 
 

ファームウェアの更新 

 

Windows PC と X-DP10 を接続し
「ItfUsbDsd-HidWriter.exe」を
実行します。[Connect]のボタン
を押します。 

 

[Download]ボタンを押して
「Succeeded」と表示されるまで
お待ち下さい。 

 

「Succeeded」と表示されたら、
USBケーブルを抜き、X-DP10の電
源を切って下さい。 
 

http://www.nmode.jp/product/Nmode_third_X-DP10.html
https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet
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[Windows]ドライバのアンインストール 

同じ PC（OS）に JPLAY対応ドライバと Bulk Pet対応ドライバの両方をインストールすることはできません。  
JPLAYドライバをインストールする前に、Bulk Petドライバをアンインストールしてください。          
Bulk Petドライバをインストールする前に、JPLAYドライバをアンインストールしてください。 
すでに旧バージョンの SIC USB Audioドライバがインストールされていないかどうかご確認ください。     
古い SIC USB Audioドライバが見つかった場合はアンインストールしてください。 
 

アンインストールの方法 

 

本機の電源を切って USBケーブルを抜いてください。 
 
スタートメニューから、 
「Windows システムツール」 
「コントロール バネル」 を選びます。 

 

「プログラムのアンインストール」 
を選びます。 

 

「SIC USB Audio」を選択し、「アンインストール」を押します。 

 

[ はい(Y) ]を押します。 

 

[ はい ]を押します。                   
アンインストールが完了したら PCを再起動し、「[Windows] 
Bulk Petドライバのインストール」の手順に添ってドライバ
をインストールしてください。 
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[Windows] Bulk Pet ドライバのインストール 

ドライバをインストールする前に、別の（または古い）SIC USB Audioドライバがインストールされていないこ
とをご確認ください。 
すでに別の SIC USB Audioドライバがインストールされている場合は、先にアンインストールしてください。 
参照：P.02 [Windows]ドライバのアンインストール 

 
インストールの方法 

 

インストーラー（SICAudio）を実行します。 
この時点ではまだ PC と接続しないでくだ
さい。 

 

[はい] を押します。 

 

言語を選び、[次へ(N)] ボタンを押しま
す。 
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[インストール(I)] ボタンを押します。 

 

[インストール(I)] ボタンを押します。 
 
同じダイアログが 2回表示される場合は、
同様に [インストール(I)] ボタンを押し
てください。 
 

 

Windows 7 では異なる画面が表示される場
合があります。 
「このドライバーソフトウェアをインス
トールします(I)」を選んでください。 

 

[完了(F)] ボタンを押します。 
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[Windows]ドライバの設定 

音声データの転送方式やバッファリングサイズをドライバで設定します。SIC USB Audio コントロールパネルを
使用します。 

 
設定の方法 

 

スタートメニューから、 
「Windows システムツール」 
「コントロール バネル」を開きます。 

 

「ハードウェアとサウンド」を開きます。 

 

「SIC USB Audio Control Panel」を開き
ます。 



6 
 

 
Bulk Pet 対応ドライバの設定 

 

 

Buffer Size の調節 

音声データのバッファリングサイズを調節でき
ます。再生音が途切れやすい場合は大きくして
ください。 

 

 

本機と PCが接続されていない場合は、バッファ
リングサイズの調節はできません。 

 

Bulk Petを使用する場合 
は、「Mode」プルダウンリストで「Bulk Pet mode1」
～「Bulk Pet mode4」のいずれかを選んでくだ
さい。 

Bulk Petを使用しない場合 
「Mode」プルダウンリストで「Isochronous」を
選んでください。 

Bulk Pet の詳細についてはインターフェイス株
式会社の Webサイトをご覧ください。 
https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/
bulk-pet 

https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet
https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet
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[Windows]サウンド設定 

Windowsの音声出力デバイスを X-DP10に設定します。 

foobar2000など、ASIOを指定できるプレーヤーソフトをお使いの場合は必要ありません。（プレーヤーソフト側
で設定する必要があります。） 

 

「コントロールパネル」を開き、「ハード
ウェアとサウンド」を選びます。 

 

「サウンド」下の「オーディオデバイスの
設定」を選びます。 

 

「再生」タブを開き、「スピーカー X-DP10 
USB Audio」に  マークがつき、「既定の
デバイス」となっていることを確認しま
す。 

 

「既定のデバイス」になっていない場合
は、「スピーカー X-DP10 USB Audio」を右
クリックし、「既定のデバイスとして設定」
を選択してください。 
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Mac に接続する 
「Bulk Pet」のドライバをインストールする為には、ファームウェアが更新済みの X-DP10 が必要です。         
旧バージョンの X-DP10をお持ちのお客様はファームウェアを更新して下さい。                             
ファームウェアのアップデータと「Bulk Pet」のドライバは Nmodeサイトの X-DP10のページの巻末に、         
ダウンロードボタンがあります。             
http://www.nmode.jp/product/Nmode_third_X-DP10.html 

尚、ファームウェアの更新は Windows PCからしか出来ません。                                    
大変申し訳御座いませんが、Macのみをお使いのお客様は X-DP10本体を Nmodeにお送り下さい。              
Nmodeにて更新を行います。その際の送料はお客様のご負担となります。 

Bulk Petをご使用にならない場合は、ドライバのインストールは不要です。 
 
Bulk Petの詳細についてはインターフェイス株式会社の Webサイトをご覧ください。 
https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet 
 
 

[Mac]ドライバのインストール 
 

 

付属 CDを開きます。 

光学ドライブがない場合は、                      
Nmodeサイトの X-DP10のページの巻末に、                 
ダウンロードボタンがあります。             
http://www.nmode.jp/product/Nmode_third_X-DP10.html 

 

 

「Mac」フォルダーを開きます。 

 

「Driver_mac_BulkPet」フォルダーを開き
ます。 

 

「SICAudio.pkg」を実行します。 

 

[続ける] ボタンを押します。 

 

http://www.nmode.jp/product/Nmode_third_X-DP10.html
https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet
http://www.nmode.jp/product/Nmode_third_X-DP10.html
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[インストール] ボタンを押します。 

 

[インストールを続ける] ボタンを押します。 

 

「ユーザ名」と「パスワード」を入力し、[ソフトウェアを
インストール] ボタンを押します。 

 

インストールが始まります。 
しばらくお待ちください。 

 

[再起動] ボタンを押します。 
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[Mac]ドライバのアンインストール 
 

 

付属 CDを開きます。 
 
光学ドライブがない場合は、         
Nmodeサイトの X-DP10のページの巻末に、                 
ダウンロードボタンがあります。             
http://www.nmode.jp/product/Nmode_third_X-DP10.html 
 

 

「Mac」フォルダーを開きます。 

 

「Driver_mac_BulkPet」フォルダー 
を開きます。 

 

「SICAudio Uninstaller」を実行します。 

 

[アンインストール] ボタンを押します。 

 

「ユーザ名」と「パスワード」を入力し、[ヘ
ルパーをインストール] ボタンを押しま
す。 

 

[再起動] ボタンを押します。 

http://www.nmode.jp/product/Nmode_third_X-DP10.html
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[Mac]ドライバの設定 

音声データの転送方式をドライバで設定します。SIC USB Audio コントロールパネルを使用します。 
 

 

「システム環境設定」を開きます。 

 

「SIC USB Audio Driver」を開きます。 

 

 

Bulk Pet を使用する場合 
「Mode」プルダウンリストで「Bulk Pet mode1」 
～「Bulk Pet mode4」のいずれかを選んでください。 
 

Bulk Pet を使用しない場合 
「Mode」プルダウンリストで「Isochronous」を選んで
ください。 
 
Bulk Pet の詳細についてはインターフェイス株式会社
の Webサイトをご覧ください。 
https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pe
t 

https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet
https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/bulk-pet
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[Mac]サウンド設定 

音声の出力先デバイスを X-DP10に設定します。 
 

設定の方法 

 

「Launchpad」を開きます。 

 

「システム環境設定」を開きま
す。 

 

「サウンド」を開きます。 

 

「Nmode X-DP10」を選択してくだ
さい。 
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音声の出力先デバイスを X-DP10に設定します。 

 
設定の方法 

 

「Launchpad」から「その他」を
開きます。 

 

「Audio MIDI 設定」を開きます。 

 

「Nmode X-DP10」を選びます。 

 

お好みのサンプリング周波数を
選択してください。 
 

 

[Mac] Audio MIDI 設定 


