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いくつかの機能改善と新機能が盛り込まれた今回のアップデートの⽬⽟は、新しい Midas 
SubMonsterEffect（サブ ハーモニック ジェネレーター）の追加と DCA/MUTEGROUP の
新しいアサイン画⾯です。新しい TAB および VIEW に加えてルーティング画⾯は接続され
ているすべての AES50 および Stage CONNECT デバイスの表⽰をします。このアップデ
ートでは、チャンネルのホーム画⾯での PRETAP の表⽰や、WING Live Recorder / Player
のメータリング、細かなバグの修正や UI の改善も併せて提供されます。 
今後も新しいファームウェアアップデートを定期的にチェックしていただくことをおすす
めいたします。 
最新の WING ファームウェアバージョン 1.09 には以下のものが含まれています。 
 
 
新機能 
• タッチスクリーンでのクイックなチャンネル選択（左上隅のチャンネル NO をタッチ） 
• チャンネル上、ホーム画⾯での PRETAP 表⽰と設定 
• Midas SubMonsterEffect（サブ ハーモニック ジェネレーター）が FX に追加 
• WING Live Recorder / Player ⽤オプションのチャンネルメータリング 
• 接続された AES50 および StageCONNECT デバイスの表⽰（ルーティング） 
• DCA のモニターレベル制御（DCA の名前を「MONA」、「MON B」、または「MON LVL」

（両⽅）に変更します） 
• 更に使い易くなったソース、チャンネルプリセットの RECALL SCOPE 機能 
• カスタマイズ、ネーミング、タグの VIEW 機能 
• 48V ファンタム電源のディレイ機能（オン/オフ スイッチをを⻑押し） 
• 新しい DCA/MUTEGROUP のアサイン画⾯ 
• DAW 再⽣中にジョグホイールを無効にするオプションの追加 

 
改善点 

• 新しい StageCONNECT 構成（ルーティング） 
• 利⽤可能な USB ストリームの表⽰（ルーティング） 
• SoF モードでのフェーダーリコールの問題を修正 
• SOUL9000 ゲートと EVEN88 ゲートを使⽤時の低周波帯域の歪みを修正 
• 固定ルーティングの際のイネーブルスイッチ 
• コンソール起動後、正しい USB オーディオ構成をすぐにロードする様に改善 
• WING ライブセッションの並べ替え改善（最新のものが⼀番上になります） 



Firmware アップデートの⽅法  
1. WING 背⾯パネルの USB ポートと PC/Mac を USB ケーブルで接続します。 
2.  SET UP/GROBAL ページを開いて OS アクセスを有効にします。 
3. フラッシュドライブまたは外付けハードドライブの接続と同様に、PC/Mac にドライブ

アイコンが表⽰されます。PC/Mac 内で USB ド ライブをダブルクリックして開きま
す。 

4.  ファームウェアの zip ファイルを抽出し、新しいファームウェアファイルを WING 
OS ドライブにドラッグ/コピーします。  

5. コピーが完了したら、PC から WING OS ドライブを取り出してください。 
6. WING は、ドライブを取り出してから数秒後に⾃動的に再起動します。もし再起動し

ない場合は、コンソールの電源を⼊れ直し、セットアップ画⾯の右下隅で正しいファー
ムウェアバージョンを確認してください。  
 
 

USB フラッシュからのファームウェアアップデート 
1. 最新のアップデートを behringer.com からダウンロードし、FAT フォーマットの 

USB フラッシュに保存します。 
2. USB フラッシュを WING のトップパネルの USB ポートに接続します。  
3. セットアップページを開き、ディスプレイの右下にあるコンソールアップデートアイコ

ンをタップします。 
4. ファイルブラウザが画⾯に表⽰され、ファームウェアアップデートに移動できます。 
5.  正しいファームウェアファイルを選択し、タップします。 
6.  アップデートのインストールが完了すると、WING を再起動します。  
7. WING を再起動するには、電源を⼊れ直すか、SETUP/SHUTDOWN を選択して 

HOME ボタンを押しながら SETUP ボタンを押します。 
8. セットアップ画⾯の右下隅にある FW バージョン番号を確認して、アップデートが成

功したことを確認してください。 
 ※WING は常に OS ドライブの最新のファームウェアを使⽤して起動することに注意し
てください。古いファームウェアファイルは削除するか、サブフォルダに移動することをお
勧めします。 
 
 

2020.11.19 翻訳 株式会社ワタナベ楽器店 
＊原⽂（英⽂）がオフィシャルの案内です。内容は原⽂が優先されます＊ 
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WING Firmware Update

Version 1.09 - (29 October 2020)
The console 1.09 firmware update offers some functional improvements and new features. The 
highlights of this update are the new Midas Sub Monster Effect and new assignment screens for DCAs 
and Mute Group. Besides a new Tab-View, the routing screens provide new features like indication of all 
connected AES50 and StageCONNECT devices. This update also offers some UI improvements like PRE-
Tap indication on the channel home screen or metering for the WING Live Recorder/Player and some 
general Bug fixes.

It is sensible to periodically check for new firmware updates. New features and bug fixes will be released 
regularly. Our development team is eager to react to customer suggestions and to amaze you with 
improvements and new features. Visit the WING product page on behringer.com to download the latest 
firmware, install the update and enjoy the full potential of your WING. 

This new WING Firmware version contains: 

New Features
• Quick channel select from touchscreen (touch the channel number in the upper left corner)
• PRE-Tap indication and setup on channel home screen
• Midas Sub Monster Effect
• Optional channel metering for WING Live Recorder/Player
• Indication of connected AES50 and StageCONNECT devices (ROUTING)
• Enable DCAs to control monitor levels (rename DCA to ‘MON A’, ‘MON B’, or ‘MON LVL’ (both))
• Advanced Source-Scope for channel presets
• Tab-View for customization, naming and tags 
• Delay for 48V switch (hold for on/off)
• New DCA/Mute Group assignment screen (touch assignment overview)
• Option to disable jogwheel during DAW playback

Improvements
• New StageCONNECT configuration (ROUTING)
• Indication of available USB Streams (ROUTING)
• Fixed issue with fader recall in SoF Mode
• Fixed low frequency distortion with SOUL 9000 Gate and EVEN 88 GATE
• Fixed routing enable switch
• Immediate loading of correct USB Audio configuration after booting console
• Reordering of WING Live Sessions (newest on top)
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Update Process:

1. Connect a USB cable to the rear panel USB port and to your computer.

2. Either hold the blank button on the main display during power-up or open the SETUP/GENERAL 
Edit page in order to enable WING OS.

3. A drive icon will appear on your computer, like connecting a flash drive or external hard drive. 
Double click the drive to open.

4. Extract the firmware zip file and drag/copy the new firmware file into the WING OS drive.

5. After copying is completed, please eject the WING OS drive from your computer.

6. WING should reboot automatically a few seconds after ejecting the drive. If it doesn’t, please power 
cycle the console, and verify the correct firmware version on the left of the SETUP/GENERAL screen. 

Alternative Update from USB Stick:

1. Download any future FW updates from behringer.com and store it on a FAT formatted USB stick.

2. Connect the USB stick to the top panel USB port of WING.

3. Open the SETUP/GENERAL page and tap on the UPDATE icon on the left of the screen.

4. A file browser will appear on the screen, and you can navigate to where the fw update is located.

5. Select the correct FW update file and tap on UPDATE.

6. After installing the update is completed, you will be prompted to reboot the console.

7. The console can be rebooted by power cycling, or by selecting SETUP/SHUTDOWN and holding the 
SETUP button while pressing the HOME button.

8. Verify the update was successful by comparing the firmware version on the left of the SETUP/
GENERAL screen. 

Note, WING will always boot using the most recent firmware in the OS drive.   
However, it is recommended to delete older firmware files or move them to a subfolder.


