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バージョン 1.12.5−（2021.9.7） 
WING コンソール 1.12 のファームウェア アップデートでは、いくつかの機能改善、新し
いエフェクト、新機能が追加されています。 
注：このファームウェアの変更は、WING CoPilot モバイルアプリのバージョン 1.9 でサポ
ートされています。 
今後も新しい機能、バグの修正等の更新が定期的に実施されますので、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。 
是⾮この機会に WING の behringer.com の製品ページをご覧いただき、最新ファームウェ
アをダウンロード、インストール、アップデートして、新しい WING を体験してください。 
 
 
※最新の WING ファームウェアバージョン 1.12 には以下のものが含まれています。 
 
 
新エフェクト 
•全ての AUX チャンネルにインプットチャンネルの EQ を使⽤可能（6Bd、models） 
•全ての AUX チャンネルに新しいコンボダイナミクス（expander/leveler）を搭載 
•チャンネル ダイナミクス プラグイン PIA2250 Compressor を搭載 
•チャンネル ダイナミクス プラグイン LTA100 tube leveler を搭載 
•WARMTH プラグインに MIX コントロールを追加 
•新しい FX セレクションのサブページはすべてのチャンネルエフェクトで機能 
•5 つの新しい FX プラグイン チャンネルストリップ：Even, Soul, Vintage, Bus, Mastering 
 
 
新機能 
•500ms/150mtrs（AV アプリケーション⽤）のチャンネルディレイを追加チ（⼊⼒チャンネ
ル、ポストプロセス） 
•Warmth プラグインのドライブレンジを拡⼤ 
•プリ/ポストのセンドタップ表⽰を改善 
•チャンネルの PAN/Width をポストタップ（8）に変更し、センドタップの選択がよりスム
ーズになる様に改善 
•ポストフェーダーのセンドタップ使⽤時の追加情報表記 



•チャンネルストリップのオーバービューを改善（フェーダーの位置/レベルを含む） 
•ソース SOLO がアクティブな状態でのソース編集、⾃動選択を改善 
•ロジファイルでのタッチパネルのテスト 
•ソース SOLO チャンネル内の SOLO ボタンにてソース SOLO を有効にする事が可能 
 
•ポップオーバーページのスクリーンショットを許可（CLR SOLO が適⽤されるとページが
閉じる仕様となります） 
•新規ユーザーのワークフローをスムーズにするためにルーティングページを改善 
•設定可能なメインリンク(off、1/2、1-3、1-4) 
•⼀部の OS で問題になる可能性のあるファイル/ディレクトリ名の⾃動修正 
•DCA の名前を設定する際のヘルプ機能（モニターレベルのコントロール⽤） 
•Lo/Hi バンドにスピーカープロセッサーのクロスオーバーフィルターを搭載した
Bus/Main/Matrix EQ 機能 
•モニターソースミックス（SOLO 信号に追加でソース信号を加える） 
•モニター⽤に EQ バンドの SOLO トリムを設定 
•StageConnect のインジケーターにバスのエラー状態を表⽰（オフ/グリーン/レッド） 
•Aux 出⼒⽤ DAC のサポートを追加 
 
 
バグ修正 
• VPH アイコンが正しく更新されない問題を修正 
• ルーティングページにあるソース SOLO のルーティングエントリーを変更 
• フェーダーモードでのセンドの際ミュートオーバーライドを修正 
• ピッチ補正エフェクトの問題を修正（ノートのオン/オフを正しく保存） 
• MON B のスタティックノイズを修正 
• Aux、EQ のバンドアイコンの更新 
 
 
 
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. behringer.com から将来の FW アップデートをダウンロードし、FAT フォーマットの USB
スティックに保存します。 
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. SETUP / GENERAL ページを開き、画⾯の左側にある UPDATE 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。 
 
 

2021.09.15 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＊ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
WING Firmware Update - Summer Special 2021 
Version 1.12.5 - (07 September 2021) 
The console 1.12 firmware update offers some functional improvements, 

new effects and new features. 

NOTE: the changes in this firmware are supported with WING CoPilot 

mobile app version 1.9. 

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 Processing/Effects 
• all aux channels now using input channel EQ (6 Bd, models) 
• all aux channels feature new combo dynamics (expander/leveler) 



• new channel dynamics plugin PIA2250 
• new channel dynamics plugin LTA100 tube leveler 
• MIX control added to WARMTH plugin 
• new FX selection sub page featuring all the channel effects 
• 5 new FX plugin Channel Strips: Even, Soul, Vintage, Bus, Mastering 

New Features 
• Channel delay (input channels, post processing) increased to 500ms/150mtrs for AV 
applications 
• Increased drive range for warmth plugin 
• Improved indication of pre/post send taps 
• Channel pan/width now post tap (8) to make send tap selection more consistent 
• Additional info message when using post fader send tap 
• Improved channel strip overview (including fader position/level) 
• Source edit auto select improved when source solo is active 
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New Features 
• Touch panel test with logfile 
• Activate source solo with SOLO button in source solo channel 
• Allow screenshots of popover pages (CLR_SOLO closes page on release) 
• Routing pages swapped to improve workflow for new users 
• Configurable main link (off, 1/2, 1-3, 1-4) 
• Autocorrect file/directory names that could lead to problems with some operating systems 
• Help when setting DCA names (to control monitor levels) 
• Bus/Main/Matrix EQ with speaker processor crossover filter types on lo/hi band 
• Monitor source mix (add source signal to solo signal) 
• EQ band solo trim preference for monitoring 
• StageConnect indicator now also showing bus error state (off/green/red) 
• Support for alternative DAC for aux outputs added 

Bug Fixes 
• Fixed VPH icon not updated correctly 
• Cleanup source solo routing entries on routing page 



• Fixed mute override when in sends on fader mode 
• Fixed pitch correction fx issue, note on/off switches now correctly stored 
• Fixed static noise on mon B issue 
• Update of the upper/lower aux eq band icons 
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Firmware 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. 

Alternative Update Process without USB Stick: 

9. If you donʼt have a USB stick at hand, connect a USB cable to the rear 

panel USB port and to your 

computer. 

10. 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. 

11. A drive icon will appear on your computer, like connecting a flash drive or 

external hard drive. 

Double click the drive to open. 

12. Extract the firmware zip file and drag/copy the new firmware file into the 

WING OS drive. 

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

computer. 

14. WING should reboot automatically a few seconds after ejecting the drive. 



If it doesnʼt, please power 

cycle the console, and verify the correct 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. 
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