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（W）ホワイト

SmartBand Talk
SWR30

（B）ブラック
（W）ホワイト
オープン価格 
付属品：コア、リストバンドSサイズ、リストバンドLサイズ、

リストバンド用固定ピン（2セット4個）、マイクロ
USBケーブル

（W）ホワイト

ワイヤレスステレオヘッドセット
SBH50
オープン価格 
付属品：インナーイヤーヘッドホン、イヤーピース（S/M/L）

各2個、充電器、マイクロUSBケーブル

有機ELディスプレイにさまざまな情報をリアルタイムで表示。
ワンタッチ接続（NFC）＊機能を搭載したFMチューナー内蔵ワイヤレスステレオヘッドセット

小型でスタイリッシュなデザインに、選べる4カラー。
ワンタッチ接続（NFC）＊機能を搭載したワイヤレスステレオヘッドセット

話す、踊る、聴く。毎日をもっと楽しむSmart Bluetooth®スピーカー

スマートフォンとウェアラブルデバイスで、毎日がもっと楽しくなる

話す、見る、キロクする

両手が自由になるモバイルライフを

●NFC機能＊を利用してワンタッチでペアリング、
Bluetooth接続、パワーONが可能

●ワンセグTV音声、音楽、ハンズフリー通話を高音
質なステレオ音声で楽しめる

●単独でも楽しめるFMチューナー内蔵
●着信電話番号、発信者名、楽曲タイトル、FMラジオ

周波数などを表示するディスプレイ搭載
●2台のスマートフォンの着信待ち受けが可能なマルチ

ポイント対応
●2台までの機器が登録可能なマルチペアリング対応

●NFC機能＊を利用してワンタッチでペアリング、
Bluetooth接続、パワーONが可能

●ワンセグTV音声、音楽、ハンズフリー通話を高音
質なステレオ音声で楽しめる

●2台のスマートフォンの着信待ち受けが可能なマルチ
ポイント対応

●8台までの機器が登録可能なマルチペアリング対応
●軽量・コンパクトでリスニングシーンを彩るスタイリッ

シュなデザイン

●ボイスコントロールに対応した、スマートなワイヤレス
スピーカー

●天気やスケジュールなどを読み上げる機能
●ハンズフリー通話に対応
●アラーム機能
●音声操作で曲再生が可能
●音楽再生に合わせてリアクション

※ 動作環境や対応機種はソニーモバイル商品ページをご確認ください　
（http://www.sonymobile.co.jp/product/smartwear)

ワイヤレスステレオヘッドセット
SBH20
オープン価格 
付属品：インナーイヤーヘッドホン、イヤーピース（S/M/L）

各2個、充電器、マイクロUSBケーブル

Smart Bluetooth®スピーカー
BSP60
オープン価格 

＊ ワンタッチ接続（NFC）機能を利用するにはNFC対応スマートフォンが必要です。一部のスマートフォンは「NFC簡単接続」
アプリをインストールする必要があります。また一部のNFC対応スマートフォンは対応しておりません。対応スマートフォンに
ついてはソニーモバイルサポートページ（www.sonymobile.co.jp/support/）をご確認ください

SWR10/SWR30/SWR50/SWR50M/SBH50/SBH20/BSP60に関するお問い合わせは
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-111-156

※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
●一部のIP電話からは 050-3754-9728（有料）
●パソコンから http://www.sonymobile.co.jp/support
受付時間 月〜金10:00〜18:00 土・日・祝日10:00〜17:00

（B）ブラック

（B）ブラック

（B）ブラック

コア

リストバンド

（G）ライム

（W）ホワイト

（B）ブラック

（P）ピンク （D）オレンジ

ワイヤレスヘッドセット/ワイヤレススピーカーウェアラブルデバイス

SmartWatch 3
SWR50

（B）ブラック
（G）ライム
SmartWatch 3
SWR50M

（S）メタルシルバー
オープン価格 
付属品：コア、リストバンド、マイクロUSBケーブル、

バンド調整用パーツ＊

●Android Wear™ OS対応で広がる使い方
メールや電話の着信、新着情報の確認、音声検索、
返信が可能

●４GB内蔵メモリーにプレイリストをダウンロードし、
スマートフォンなしでの音楽再生が可能

●GPSやジャイロセンサーを搭載、位置情報の取得が
可能

●Android Wear™に最適化されたLifelogアプ
リをプリインストール。活動データの確認が可能

＊ SWR50Mのみ付属。バンドの長さの調整について
は、お近くの時計店などにご相談ください

●NFC機能＊を利用してワンタッチでペアリング、
Bluetooth接続が可能

●リストバンドからコアが取り外し可能
●Google Play™ストアからダウンロードできる

ライフログアプリケーションを使用することでさま
ざまなライフログの取得が可能

SmartBand
SWR10
オープン価格 
付属品：コア、リストバンド（ブラック）Sサイズ、リストバンド

（ブラック）Lサイズ、マイクロUSBケーブル

※ Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています
※ ワンタッチ接続（NFC）機能について詳しくは9ページをご覧ください

※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

●約1.4インチの画面（E-ink）
●NFC機能＊を利用してワンタッチでペアリング、

Bluetooth接続が可能
●ボイスコントロール
●ハンズフリー通話
●Google Play™ストアからダウンロードできる

ライフログアプリケーションを使用することでさま
ざまなライフログの取得が可能

●ライフログ…歩数やカロリー、撮影した写真や聴いた音楽の履歴など、さまざまな活動のログを取得
●ライフブックマーク…感動した時や目標を達成した時など、電源ボタンを2回押すことでその時間・場所を登録

ライフログアプリケーション

（S）メタルシルバー

NEW
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ワイヤレスステレオヘッドセット
MDR-ZX330BT
オープン価格 
付属品：マイクロUSBケーブル

連続音楽再生時間、約30時間。音楽の再生・音量調節など
ジョグスイッチで簡単操作のワイヤレスステレオヘッドセット

●連続音楽再生時間約30時間の長時間バッテリー
●NFC機能を利用してワンタッチでペアリング、Bluetooth接続、パワーONが可能
●音楽の再生・停止などの基本操作が可能なリモコン機能
●ハウジング部をフラットに折りたためて持ち運びに便利なスイーベル機構
●スピン目加工を施したハウジング部
●密閉性の高いイヤーパッドを採用
●エコーキャンセレーションやノイズサプレッションを用いることに

より、高音質なハンズフリー通話が可能
●SBC/AACコーデックに対応

ワイヤレスステレオヘッドセット
MDR-10RBT
オープン価格 
付属品：接続コード（約1.2m）、マイクロUSBケーブル、キャリングポーチ

ワイヤレスステレオヘッドセット
MDR-1ABT
オープン価格 
付属品：ヘッドホンケーブル（約1.2m）、マイクロUSBケーブル、

キャリングポーチ

スマートフォンとのペアリングや接続がワンタッチで完了。
コード接続時にはハイレゾリューション音源の再生にも対応した
ワイヤレスステレオヘッドセット

高音質コーデックLDACに対応。
Bluetooth®対応ワイヤレスステレオヘッドセット

●ハイレゾリューション・オーディオ対応＊1

●NFC機能を利用してワンタッチでペアリング、Bluetooth接続、パワーONが可能
●AAC/aptXコーデックに対応＊2

●電池持続時間約17 時間の長時間バッテリー
●電源OFF時は通常のヘッドホンとしても使用可能＊1

●iPhoneやスマートフォンでハンズフリー通話ができる
●音楽の再生・停止などの基本操作が可能なリモコン機能
●専用設計40mmHDドライバーユニット採用
＊1 付属の接続コード（約1.2m）使用時
＊2 初期設定ではSBCのみに対応

●Bluetooth経由で、従来の技術と比べて＊2 最大約3倍の情報量
を伝送可能な高音質コーデック「LDAC」に対応

●広がりのある自然な音質へ向上させるDSEE搭載
●周囲の電波の影響による音切れが発生しにくく、簡単に接続できる、

Bluetooth標準規格Ver.3.0対応
●iPhoneやスマートフォンでハンズフリー通話ができる
●電池持続時間約30 時間の長時間バッテリー
●タッチセンサーコントロールパネル搭載＊3

●NFC機能を利用してワンタッチでペアリング、Bluetooth接続、パワーONが可能
●広帯域再生40mmHDドライバーユニット採用で100kHz＊1再生に対応
＊1 付属のヘッドホンケーブル（約1.2m）使用時
＊2 SBC（328kbps、44.1kHz時）との比較。対応の再生機器にて、LDAC

の音質優先を選択時
＊3 電源OFF時はタッチセンサー機能は使えなくなります。音量調節、再生/

一時停止などの操作は接続機器側で行ってください

※ Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています
※ 対応機器について詳しくはソニー製品情報の各商品ページをご覧ください http://www.sony.jp/support/headphone/connect/

※ ワンタッチ接続（NFC）機能について詳しくは9ページをご覧ください
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
MDR-ZX770BN
オープン価格 
付属品：ヘッドホンケーブル（約1.2m）、マイクロUSBケーブル、

キャリングポーチ

Bluetooth®とデジタルノイズキャンセリング機能を搭載。
周囲の騒音を低減し、ワイヤレスでもバランスのとれた高音質再生を実現

●①ワイヤレス（Bluetooth）＋デジタルノイズキャンセリング、②ワイヤレ
ス（Bluetooth）、③デジタルノイズキャンセリング、④付属ヘッドホン
ケーブルを使った通常ヘッドホンの4通りのスタイルで音楽を楽しめる

●電車や航空機などでリスニング時に、走行音やエンジンノイズなど
さまざまな騒音を低減

●周囲の電波の影響による音切れが発生しにくく、簡単に接続できる、
Bluetooth標準規格Ver.3.0対応

●エコーキャンセレーションやノイズサプレッションを用いることに
より、高音質なハンズフリー通話が可能

●NFC機能を利用してワンタッチでペアリング、Bluetooth接続、パワー
ONが可能

●SBC/AAC/aptXコーデックに対応

ワイヤレスヘッドセット

連続音楽再生時間、約8.5時間。コントロールボックスをなくした
軽量防滴＊仕様のスポーツ向けワイヤレスステレオヘッドセット

ワイヤレスステレオヘッドセット
MDR-AS600BT
オープン価格 
付属品：ハイブリッドイヤーピースロング（SS/S/M/L）各2個、マイクロUSB

ケーブル、アークサポーター（S/M/L）各2個

●連続音楽再生時間約8.5時間の長時間バッテリー
●耳孔だけでなく、耳のくぼみにフィットし、ランニング等の動作でも

不意に落ちにくいアークサポーター
●快適で安定した装着性を実現するハイブリッドイヤーピースロング
●ペアリングや音楽の再生/停止などがボタンひとつでできるワンボタン操作
●エコーキャンセレーションやノイズサプレッションを用いることに

より、高音質なハンズフリー通話が可能
●SBC/AACコーデックに対応
＊IPX4（飛沫に対する保護等級）：あらゆる方向からの、飛沫に対して本体

機能を保護するものです

ワイヤレスステレオヘッドセット
MDR-XB950BT
オープン価格 
付属品：ヘッドホンケーブル（約1.2m）、マイクロUSBケーブル

まるでクラブのフロアにいるような、重低音のグルーブ感。
臨場感に満ちたサウンドをワイヤレスで楽しめる

●クラブのフロアにいるようなグルーブ感を体感できるエレクトロ・ベース・
ブースター＊1

●重低音のグルーブ感をあますところなく伝えるベース・ブースター
●EXTRA BASS専用の大口径40mmドライバー搭載で臨場感に満

ちた重低音を再生
●iPhoneやスマートフォン、携帯電話でハンズフリー通話が可能
●NFC機能を利用してワンタッチでペアリング、Bluetooth接続、パワーONが可能
●AAC/aptXコーデックに対応
●電源OFF時は付属のヘッドホンケーブルとつなぐことで通常のヘッド

ホンとしても使用可能＊2

＊1 エレクトロ・ベース・ブースターはBluetooth接続時のみ有効です
＊2 電源を入れることはできません。Bluetooth、エレクトロ・ベース・ブースターは使えません

（B）ブラック

（H）グレー

（S）シルバー

（B）ブラック

（B）ブラック

（L）ブルー

（L）ブルー

（D）オレンジ

＊1

＊1
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ワイヤレスノイズキャンセリング
ステレオヘッドセット
MDR-EX31BN
オープン価格 
付属品：ハイブリッドイヤーピース（S/M/L）各2個、

マイクロUSBケーブル
●高精度なキャンセル信号生成により、卓越した

騒音低減を実現するDNCソフトウェアエンジン
●ボタンひとつで周囲の騒音を分析し、最適なキャ

ンセリングモードを自動で選択する「AI（Artificial 
Intelligence）ノイズキャンセリング機能」

●iPhoneやスマートフォン、携帯電話でハンズフリー
通話が可能

●AAC/aptXコーデックに対応
●NFC機能を利用してワンタッチでペアリング、

Bluetooth接続、パワーONが可能
●連続待ち受け最大約100時間の長時間バッテリー
●ノイズキャンセリング機能ON時最大約9時間、ノイ

ズキャンセリング機能OFF時最大約10.5時間の
音楽再生が可能

＊当社測定法による。周囲からの騒音がまったく聞こえなく
なるわけではありません

ハイエンドインナーをワイヤレス化できる、
XBA-Z5/A3/A2/H3/H2用ワイヤレスオーディオレシーバー

XBA-Z5/A3/A2/H3/H2用
ワイヤレスオーディオレシーバー
MUC-M1BT1
オープン価格 
付属品：マイクロUSBケーブル

●XBA-Z5/A3/A2/H3/H2の付属ケーブル
を付け替えてワイヤレスで音楽再生
ケーブル上のコンパクトな筐

きょう

体
た い

にBluetooth
機能をビルトイン。Bluetooth 対応の音楽
プレーヤーやスマートフォンなどの音楽、ワン
セグ音声をワイヤレスで再生できます。

●AAC/aptXコーデックに対応
●高音質ハンズフリー通話
●ペアリングや音楽の再生/停止などがボタン

ひとつでできるワンボタン操作（B）ブラック

約98%の騒音を低減＊するデジタルノイズキャンセリング。
ワンタッチ接続（NFC）機能を搭載したワイヤレスステレオヘッドセット

ワンタッチ接続（NFC）でBluetooth®接続がかんたん

※一部のスマートフォンは「NFC簡単接続」アプリをインストールする必要があります。SBH50、SBH20でワンタッ
チ接続（NFC）機能を利用するにはNFC対応スマートフォンが必要です。おサイフケータイ®対応Android™
スマートフォンには対応していません。対応機種に関してはWebサイト（sony.jp/support/headphone/
confirm/index.html#nfc）をご確認ください

スマートフォンをヘッドホンやスピーカーに
タッチするだけで登録（ペアリング）が完了。
そのままBluetooth接続できます。

ワンタッチで登録（ペアリング）

ワンタッチでBluetooth®接続切り替え
スマートフォンを他のNFC機能搭載機器にタッチすると、接続中のBluetooth接続を切断してタッチし
たNFC機能搭載機器の電源がON。たとえばヘッドホンでワイヤレス再生しているときにスマートフォン
をスピーカーにタッチするだけで、スピーカーでワイヤレス再生できます。

（R）レッド

（B）ブラック

（W）ホワイト

スマートフォンをBluetooth接続中の
ヘッドホンやスピーカーにタッチすると
Bluetooth接続を切断できます。

ワンタッチでBluetooth®切断

スマートフォンをヘッドホンやスピーカー
にタッチすると電源がON＊。そのまま
Bluetooth接続できます。

ワンタッチでBluetooth®接続

＊SBH20はワンタッチで電源ONにはなりません。電源が入った状態でタッチするとBluetooth接続できます

ワイヤレスヘッドセット

通常スタイルとスポーツスタイルの2つのリスニングスタイル。
小型・軽量、防滴＊仕様のワイヤレスステレオヘッドセット

（W）ホワイト（L）ブルー

●コントロールボックスをなくした軽量防滴＊ワイヤレス
ヘッドセット

●ヘッドホンを頭部にしっかり固定できる調整バンド
●通常スタイルとスポーツスタイルの2つのリスニング

スタイルが可能
●ペアリングや音楽の再生/停止などがボタンひとつで

できるワンボタン操作
●iPhoneやスマートフォン、携帯電話でハンズフリー

通話が可能
●NFC機能を利用してワンタッチでペアリング、

Bluetooth接続、パワーONが可能
●高音質な通話を可能にするノイズサプレッション、

エコーキャンセレーション
●マルチペアリング・マルチポイント対応
●周囲の電波の影響による音切れが発生しにくく、簡単に

接続できる、Bluetooth標準規格Ver.3.0対応
●AAC/aptXコーデックに対応
＊IPX4（飛沫に対する保護等級）：あらゆる方向からの、

飛沫に対して本体機能を保護するものです

ワイヤレスステレオヘッドセット
MDR-AS800BT
オープン価格 
付属品：ハイブリッドイヤーピースロング（SS/S/M/L）

各2個、マイクロUSBケーブル、アークサポーター
（S/M/L）、調整バンド、キャリングケース

※ 対応機器について詳しくはソニー製品情報の各商品ページをご覧ください http://www.sony.jp/support/headphone/connect/
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください 

MUC-M1BT1 XBA-Z5装着時

スマートフォン

登録（ペアリング）
Bluetooth®接続

NFC機能搭載機器

スマートフォン

電源ON
Bluetooth®接続

NFC機能搭載機器

スマートフォン

Bluetooth®接続
切断

NFC機能搭載機器

※ Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています
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●新開発HDハイブリッド3ウェイドライバーユニット
口径12ｍｍダイナミックドライバーユニットとバランスド・アーマチュア・ド
ライバーユニット2基（フルレンジ+HDスーパートゥイーター）を組み合わ
せた、新開発のHDハイブリッド３ウェイドライバー搭載

●ハイレゾリューション・オーディオ対応
●透明度の高い中高音を奏でるリニアドライブ バランスド・アーマチュア
●軽量化と高剛性化を両立し、超高域まで再生できるHDスーパートゥイーター
●高解像度の音質を実現する液晶ポリマーフィルム振動板
●重低音のリズムを正確に刻むビートレスポンスコントロール
●ドライバーユニット一体型制振ハウジング
●なめらかな高音域を再生できる銀コートOFC線
●広がり感に富んだ音場と引き締まった低音を実現する独立グラウンドケーブル
●ケーブルを使い分けられる着脱式でバランス接続にも対応

密閉型インナーイヤーレシーバー
XBA-A2
オープン価格 
付属品：マイク/リモコン付きヘッドホンケーブル（約1.2m）、シリコンフォー

ムイヤーピース（S/M/L）各2個、ハイブリッドイヤーピース（SS/S/
M/L）各2個、キャリングケース、ケーブル長アジャスター、クリップ

リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。
本体カラーと同色でコーディネートしたセレーションコードを採用

密閉型インナーイヤーレシーバー
MDR-EX15AP
希望小売価格 2,350円＋税
付属品：ハイブリッドイヤーピース（S/M/L）各２個、コード長アジャスター
●スマートフォンでハンズフリー通話ができる
●通気量を調整するための穴を小さくすることで、従来機に比べ

て約80％音漏れを低減 ※当社従来機との比較。当社測定法による
●からみにくいセレーションコード
●音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな

低音を再生する400kJ/m3 高磁力ネオジウムマグネット
●コードのからみを防ぐコードスライダー（LI）ブルー （PI）ピンク（V）アクアバイオレット

リモコン・
マイク部

（R）レッド （W）ホワイト（LI）ブルー

（B）ブラック

（B）ブラック （W）ホワイト
リモコン・
マイク部

ベース・ブースターが重低音のグルーブ感をダイレクトに伝達。
独自開発12mmドライバーユニットが迫力の重低音を再生

密閉型インナーイヤーレシーバー
MDR-XB50AP
オープン価格 
付属品：ハイブリッドイヤーピース（SS/S/M/L）各２個、クリップ、

キャリングポーチ
●重低音のグルーブ感をあますところなく伝えるベース・ブースター
●小型で高感度な独自開発12mmドライバーユニット
●音の解像度を高め、クリアな中高音と豊かな低音を再生

する300kJ/㎥高磁力ネオジウムマグネット
●ドライバーの小型化により装着性に優れたアングルドイヤー

ピース方式を採用
●持ち運びに便利なキャリングポーチ付属

リモコン・
マイク部

リモコン・マイク部

（L）ブルー （Y）イエロー（W）ホワイト

新開発のHDハイブリッド3ウェイドライバーユニットを搭載。
深みのある重低音からクリアできめ細かい高域まで
豊かな広帯域を再生

新開発のHDハイブリッド3ウェイドライバーユニットを搭載。
広がりのある低域と解像度の高い音質を実現

ハウジングに剛性の高いアルミニウムを採用。明るく澄んだ中高音を再生

密閉型インナーイヤーレシーバー
XBA-A3
オープン価格 
付属品：マイク/リモコン付きヘッドホンケーブル（約1.2m）、シリコンフォー

ムイヤーピース（S/M/L）各2個、ハイブリッドイヤーピース（SS/S/
M/L）各2個、キャリングケース、ケーブル長アジャスター、クリップ

密閉型インナーイヤーレシーバー
MDR-EX450AP
オープン価格 
付属品：ハイブリッドイヤーピース（SS/S/M/L）各2個、

キャリングポーチ、コード長アジャスター

●新開発HDハイブリッド3ウェイドライバーユニット
大口径１６ｍｍダイナミックドライバーユニットとバランスド・アーマチュア・ド
ライバーユニット2基（フルレンジ+HDスーパートゥイーター）を組み合わ
せた、新開発のHDハイブリッド３ウェイドライバー搭載

●ハイレゾリューション・オーディオ対応
●透明度の高い中高音を奏でるリニアドライブ バランスド・アーマチュア
●軽量化と高剛性化を両立し、超高域まで再生できるHDスーパートゥイーター
●高解像度の音質を実現する液晶ポリマーフィルム振動板
●重低音のリズムを正確に刻むビートレスポンスコントロール
●ドライバーユニット一体型制振ハウジング
●なめらかな高音域を再生できる銀コートOFC線
●広がり感に富んだ音場と引き締まった低音を実現する独立グラウンドケーブル
●ケーブルを使い分けられる着脱式でバランス接続にも対応

●クリアで豊かな中高音域を鳴らすアルミニウムハウジング
●小型で高感度な独自開発12mmドライバーユニット
●音響ポート（通気孔）で通気特性を最適化。重低音のリズム

を正確に刻むビートレスポンスコントロール
●ドライバーの小型化により装着性に優れたアングルドイヤー

ピース方式を採用
●持ち運びに便利なキャリングポーチ付属

小型で高感度な独自開発12mmドライバーユニット採用。
豊かな高音質と快適で安定した装着感

リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。
多彩なカラーでカジュアルに高音質を楽しめる

密閉型インナーイヤーレシーバー
MDR-EX250AP
オープン価格 
付属品:ハイブリッドイヤーピース（SS/S/M/L）各2個、ケーブル長アジャスター

密閉型インナーイヤーレシーバー
MDR-EX150AP
オープン価格 
付属品:ハイブリッドイヤーピース（SS/S/M/L）各2個、ケーブル長アジャスター

（R）レッド

（L）ミントブルー（G）ライムグリーン（Y）イエロー （W）ホワイト（PI）ピンク

（B）ブラック （LI）ブルー

※ 対応機器について詳しくはソニー製品情報の各商品ページをご覧ください http://www.sony.jp/support/headphone/connect/
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください 

スマートフォン用ヘッドホン

（B）ブラック

（H）クロムグレー

（W）プラチナホワイト

●スマートフォンでハンズフリー通話ができる
●小型で高感度な独自開発12mmドライバーユニット
●深みと広がりのある豊かな高音質を再生
●通気量を調整するための穴を小さくすることで音漏れを低減
●からみにくいセレーションケーブル採用
●ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
●遮音性と装着感に優れたアングルドイヤーピース構造
●ケーブル長アジャスターを付属

●スマートフォンでハンズフリー通話ができる
●バランスに優れた高音質を実現する9mmドライバーユニット
●通気量を調整するための穴を小さくすることで音漏れを低減
●からみにくいセレーションケーブル採用
●耳に沿いやすい形状で安定した装着感のイヤーフィットブッシング
●ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
●遮音性と装着感に優れたアングルドイヤーピース構造
●ケーブル長アジャスターを付属

リモコン・
マイク部

NEW

NEW
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※ 対応機器について詳しくはソニー製品情報の各商品ページをご覧ください http://www.sony.jp/support/headphone/connect/
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください 

リモコン・マイク部

リモコン・マイク部

広帯域HDドライバーユニットが低域から100kHzに至るワイドレンジ再生を実現。
ハイレゾリューション音源の再生に対応した
耳を包み込むような快適な装着感のステレオヘッドホン

騒音低減率約99.7％＊の卓越したノイズキャンセリング性能を実現。
音質と装着性に優れたデジタルノイズキャンセリングヘッドホン

ステレオヘッドホン
MDR-1A
オープン価格 
付属品：ヘッドホンケーブル（約1.2m）、マイク/リモコン付きヘッド

ホンケーブル（約1.2m）、キャリングポーチ

ノイズキャンセリングヘッドホン
MDR-1RNCMK2
オープン価格 
付属品：接続コード（約3.0m/約1.5m）、マイク/リモコン付き接続

コード（約1.2 m）、マイクロUSBケーブル、航空機用プラグ
アダプター、キャリングケース

●広帯域再生40mmHDドライバーユニット
可聴帯域をはるかに超える100kHzまでの高域再生が可能
なHD振動板形状を採用。軽量CCAWボイスコイルを用いる
ことで高域でのリニアリティの高いレスポンスを実現します。

●アルミニウムコートLCP振動板採用
全帯域で高くフラットな内部損失特性を実現し、色付けのない
クリアな中高音を再生します。

●重低音のリズムを正確に刻むビートレスポンスコントロール
●高い装着性と気密性を両立するエルゴノミック立体縫製

イヤーパッド
●包み込む装着感を追求したエンフォールディングストラクチャー
●なめらかな高音域を再生できる銀コートOFC線
●広がり感に富んだ音場と引き締まった低音を実現する独立

グラウンドケーブル
●ケーブルを使い分けられる着脱式でバランス接続にも対応
●持ち運びに便利なキャリングポーチ付属

●周囲からの騒音を約99.7%＊低減し、より静かな環境で高
音質なサウンドを再生するデジタルデュアルノイズセンサー
テクノロジー搭載

●圧縮音源で失われがちな高音域と消え際の微小な音を再現
し、広がりのある自然な音質を実現するDSEE搭載

●デジタルイコライザーとフルデジタルアンプS-Master搭載
●フルオートAIノイズキャンセリング機能搭載
●電源OFF時は通常のヘッドホンとしても使用可能
●50mm液晶ポリマーフィルム振動板採用
●重低音のリズムを正確に再現するビートレスポンスコントロール
●包み込む装着感を実現するエンフォールディングストラクチャー
●抜群の装着安定性を実現するインワードアクシスストラクチャー
●可動部のガタつきを低減するサイレントジョイント
＊ 当社規定の航空機シミュレートノイズ下におけるノイズキャンセ

リングモードA時と、ヘッドホン非装着時との比較による値です

（B）ブラック

（S）シルバー

スマートフォン用ヘッドホン

音楽CDの音質を上回るハイレゾリューション音源の再生に対応。
包み込むような快適な装着感のステレオヘッドホン

耳に乗せるオンイヤータイプ。持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用したコンパクトサイズ。
ハイレゾリューション音源の再生に対応したステレオヘッドホン

騒音低減率約99.4%＊の卓越したノイズキャンセリング性能を実現。
音質と装着性に優れたデジタルノイズキャンセリングヘッドホン

ステレオヘッドホン
MDR-10R
オープン価格 
付属品：接続コード（約1.2m）、スマートフォン対応マイク/リモコン

付き接続コード（約1.2m）、キャリングポーチ

ステレオヘッドホン
MDR-10RC
オープン価格 
付属品：接続コード（約1.2m）、スマートフォン対応マイク/リモコン

付き接続コード（約1.2m）、キャリングポーチ

ノイズキャンセリングヘッドホン
MDR-10RNC
オープン価格 
付属品：接続コード（約1.5m）、スマートフォン対応マイク/リモコン

付き接続コード（約1.2m）、単4形乾電池、航空機用プラグ
アダプター、キャリングケース

●ハイレゾリューション・オーディオ対応
●専用設計40mmHDドライバーユニット採用
●包み込む装着感を実現するエンフォールディングストラクチャー
●重低音のリズムを正確に再現するビートレスポンスコントロール
●用途で使い分けられる2種類の着脱式コード
●長時間のリスニングも快適な耳触りの良いイヤーパッド

●ハイレゾリューション・オーディオ対応
●専用設計40mmHDドライバーユニット採用
●重低音のリズムを正確に再現するビートレスポンスコントロール
●用途で使い分けられる2種類の着脱式コード
●長時間のリスニングも快適な耳触りの良いイヤーパッド
●持ち運びに便利な折りたたみ式

（W）ホワイト

リモコン・マイク部

リモコン・マイク部

（B）ブラック

（B）ブラック

（R）レッド

（W）ホワイト リモコン・マイク部

●デュアルノイズセンサーテクノロジー搭載
●AIノイズキャンセリング機能搭載
●デジタルイコライザーとフルデジタルアンプＳ-Master搭載
●用途で使い分けられる2種類の着脱式コード
●電源OFF時は通常のヘッドホンとしても使用可能
＊当社規定の航空機シミュレートノイズ下におけるノイズキャンセリン

グモードA時と、ヘッドホン非装着時との比較による値です
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独自開発バランスド・アーマチュア・ドライバーユニットが豊かな音場を再現。
優れた装着安定性を実現するデルタ形状のフィッティングアシスト機構を搭載

コンパクトに持ち歩けるクイック折りたたみ機構を採用。
低域から中域までバランスのとれた高音質を楽しめる

密閉型インナーイヤーレシーバー
XBA-C10IP
オープン価格 
付属品：ハイブリッドイヤーピース（SS/S/M/L）各2個、

コード長アジャスター、クリップ

ステレオヘッドホン
MDR-ZX110AP
オープン価格 

●iPhoneでハンズフリー通話ができる
●外部のノイズをカットし、音漏れも低減するノイズ

ブロック構造
●小型ドライバーユニットが装着性を向上
●耳からはずれにくいデルタ形状のフィッティング

アシスト機構
●装着安定性を向上させるドライバーユニット配置
●耳の形に沿うことで、はずれにくく安定した装着性

を実現するブッシング形状
●からみにくいセレーションコード採用

●スマートフォンでハンズフリー通話ができる
●ハウジングを簡単に折りたためるクイック折りたた

み機構

リモコン・
マイク部（B）ブラック

（B）ブラック

（W）ホワイト

（W）ホワイト

密閉型インナーイヤーレシーバー
MDR-AS400IP
希望小売価格 4,700円＋税

付属品：ハイブリッドイヤーピース（SS/S/M/L）各2個、
コード長アジャスター、キャリングポーチ、クリップ

●iPhoneでのハンズフリー通話やリモコン操作に
対応

●さまざまな耳の形にフィットするアジャスタブルイヤー
ループ機構

●汗や水しぶきに強い防滴仕様
●からみにくいセレーションコード採用

小型・軽量でさまざまな耳の形にフィットするアジャスタブルイヤーループモデル

リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。
多彩なカラーでカジュアルに高音質を楽しめる

密閉型インナーイヤーレシーバー
MDR-EX150IP
オープン価格 
付属品：ハイブリッドイヤーピース（SS/S/M/L）各2個、

ケーブル長アジャスター

●iPhoneでハンズフリー通話ができる
●9mmドライバーユニットがコンパクトながらバラン

スに優れた高音質サウンドを実現
●通気量を調整するための穴を小さくすることで音

漏れを低減
●からみにくいセレーションケーブル採用
●耳に沿いやすい形状で安定した装着感のイヤー

フィットブッシング
●ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
●高い遮音性と快適な装着感を両立するアングル

ドイヤーピース構造
●小さめの耳にもフィットするSサイズより小さいSS

サイズのイヤーピースも付属
●ケーブル長アジャスターを付属

（Y）イエロー （PI）ピンク

（G）ライムグリーン

（W）ホワイト

リモコン・
マイク部（B）ブラック

（R）レッド （L）ミントブルー（LI）ブルー

リモコン・マイク部

iPhone/iPad/iPod専用ヘッドホンスマートフォン用ヘッドホン

※ 対応機器について詳しくはソニー製品情報の各商品ページをご覧ください http://www.sony.jp/support/headphone/connect/
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください 

❶マイク
❷マルチファンクションボタン＊

・着信時に1回押す（●）…通話できます。
通話を終了するにはもう1度押してください。

・1回押す（●）…音楽再生/一時停止します。
・2回押す（●●）…次の曲を頭出しします。
・3回押す（●●●）…前の曲を頭出しします。

スマートフォン用リモコンの主な共通操作

＊ お使いのスマートフォンによって動作が異なったり対応していないことがあります。最新の対応機種についてはヘッ
ドホン サポート情報ページをご覧ください（www.sony.jp/support/headphone/）

リモコン・マイク部

❶（裏面）

❷

「SmartKeyアプリ」をGoogle Play™ストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンに
よるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/ 通話/ 保留のカスタム画面から、ボタンを押す回
数によってどの操作（再生/ 一時停止や応答/ 通話終了など）を行うかの設定が可能です。
＊Android OS 4.0以上のXperia™端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロー
ドできないことがあります

※お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッド
セット設定の変更をお試しください

※今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があります

●写真は「SmartKeyアプリ」の操作設定画面です

保留（カスタム）

カスタマイズ

通話（カスタム）

カスタマイズ

ミュージック（カスタム）

カスタマイズ

Xperia™専用
※Android OS 4.0以上

リモコン操作を好みの設定に変えられる
Xperia™専用＊「SmartKey アプリ」

（MDR-1A/1RNCMK2/10R/10RC/10RNC/XB50AP/EX450AP/EX250AP/EX150AP/EX15AP/ZX110AP、XBA-A3/A2対応）

（B）ブラック

（W）ホワイト

リモコン・マイク部 クイック折りたたみ機構

NEW
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ワイヤレススピーカー
SRS-X33
オープン価格 
付属品:マイクロUSBケーブル、

USB ACアダプター

（B）ブラック

重低音が豊かに響く、2.1chサウンド。
ワイヤレス×2.1ch X55

サイズを超えた重低音。
ワイヤレス×コンパクト X33

カラフルなキューブ。ビビッドなサウンド。
ワイヤレス×カラフル X11

ワイヤレススピーカー
SRS-X55
オープン価格 
付属品:ACアダプター

ワイヤレススピーカー
SRS-X11
オープン価格 
付属品:マイクロUSBケーブル、シリコンストラップ

●迫力の重低音を再現。2.1chスピーカーシステム
●最大出力３０Wのパワフルサウンド
●高音質フルデジタルアンプ「S-Master」
●圧縮音源の高音域もクリアに再生「DSEE」
●ソニーのいい音を気軽に楽しめる「ClearAudio+」
●従来比約 3 倍の情報量で伝送「LDAC」に対応
● NFC搭載。ワンタッチでBluetooth接続&音楽再生
●約 10 時間連続で再生できる充電池内蔵
●スマートフォンやウォークマン®にUSB 給電が可能

●高音質デジタルアンプ「S-Master HX」＊1

●USBオーディオ対応（192ｋHz/24bit、DSD 5.6MHz＊2）
●ウォークマン®、XperiaTM、iPhone/iPad/iPodとのデジタル接続に対応
●広帯域再生40mmHDドライバーユニット
●アルミニウムコートLCP振動板採用
●重低音のリズムを正確に刻むビートレスポンスコントロール
●高い装着性と気密性のエルゴノミック立体縫製イヤーパッド
●包み込むような装着感のエンフォールディングストラクチャー
●ケーブルを使い分けられる着脱式
＊1 アンプ機能はデジタル接続時のみ有効
＊2 リニアPCMでの変換再生

●迫力の重低音を体感「DualPassiveRadiators」
●最大出力20Wのパワフルサウンド
●従来比約 3 倍の情報量で伝送「LDAC」に対応
● USBケーブルでPCなどに接続してスピーカーの充電が可能
●約 12 時間連続で再生できる充電池内蔵
● NFC搭載。ワンタッチでBluetooth接続&音楽再生
● iPhoneやスマートフォンなどのハンズフリー通話に対応

●最大出力10Wのパワフルサウンド
●2 台で音楽を楽しめるSpeaker Add 機能に対応
●USBケーブルでPCなどに接続してスピーカーの充電が可能
●約12 時間連続で再生できる充電池内蔵
●NFC搭載。ワンタッチでBluetooth接続&音楽再生
●iPhoneやスマートフォンなどのハンズフリー通話に対応

（W）ホワイト

（B）ブラック

（R）レッド

（W）ホワイト

（P）ピンク

（B）ブラック

（V）バイオレット

（R）レッド （W）ホワイト

（P）ピンク

（B）ブラック

（L）ブルー

（W）ホワイト

（L）ブルー

お風呂にも連れて行ける、キュートな
防水ボディ。ワイヤレス×防水 X1

ワイヤレススピーカー
SRS-X1
オープン価格 
付属品:マイクロUSBケーブル、キャリングポーチ

●水に濡れても安心の防水＊仕様（JIS防水保護等級IPX7/IPX5）
●パッシブラジエーターで低音再生を強化
●最大出力 5Wのクリアサウンド
●スピーカーを２つセットしてステレオサウンドが可能
● 360 度＋上方に広がるサークルサウンドステージ
● NFC搭載。ワンタッチでBluetooth接続&音楽再生
●約 12時間連続で再生できる充電池内蔵
●付属のマイクロUSBケーブルで充電が可能
● iPhoneやスマートフォンなどのハンズフリー通話に対応

※ 対応機器について詳しくはソニー製品情報の各商品ページをご覧ください http://www.sony.jp/support/headphone/connect/
※ ワンタッチ接続（NFC）機能について詳しくは9ページをご覧ください※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

ワイヤレススピーカー

＊ 完全防水ではありません。長時間、45℃以上の水に浸さないでください。防水の対象となる液体は、真水、水道水、雨水です。それ
以外の液体（石鹸水、温泉水、プールの水、海水など）につけたり、かけたりしないでください。また、サウナでの使用はおやめください

ポータブルヘッドホンアンプ
PHA-2
オープン価格 
付属品：ウォークマン®用デジタル出力ケーブル、音声ケーブル（ステレオミニ）、

マイクロUSBケーブル、シリコンベルト（4本）、シート

DSD（Direct Stream Digital）を再生できるポータブルヘッドホンアンプ

DAC搭載ヘッドホン/ポータブルヘッドホンアンプ

ポータブルヘッドホンアンプ
PHA-1A
オープン価格 
付属品：ウォークマン®用デジタルケーブル、Xperia™用デジタルケーブル、

マイクロUSBケーブル、シリコンバンド（2本）、シート

ステレオヘッドホン
MDR-1ADAC
オープン価格 
付属品：ヘッドホンケーブル（約1.2m）、Lightning用接続ケーブル（約1.2m）、

ウォークマン®用デジタルケーブル（約1.2m）、マイクロUSBケーブル
（約1.5m）、Xperia™用デジタルケーブル（約1.2m）、キャリングポーチ

●高音質DAC（WM8740）、高品質オペアンプ（LME49860）、高音質ヘッドホンアンプ（TPA6120）搭載
●USBオーディオ対応（192kHz/24bit）　●ウォークマン®、XperiaTM、iPhone/iPad/iPodのデジタル出力対応
●外部ノイズを低減するアルミケース　●持ち運びに便利な小型・軽量ボディ　●GAINスイッチ　
●充電時にウォークマン®を接続すると、ウォークマン®へ同時に充電が可能（AC-UD20使用時）
●シリコンバンド付属　●電池持続時間：約6時間
●充電時間：約3.5時間（パソコン使用時）、約2時間（推奨USB ACアダプター AC-UD20使用時）

Xperia™、iPhone/iPad/iPodなどとのデジタル接続に対応。
高音質を手軽に再生するポータブルヘッドホンアンプ

ソニー独自の高音質デジタルアンプ「S-Master HX」を搭載。ウォークマン®や
Xperia™とのデジタル接続で高品位なハイレゾリューション・オーディオを再現

（S）シルバー

（B）ブラック

ポータブルヘッドホンアンプ
PHA-3
オープン価格 
付属品：ウォークマン®用デジタルケーブル、Xperia™用デジタルケーブル、

音声ケーブル（ステレオミニ）、マイクロUSBケーブル、
シリコンバンド（4本）、シート

●バランス出力対応　●高音質DAC（ES9018）、高音質ヘッドホンアンプ（TPA6120）搭載
●USBオーディオ対応（PCM 384ｋHz/32bit、DSD 2.8MHz/5.6MHz）
●圧縮音源の高音域もクリアに再生「DSEE HX」　●ウォークマン®、XperiaTM、iPhone/iPad/iPodのデジタル出力対応
●高音質なアナログ回路（2種類のマスタークロック）　●高音質ラインアウト用オペアンプ
●ゲイン切り替えスイッチ　●光入力接続に対応　●シリコンバンド付属
●電池接続時間：約28時間（アナログ接続時）、約5時間（デジタルBalanced接続時）
●充電時間＊：約15時間（パソコン使用時）、約6時間（推奨USB ACアダプター AC-UD20使用時）
＊ 充電はPower off時のみ可能

バランス出力に対応。DACにはESS社のES9018を搭載したポータブルヘッドホンアンプ
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※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください 

※ 対応機器について詳しくはソニー製品情報の各商品ページをご覧ください http://www.sony.jp/support/av-acc/connect/

車でナビゲーションを使うのに便利。スマートフォンを装着して快適なドライブを楽し
める。ソニー独自の「ピタッと吸盤」でダッシュボードに直接固定

●「ピタッと吸盤」で車のダッシュボードにしっかりと固定
●ホルダー部が360度回転し、お好みの位置・角度での使

用が可能
●5インチまでの大型スマートフォンに対応
●ホルダーの幅を調節でき、さまざまな機種の取り付けが可能
●ワンプッシュで取り付けたスマートフォンを簡単に取り外し可能

カークレードル
SPA-CK20
オープン価格 

スマートフォンでの写真・動画撮影、動画視聴などに便利なホルダー付ミニ三脚

使用イメージ

●スマートフォンをホルダー部に挟み込んで固定
●5インチまでの大型スマートフォンに対応
●手ブレを解消し、安定した撮影が可能＊

●キャリングポーチ付属。外出や旅行先での持ち運びに便利
＊ 取り付けできる機器の寸法・質量を守り、ホルダー部に正しく取

り付けて安定した机などの上でお使いください

スマートフォン用ホルダー付ミニ三脚
SPA-MK20
オープン価格
付属品：キャリングポーチ

自転車でナビゲーションを使うのに便利。
スマートフォンをハンドルに固定して快適なサイクリングを楽しめる

●自転車のハンドルにしっかりと固定＊1

●スマートフォンをケースに入れたままタッチ操作が可能
●大型スマートフォンにも対応＊2

●ワンプッシュで取り付けたケースを簡単に取りはずせる
●ケースを90度回転できるので、スマートフォンを縦でも横でも

使用可能

ハンドルバーマウント
SPA-HB10
オープン価格 
付属品：ストラップ、取付クッション、調整シート、六角レンチ自転車取付用

クレードル

スマートフォンケース

動画視聴などを快適に楽しめる卓上スタンド＆マイクロUSBケーブル
スマートフォン用 汎用卓上スタンド＆ケーブルキット
SPA-STK10
オープン価格 
卓上スタンド
●人間工学に基づいた2段階の角度調節が可能。動画視

聴やメールの操作が快適
●スマートフォンを縦置き、横置きどちらでも使用できる
●操作時にスマートフォンがずれにくい、滑り止めシリコンゴム採用
●スピーカーの音がこもらない独自の形状

マイクロUSBケーブル（約1.5m）
●パソコンなどとスマートフォンを接続し、データ転送や充電が可能（B）ブラック （P）ピンク

（W）ホワイト

＊1 対応ハンドルバー口径：約22～ 32mm　＊2 対応機器最大寸法（幅×高さ×厚み）・最大質量： 約71×136×12mm・200g

クレードル/ミニ三脚 ハンドルバーマウント/スタンド
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シルバー（CP-S5S）

USBポータブル電源
CP-V10
各オープン価格
付属品:マイクロUSBケーブル（約20cm）

※ 対応機器について詳しくはソニー製品情報の各商品ページをご覧ください 
http://www.sony.jp/support/av-acc/connect/

※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください 

＊1 弊社試験結果に基づく目安です。機器および使用条件により、実際の利用可能回数とは異なります　＊2 弊社試
験結果に基づく約1,500mAhのバッテリー搭載スマートフォンでの目安です。機器および使用条件により、実際の利用
時間や充電可能な回数とは異なります

表面加工で傷付きにくい
5,000mAhタイプ 

USBポータブル電源
CP-V5A
各オープン価格
付属品:マイクロUSBケーブル（約15cm）

毎日持ち歩ける3,400mAhタイプ 

●スマートフォンに約 1回充電可能＊2な
3,400mAhのリチウムイオンポリマーバッテリー内蔵

●傷が付きにくい表面加工
●USBケーブル接続時、無負荷を検知して静止（約15秒）
●出荷時約 50%充電済みですぐに使用可能
●フル充電 1年経過後でも約 80%の電池残量を維持
●最大 5Ｖ/1.5A出力
●約 1,000回繰り返し充電可能＊1

●選べる5色のカラーバリエーション

●傷が付きにくい表面加工
●スマートフォンに約２回充電可能＊2な

5,000ｍAhのリチウムイオンポリマーバッテリー内蔵
●USBケーブル接続時、無負荷を検知して静止（約15秒）
●出荷時約 50%充電済みですぐに使用可能
●フル充電 1年経過後でも約 80% の電池残量を維持
●最大 5Ｖ/1.5A出力
●約 1,000回充電可能＊1

●選べる5色のカラーバリエーション
●電池の残量目安を4灯 LDE５段階でお知らせ

USBポータブル電源
CP-V3B
各オープン価格
付属品:マイクロUSBケーブル（約15cm）

同時給電・アルミボディ
5,000mAhタイプ 

ブラック
（CP-S5B）

シルバーブラウン
（CP-S5ST）

ブルー
（CP-S5L）

●機器へ給電しながら、本体充電が可能
●スマートフォンに約２回充電可能＊2な

5,000ｍAhのリチウムイオンポリマーバッテリー内蔵
●フル充電 1年経過後でも約８0%電池残量を維持
●出荷時約 50%充電済みですぐに使用可能
●最大 5Ｖ/1.5Ａ出力
●約 1,000回充電可能＊1

●選べる4色のカラーバリエーション
●電池の残量目安を4灯 LED5段階でお知らせ

USBポータブル電源
CP-S5
各オープン価格
付属品:マイクロUSBケーブル（約20cm）

NEW

NEW

NEW

グリーン（CP-V3BG）

●スマートフォンに約4回充電可能＊2な
10,000mAhのリチウムイオンポリマーバッテリー内蔵

●最大 5Ｖ/1.5A出力
●急速充電可能
●電池の残量目安を5段階のLEDでお知らせ
●傷が付きにくい表面加工
●ブラック＆ホワイトの2色

表面加工で傷付きにくい大容量
10,000mAhタイプ

●ソニー製USBポータブル電源に使用可能＊

●ACアダプターとUSBケーブルを取り外し可能
●100-240V海外対応

入力:AC100V-240V 50/60Hz 、
出力:DC5V 、2.1A（最大）

＊ CP-Aシリーズは対応しておりません

USB出力機能付きACアダプター
CP-AD2
オープン価格
付属品：マイクロUSBケーブル（約50cm） 

最大5V/2.1A出力のACアダプター

PCなしでスマートフォンなどを充電できる。
USB ACアダプターとマイクロUSBケーブルのセット

●USB ACアダプターとマイクロUSBケーブルのセット
●iPhone/iPod、スマートフォンなどの充電に対応
●サイバーショット、ハンディカムの充電、給電＊にも対応
●AC100-240V（50/60Hz）対応で海外でも使用可能
●折りたためるスイングプラグ
●定格出力電流1.5A
＊ 給電の可否、給電しながらの再生可否、給電しながらの撮影

可否はモデルによって異なります。動作については使用する
機器の取扱説明書でご確認ください

USB充電キット
SPA-ACC11
オープン価格

ブラック
（CP-V5AB）

ブルー
（CP-V5AL）

ブラックブルー
（CP-V5ABL）

レッド
（CP-V5AR）

モバイルバッテリー/電源アクセサリー

約1,000回
くりかえし
使える＊1

約1,000回
くりかえし
使える＊1

約1,000回
くりかえし
使える＊1

約1,000回
くりかえし
使える＊1

ブラック（CP-V10B） ホワイト（CP-V10W）

ブラック
（CP-V3BB）

クリームピンク
（CP-V3BCP）

ホワイト
（CP-V3BW）

ピンク
（CP-V3BP）

ホワイト（CP-V5AW）
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※ 対応機器について詳しくはソニー製品情報の各商品ページをご覧ください http://www.sony.jp/support/av-acc/connect/
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください 

スマートフォンなどを2台同時に充電できる、USB ACアダプター

スマートフォンなどを家庭用電源で充電できるアダプター

● 家庭用電源からスマートフォンやウォークマン®、
iPhone/iPodなどに充電できる

●ソニー、iPhone/iPod充電切り換えスイッチ搭載
●AC100-240V(50/60Hz）対応で海外でも使用可能
●持ち歩き時に折りたためるスイングプラグ採用
●定格出力電流1A

USB 充電 AC 電源アダプター
AC-U501AD
希望小売価格 2,950円＋税

●USBポートを2口搭載。スマートフォンやウォークマン®、
iPodなど2台の機器を同時に充電できる＊

●AC100-240V（50/60Hz）対応で海外でも使用可能
●持ち歩き時に折りたためるスイングプラグ採用
●過電流時に消灯して動作状態を知らせるLEDランプ付き
＊ 本機の定格出力電流は、2端子合計で1.5Aです。出力電流

が1.5Aを超えた場合は、安全のため出力を停止します

USB ACアダプター
AC-UD20
オープン価格

USBポート/2口
（下面）

USBポート
（下面）

●高感度、低ノイズのマイクカプセルにより高音質を実現
●ポケットなどに取り付けて使えるホルダークリップ付属
●電池なしで使用可能なプラグインパワー方式

スマートフォンの録音アプリを使って高音質収音できる小型マイクロホン

エレクトレットコンデンサーマイク
ECM-SP10
オープン価格
付属品：ホルダークリップ 

MHLケーブル
DLC-MC10（約1.0m）/MC15（約1.5m）/

MC20（約2.0m）/MC30（約3.0m）
各オープン価格 

スマートフォンの充電やデータ転送が可能スマートフォンの充電やデータ転送が可能

●ストレートタイプのマイクロUSBケーブル
●パソコンやUSB充電アダプターなどとスマート

フォンを接続し、データ転送や充電ができる
●長さ約1.5m（SPA-US15）と約0.2m（SPA-US2）

の2モデル

●L型タイプのマイクロUSBケーブル
●パソコンやUSB充電アダプターなどとスマート

フォンを接続し、データ転送や充電ができる
●取り回しのしやすい長さ約0.7m

マイクロUSBケーブルL 型
SPA-UL7（約0.7m）
オープン価格

マイクロUSBケーブルS型
SPA-US15（約1.5m）
オープン価格 
マイクロUSBケーブルS型
SPA-US2（約0.2m）
オープン価格 

持ち運びに便利な巻き取り機構を採用。HD動画や写真をハイビジョンで楽しめる

スマートフォンに保存した高精細なHD動画や写真をハイビジョンテレビで楽しめる

イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル（マイクロ端子用）
DLC-HEU10A（約1.0m）/HEU15A（約1.5m）/

HEU20A（約2.0m）/HEU30A（約3.0m）
各オープン価格 
●新規格（3D映像・HDMIイーサネットチャンネル・オーディオリター

ンチャンネル・4K解像度）フル対応
●業界標準規格・HDMIマイクロ端子（19ピン-TypeDコネクター）

←→HDMI端子（19ピン-TypeAコネクター）

●MHL3/4K対応スマートフォンとMHL3/4K対応テレビを接続して、
スマートフォンで撮影した高精細の4K動画や写真を、4Kテレビの
大画面で再生可能

●MHLに対応したスマートフォンとMHLに対応したハイビジョンテ
レビを接続して、スマートフォンで撮影した動画や写真、また3D
データやインターネットなどを大画面で再生可能

●MHL対応スマートフォンを充電可能
●ブラビアのリモコンで、スマートフォンの操作が可能
●高品質な伝送を実現する金メッキプラグを使用

スマートフォンの4K動画や静止画、3Dデータまでテレビにつないで大画面で楽しめるMHLケーブル

イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル（マイクロ端子用）
DLC-HEU20R
オープン価格 
●コンパクトに収納できるケーブル巻き取りタイプ
●新規格（3D映像・HDMIイーサネットチャンネル・オーディオリター

ンチャンネル・4K解像度）フル対応
●業界標準規格・HDMIマイクロ端子（19ピン-TypeDコネクター）

←→HDMI端子（19ピン-TypeAコネクター）

電源アクセサリー/マイク ケーブル
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各部名称
ストラップホール

キャップ

microUSBコネクター

USBコネクター

※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

microSDXC/SDHC UHS-Iメモリーカード（Class10）
SR-64UXA（64GB）/32UXA（32GB）/16UXA（16GB）
各オープン価格 
付属品:SD変換アダプター

●UHSスピードクラス3＊1に対応し、最大読み出し速度95MB/s
を実現＊2

●パソコンなどへのデータ転送に便利なSD変換アダプター付属
●読み出しができなくなった記録データ＊3を復旧するソフト「Memory 

Card File Rescue（メモリーカードファイルレスキュー）」の無償
ダウンロード特典付き＊4

●お気に入りの静止画から簡単にビデオクリップを作成するソフト
「x-Pict Story for Memory card」の無償ダウンロード特典付き

●安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現＊5

＊1 32/16GBはUHSスピードクラス1対応です　
＊2 速度は測定条件により異なります。これらの値は当社規定条件でのデータ

速度です。データ転送速度の性能を保証するものではありません
＊3 3D動画・3D静止画、AVCHD（HD動画）、RAW、MOV、MP4、JPEG

等、最新のファイル形式に対応しています
＊4 すべてのデータにおいて復旧を保証するものではありません。ファイルの記

録状態によっては復旧されない場合があることをあらかじめご了承ください
＊5 効能の詳細、その他効能に関してはメモリーカードポータルサイト

（www.sony.net/memorycard/）をご参照ください

スマートフォンの記録・再生に適した高速モデル

ブラック（B）

ホワイト（W）

薄さ約9mmの薄型デザインフラットタイプ。
スマートフォンのデータをワイヤレスでメモリーカードにコピー

●NFC搭載。ワンタッチでWi-Fi接続＆アプリ起動
●スマートフォンのデータをメモリーカードにワイヤレスでコピー
●メモリーカード内のデータをワイヤレスで再生・コピー
●外出先でもデジタルカメラで撮影した写真をSNSへアップロード
●スマートフォン・タブレット・デジタルカメラへの給電機能搭載
●SDメモリーカードスロット、USB端子搭載
●最大８台まで同時接続が可能
●DLNA対応
●Nasne（ナスネ）™、ブルーレイディスクレコーダー＊1からのフル

HDおでかけ転送対応＊2

＊1 2013年11月発売のソニー製ブルーレイディスクレコーダーに
対応

＊2 SeeQVault SDメモリーカード使用時のみ
※ スマートフォン、タブレットからの本機の操作は専用アプリで行います。

パソコンからの操作にはアプリは必要ありません

ポータブルワイヤレスサーバー
WG-C20
オープン価格
付属品:USBケーブル

ブラック（B）

ホワイト（W） パープル（V）

記録メディア

防水
（IPX7準拠）

耐久性
（落下、ひねり、
挿抜耐久性）

耐温度
（−25℃～
＋85℃）

耐X線
（ISO 7816-1
準拠）

SD変換アダプター

スマートフォン・タブレットにも使えるUSBメモリー

USBメモリー USM-SA1シリーズ
USM64SA1（64GB） ※USM64SA1はブラック（B）のみ

32SA1（32GB）/16SA1（16GB）/8SA1（8GB）
各オープン価格 

●パソコン用のUSBコネクターに加え、Android™スマートフォン、タブ
レット用microUSBコネクターを搭載し、スマートフォンとパソコン
間のデータ移行、スマートフォン同士やスマートフォンとタブレット
間のデータ移行に利用可能

対応スマートフォン/
タブレットについては
こちらをご覧ください

＊USBメモリーに対応している必要があります

＊USBメモリーに対応している必要があります

パソコンとスマートフォン間の
データ移行ができる！

スマートフォンの写真・動画・音楽を
テレビ＊

やコンポ＊
で再生できる！

スマートフォンで撮影した大容量動画も

その場でわたせる！
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ピンク（P）

ホワイト（W）

＊1 水深2mまでのプールの中でご使用いただけます。使用施設のルールに従ってご使用ください ＊2 ウォークマン®

本体のJIS防水保護等級はIPX8/5、リモコン（付属）のJIS防水保護等級はIPX5 ＊3 スイミングでご使用の際、
Bluetooth機能、リモコン（付属）は使用できません

ホームシアターシステム
HT-NT3
オープン価格
付属品:リモコン、光デジタル音声コード（約 1.5m）、他

※ ワンタッチ接続（NFC）機能について詳しくは9ページをご覧ください
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

ランニングもスイミングも、いい音と一緒に＊1＊2＊3 。
スマホともつながる防水型ウォークマン® 

心を揺さぶる高音質と優れた設置性を両立。
ハイレゾ音源を堪能できる2.1ｃｈシステム

●頭部にフィットする、軽快な装着感のヘッドホン一体型
●泳ぎながら音楽を楽しめる＊1 。水中でも使用可能

な高い防水性能＊2＊3

●Bluetoothヘッドホンのように、スマホの音楽をワイヤレス再生＊3

●ウォークマン®本体の音楽を再生中でも、アプリからの
お知らせ音などを確認できる「サウンドミックス機能」

●NFC対応スマートフォンならワンタッチで接続が可能
●ハイレゾリューション・オーディオ対応
●DSEE HX搭載で、圧縮音源もハイレゾ相当にアップ

スケーリング

映画も音楽も存分に楽しめる。
2.1ｃｈスタンダードサウンドバー

●Bluetooth接続でワイヤレス音楽再生が可能
●NFC対応スマートフォンならワンタッチで接続が可能
●音の広がりを生むディフューザーを備え、テレビの音も

高音質で再生が可能

ホームシアターシステム
HT-CT380
オープン価格
付属品:リモコン、光デジタル音声コード（約1.5m）、他

1.0型イメージセンサー搭載の小型高画質モデル

レンズ交換対応、高画質モデル

スマートフォンの手 軽さに 、カメラの高 画 質をプラス

●大型1.0型の裏面照射型Exmor R CMOSセンサーを搭載
●カールツァイス「バリオ・ゾナーT＊」光学3.6倍ズーム（28-100mm）

レンズを搭載
●広角28mm（35mm判換算）側の開放F値はF1.8と明るく、7枚羽

根円形絞りと合わせ美しいぼけ味を実現
●わずかな手ブレも高精度に補正する「光学式手ブレ補正」を搭載

●Eマウントのレンズ交換に対応し、多彩な表現が楽しめる
●一般的な一眼カメラと同じ大きさのAPS-Cイメージセンサーを

搭載。ぼけを生かした表現や、ノイズの少ない夜景撮影が可能
●暗所や逆光での撮影に便利なポップアップ式フラッシュを内蔵

レンズスタイルカメラ
DSC-QX100
オープン価格
付属品:リチャージャブルバッテリーパックNP-BN、スマートフォンアタッチ

メント、マイクロUSBケーブル、リストストラップ

レンズスタイルカメラ
ILCE-QX1

（ボディ:ILCE-QX1 パワーズームレンズキット:ILCE-QX1L）
オープン価格
付属品:SELP1650（ILCE-QX1Lのみ）、レンズキャップ（ILCE-QX1Lのみ）、ボディ

キャップ（ILCE-QX1のみ）、リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50、
スマートフォンアタッチメント、マイクロUSBケーブル、リストストラップ

光学10倍ズーム搭載、小型軽量のスタンダードモデル

光学 30倍ズーム搭載、ハイズームモデル

●光学10倍ズーム（25-250mm）レンズを搭載
●高速オートフォーカスによる素早いピント合わせが可能
●わずかな手ブレも高精度に補正する「光学式手ブレ補正」を搭載

●光学30倍ズーム（24-720mm）レンズを搭載。さらに全画素超
解像ズームを使用すれば最大60倍まで高画質のままズーム可能

●高速オートフォーカスによる素早いピント合わせが可能
●わずかな手ブレも高精度に補正する「光学式手ブレ補正」を搭載
●60p対応で、フルハイビジョン動画の動きがさらになめらかに

デジタルスチルカメラ
DSC-QX10
オープン価格
付属品:リチャージャブルバッテリーパックNP-BN、スマートフォンアタッチ

メント、マイクロUSBケーブル、リストストラップ

レンズスタイルカメラ
DSC-QX30
オープン価格
付属品:リチャージャブルバッテリーパックNP-BN、スマートフォンアタッチ

メント、マイクロUSBケーブル、リストストラップ

ブラック（B）

●Bluetooth接続でワイヤレス音楽再生が可能
●NFC対応スマートフォンならワンタッチで接続が可能
●テレビの音を聴き取りやすくする「ボイスモード」搭載

ホームシアターシステム
HT-XT100
オープン価格
付属品:リモコン、光デジタル音声コード（約1m）、他

テレビの音をかんたんにグレードアップ。
USB端子を搭載した2.1ｃｈ台座タイプ

ウォークマン®/ホームシアターシステムレンズスタイルカメラ

ポータブルオーディオプレーヤー
NW-WS615
オープン価格
付属品:リモコン、イヤーピース（各サイズ2個1組）、水泳用イヤーピース

（各サイズ2個1組）、USBクレードル、調整バンド、ホルダー

NEW

NEW

NEW

スマートフォンで

操る
アングルフリーで

撮る
すぐに
シェア



スマートフォンアクセサリーカタログ

スマートフォンがもっと楽しくなる。

SRS-X11

SPA-HB10MDR-10RBT

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●実際の
商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品の中には地域により品薄・品切れになるも
のがあります。販売店にお確かめのうえお選びください  
商品購入時の注意  ●掲載商品には保証書がついています。お買いあげ店名とお買いあげ年月日が記入され
ているかお確かめのうえ、大切に保存してください。一部の商品には保証書がついていません ●製造番号は
品質管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください 
各社商標など　●SONYはソニー株式会社の商標です ●ウォークマン、WALKMAN、 、 はソ
ニー株式会社の登録商標です  ●LDACおよびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です ●XperiaはSony 
Mobile Communications ABの商標または登録商標です ●iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod 
nano、iPod touch、及びRetinaは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPad Air、
及びiPad miniは、Apple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使
用しています ●「Made for iPod」「Made for iPhone」「Made for iPad」とは、それぞれiPod、iPhone、
iPad専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定さ
れた電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合につ
いて一切の責任を負いません。本製品をiPod、iPhone、又はiPadと共に使用すると、ワイヤレス機能に影
響を及ぼす可能性があります ●システム名、製品名は各社の登録商標または商標です ●「Facebook」は、
Facebook,Inc.の商標または登録商標です ●「Twitter」は、Twitter,Inc.の商標または登録商標です ●
aptX®およびaptXロゴはCSR社の登録商標です ● Google 、Android、Android Wearおよびその他
のマークは、Google Inc.の商標です
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