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お買い上げいただきありがとうございま
す。

電気製品は安全のための注意
事項を守らないと、火災や人
身事故になることがあります。

この「Bluetooth接続ガイド」と別冊の「安全の
ために」、「取扱説明書」には、事故を防ぐため
の重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示し
ています。よくお読みのうえ、製品を安全にお
使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるとこ
ろに必ず保管してください。

Bluetoothスタンバイについて
本機の電源が入っていない状態でも、本機を Bluetooth接続待ち状態にすることがで
きます。車でお使いのときは、Bluetoothスタンバイモードに設定されていても
Bluetooth接続待ち状態にはなりません。また、スタンバイモードの設定や解除もで
きません。
ご注意
機器登録（ペアリング）がされていないときは、Bluetoothスタンバイモードにはなりません。機器
登録（ペアリング）をしてからお使いください。

Bluetoothスタンバイモードを設定するには
本機の電源が入っている状態で、BLUETOOTHボタンを押したまま、/ボタンを
2秒以上押し続ける。
本機が Bluetoothスタンバイモードになり、BLUETOOTHランプ（青）がゆっくり点
滅し、/ボタンのランプが消灯します。
相手側の Bluetooth搭載“ウォークマン”から Bluetooth接続操作を行うと、自動的に
本機の電源が入り、ウォークマン”と Bluetooth接続できます。
Bluetoothスタンバイモードでお使いのときに、Bluetooth接続が切断した場合は、約
1分後に本機の電源が切れ、Bluetoothスタンバイモードになります。

Bluetoothスタンバイモードを解除するには
/ボタンを押して本機の電源を入れた後、BLUETOOTHボタンを押したまま、 
/ボタンを 2秒以上押し続ける。
本機の Bluetoothスタンバイモードが解除されて、BLUETOOTHランプ（青）と /
ボタンのランプが消灯します。

音楽を聞く
操作をはじめる前に、以下の点をご確認ください。
 相手側の Bluetooth搭載“ウォークマン”の Bluetooth 機能が有効になっている。
 本機と相手側の Bluetooth搭載“ウォークマン”のペアリングが完了している。
ご注意
本機にペアリング情報が登録されていない場合は、自動的にペアリングモードになります。その
場合は、ペアリングを行ってください。

本機が Bluetoothスタンバイモードになっていないときは
操作をはじめる前に、以下の点をご確認ください。
本機の電源が切れている（/（電源）ボタンのランプが消灯している）状態で、
BLUETOOTHランプ（青）が消灯している。　　

1 /ボタンを押して、本機の電源を入れる。
/ボタンのランプが点灯します。

2 スピーカー本体の BLUETOOTHボタンまたはリモコンの BLUETOOTH 
ON/OFFボタンを押す。
BLUETOOTHランプ（青）がゆっくり点滅します。
ご注意
本機にペアリング情報が登録されていない場合は、自動的にペアリングモードになります。　
その場合は、再度ペアリングを行ってください。

3 相手側の Bluetooth搭載“ウォークマン”から本機へ、Bluetooth 接続を開
始する。
正しく接続できると BLUETOOTHランプ（青）が点灯します

4 リモコンまたは“ウォークマン”を操作して、再生を開始する。
ご注意
Bluetooth 機器のバスブースト機能やイコライザー機能は無効にしてください。これらの機能が
有効になっていると音がひずむことがあります。

5 音量を調節する。
VOLUME－ /+ノブを回して、音量を調節する。リモコンでは、VOLUME+/–
ボタンを押します。

本機が Bluetoothスタンバイモードになっているときは
操作をはじめる前に、以下の点をご確認ください。
本機の電源が切れている（/（電源）ボタンのランプが消灯している）状態で、
BLUETOOTHランプ（青）がゆっくり点滅している。

1 相手側の Bluetooth搭載“ウォークマン”から本機へ、Bluetooth 接続を開
始する。
正しく接続できると BLUETOOTHランプ（青）が点灯します。
本機が Bluetoothスタンバイモードのときは、本機の電源が入っていない状態でも、
相手側の Bluetooth搭載“ウォークマン”から Bluetooth接続操作を行うと、自動
的に本機の電源が入り、“ウォークマン”と Bluetooth接続できます。

2 リモコンまたは“ウォークマン”を操作して、再生を開始する。
ご注意
Bluetooth 機器のバスブースト機能やイコライザー機能は無効にしてください。これらの機能が
有効になっていると音がひずむことがあります。

3 音量を調節する。
VOLUME－ /+ノブを回して、音量を調節する。リモコンでは、VOLUME+/–
ボタンを押します。

ご注意
 以下の場合、もう一度 Bluetooth接続をする必要があります。
－  本機の電源が切れてしまったとき
－  Bluetooth搭載“ウォークマン”の電源が切れてしまった、または Bluetooth機能が無効になっ
てしまったとき

－  本機の Bluetooth機能が無効になってしまったとき
－  “ウォークマン”の Bluetooth機能がスリープ状態になってしまったとき
－  Bluetooth接続が切断したとき

 本機と相手側の Bluetooth搭載“ウォークマン”が Bluetooth 接続されている場合（Bluetooth機能
が有効になっている場合）、WM-PORT端子や AUDIO IN端子に接続した機器からの音楽は聞こ
えません。WM-PORT端子や AUDIO IN端子に接続した機器からの音楽を聞くときは、本体の
BLUETOOTHボタンまたはリモコンの BLUETOOTH ON/OFFボタンを押して、入力を“ウォー
クマン”または 外部機器に切り換えてください。

4 「機器登録（ペアリング）」を選択する。

5 「周辺機器検索」画面が表示される。
検出した機器の一覧が Bluetooth搭載“ウォークマン”の画面に表示されます。
本機は「RDP-NWV600B」と表示されます。
「RDP-NWV600B」と画面に表示されない場合は、もう一度手順 1から操作を行っ
てください。
ご注意
 ペアリングするときは、両方の Bluetooth機器を、1 m以内に置いてください。
 機器によっては検出した機器の一覧を表示できない場合があります。

6 Bluetooth搭載“ウォークマン”の画面に表示されている「RDP-NWV600B」
を選択する。

7 Bluetooth搭載“ウォークマン”から Bluetooth接続操作を行う。
お使いの機器によっては、ペアリングが完了すると自動的に Bluetooth接続を開
始する場合があります。
正しく接続できると、BLUETOOTHランプ（青）が点灯し、ペアリング情報が
本機に記録されます。
ご注意
 相手側 Bluetooth機器によっては、パスキーの入力を要求される場合があります。お使いの
機器に付属の取扱説明書をご覧ください。パスキーは、パスコード、PINコード、PINナン
バー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

 本機のパスキーは「0000」に固定されています。パスキーが「0000」ではない Bluetooth機
器とペアリングすることはできません。

 Bluetooth接続が完了する前に本機または Bluetooth搭載“ウォークマン”の電源を切った場合、
ペアリング情報が記録されず、ペアリングが完了しません。

 検出した機器の一覧を表示できない Bluetooth搭載“ウォークマン”や画面がない機器とペ
アリングするときは、本機と Bluetooth搭載“ウォークマン”の両方をペアリングモードに
することでペアリングできる場合があります。詳しくは、お使いの Bluetooth搭載“ウォー
クマン”に付属の取扱説明書をご覧ください。

 Bluetooth接続中に、ドックに接続された“ウォークマン”の操作はできません。
 本機の音量操作で送信側 Bluetooth機器の音量を調節することはできません。
 以下の場合、もう一度 Bluetooth接続をする必要があります。
－  本機の電源が切れてしまったとき
－  Bluetooth搭載“ウォークマン”の電源が切れてしまった、または Bluetooth機能が無効になっ
てしまったとき

－  本機の Bluetooth機能が無効になってしまったとき
－  “ウォークマン”の Bluetooth機能がスリープ状態になってしまったとき
－  Bluetooth接続が切断したとき

 本機の Bluetooth接続は 1度に 1台しかつながりません。同時に複数台の Bluetooth機器を接
続することはできません。

ヒント
 複数の Bluetooth機器とペアリングするには、ペアリングしたい機器ごとに手順 

2～ 7を繰り返してください。
 接続履歴がない場合の初期状態は、ペアリングモードになります。

使い終わるには
以下の手順のいずれかで Bluetooth接続を切断してください。
－ 相手側の Bluetooth搭載“ウォークマン”を操作して接続を切断する。詳しくは、“ウォークマン”
に付属の取扱説明書をご覧ください。

－ 相手側の Bluetooth搭載“ウォークマン”の電源を切る。
－ 本機の Bluetooth機能を無効にする。
－ 本機の電源を切る。

BLUETOOTHランプの表示について
状態 BLUETOOTHランプ（青） /ボタンのランプ
ペアリング中 速く点滅（1秒間に 4回点滅） 点灯
Bluetooth接続中 点灯 点灯
Bluetooth接続待ち ゆっくり点滅（1秒間に 1回点滅） 点灯
Bluetooth接続待ち
（Bluetoothスタンバイモード）

ゆっくり点滅（3秒間に 1回点滅） 消灯

Bluetooth機能無効 消灯 点灯または消灯

Bluetooth接続で使う
Bluetooth接続により、Bluetooth搭載“ウォークマン”などで再生する音楽をワイヤ
レスで楽しめます。

Bluetooth搭載
“ウォークマン” 本機

対応機種は以下の通りです。（2011年 10月現在）

Sシリーズ NW-S760シリーズ NW-S766/S765/S764

NW-S760Kシリーズ NW-S765K/S764K

NW-S760BTシリーズ NW-S764BT

Aシリーズ NW-A860シリーズ NW-A867/A866/A865

NW-A820シリーズ NW-A829/828

ご注意
接続する Bluetooth搭載“ウォークマン”の使いかたについて詳しくは、お使いの“ウォークマン”
に付属の取扱説明書をご覧ください。
Bluetoothの接続手順は、NW-S760シリーズ、NW-A860シリーズを例として記載しています。
その他の Bluetooth機器と接続する場合は、お使いの Bluetooth機器の取扱説明書などで接続手順を
ご確認ください。

ペアリングする
ペアリングとは
Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器を登録しておく必要があり
ます。この登録のことをペアリングといいます。
一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再
度ペアリングが必要です。
 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
 10台以上の機器をペアリングしようとしたとき。
	 本機は 9台までの機器をペアリングすることができます。9台分をペアリングし
たあと新たな機器をペアリングすると、9台のなかで最後に接続した日時が最も
古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。

 接続相手の機器から、本機との接続履歴が削除されたとき。
 本機を初期化したとき。
	 すべてのペアリング情報が消去されます。 
本機を初期化するには：
1 / ボタンを押して、本機の電源を入れる。
2 VOLUME－ /+ノブを－方向に回しながら、/ ボタンを 5秒以上押す。

ペアリングを始める前に、以下の点をご確認ください。
 本機が電源に接続されている。電源の接続について詳しくは、別冊の「取扱説明書」
の「家で使う」と「車で使う」をご覧ください。

 接続する Bluetooth搭載“ウォークマン”の取扱説明書を準備する。

1 /ボタンを押して、本機の電源を入れる。
/ボタンのランプが点灯します。

2 本機の BLUETOOTHボタンを 2秒以上押し続ける。
本機の BLUETOOTHランプ（青）が速く点滅し始めたら、BLUETOOTHボタン
から指を離してください。本機がペアリングモードになります。

BLUETOOTHボタン

BLUETOOTHランプ（青）

ご注意
本機のペアリングモードは、約5分で解除されます。手順が完了する前に本機のペアリングモー
ドが解除されてしまった場合は、もう一度手順 2から操作を行ってください。

3 Bluetooth搭載“ウォークマン”側のホームメニューから （Bluetooth）
を選択する。

（Bluetooth）

製品カスタマー登録のおすすめ
製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、カスタマー登録を
おすすめしております。
詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

http://www.sony.co.jp/avp-regi/

商標
 “サウンドマグ”、“SOUND MUG”、  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。

 その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの
登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、マークは明記していません。


