
© 2012 Sony Corporation Printed in China

マニュアルについて

クイックスタートガイド（本書）
接続方法や基本的な使いかたを説明してい
ます。

リファレンスガイド
使用上のご注意や主な仕様を記載していま
す。

ヘルプガイド
本機の使いかたを詳しくお知りになりたい
場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、
困ったときの対処方法もわかりやすく記載
しています。
パソコンやスマートフォンでご覧いただけ
ます。

URL： 

http://rd1.sony.net/help/
speaker/srs-btv5/jp/
2次元コード： 

本機を充電する
本機をパソコンにつなぐと充電が始まります。

本機は、リチウムイオン充電式電池を内蔵しています。
充電してからお使いください。本機を充電するには、付
属のマイクロUSBケーブルをお使いください。

（オレンジ）

充電中は点灯

本機とパソコンをつなぐと、充電が始まり、充電ランプ
（オレンジ）が点灯します。約3時間で充電が完了し、ラ
ンプが消灯します。

ヒント
電源コンセントと本機をつないで充電するときは、USB ACア
ダプター AC-UD20（別売）をお使いください。

スマートフォンと接続する

機器を登録して接続する
登録済みの機器と接続するには「登録済みのスマートフォンと接続
する」をご覧ください。

1 POWER ON/OFF（電源オン/オフ）ス
イッチをスライドさせて電源を入れる。
初期状態では自動でペアリングモードに入ります。

（青）

速く点滅

ペアリングモードになると、青ランプが速く点滅し
ます。

2度目以降にペアリングモードに入るには、 
電源が切れている状態でスイッチを 
POWER ON/OFF - PAIRING側に 約2秒 押し続
けます。ペアリングモードになると、ピピッと音がし
て青ランプが速く点滅します。

2 スマートフォンで本機を検索する
Android ［設定］［無線とネットワーク］ 

［Bluetooth設定］

「Bluetooth」のチェックボック
スをタッチしてチェックマーク
を付ける

「端末のスキャン」をタッチ

iPhone ［設定］［一般］［Bluetooth］

「Bluetooth」をタッチ

「オフ」をタッチして 
「オン」にする

3 互いの機器を登録する
パスキーを要求された場合0000を入力してくだ
さい。

Android

「SRS-BTV5」をタッチ

iPhone

「SRS-BTV5」をタッチ

上記の操作は一例です。詳しくはお使いのスマートフォンの
取扱説明書をご覧ください。

互いの機器への登録が完了し本機とスマート
フォンが接続された状態になります。

接続されない場合は、「登録済みのスマート
フォンと接続する」の手順2をご覧ください。

Bluetooth 機能のランプ表示について
状態 （Bluetooth）ランプ（青色）
ペアリング待ち 速く点滅

Bluetooth 接続待ち 点滅

Bluetooth 接続済み 点灯

登録済みのスマートフォンと接続
する

1 本機の電源を入れる

（青）

ゆっくり点滅

本機とスマートフォンの電源を入れただけで接続さ
れる場合もあります。

スマートフォンで接続状態を確認し、接続されてい
ないときは手順2に進んでください。

2 スマートフォンで接続する
パスキーを要求された場合0000を入力してくだ
さい。

Android ［設定］［無線とネットワーク］ 
［Bluetooth設定］

チェックマークが 
付いていることを確認

「SRS-BTV5」をタッチ

iPhone ［設定］［一般］［Bluetooth］

｢オン｣になっていることを確認

「SRS-BTV5」をタッチ

ヒント
接続できない場合は、 本機をペアリングモードにしてから接続
してください。（本機は4台までの機器を登録することができま
す。複数台で本機を使用する場合、ペアリングモードでの接続
が必要になることがあります。） 

クイックスタートガイド
ワイヤレススピーカーシステム

SRS-BTV5

4-437-438-03(1)

“ウォークマン”と接続するには裏面をご覧ください。

音楽を聞く／通話する
機器と接続できている状態で操作します。

音楽を聞く
対応するプロファイル：A2DP、AVRCP

スマートフォンで音楽を再生する

VOL－ボタン

VOL＋ボタン

VOL＋ボタンには、凸点（突起）がついています。

電話をかける／電話を受ける
対応するプロファイル：HSP、HFP

電話をかけるにはスマートフォンから発信する

ボタン

MIC

着信があったら ボタンを押す
音楽を聞いているときに着信があった場合も同じよう
に操作します。

電話を切るには ボタンを押す

電源を切る

1 Bluetooth接続をしている場合は、ス
マートフォンや携帯電話などを操作し
て、Bluetooth接続を切断する。

2 （Bluetooth）ランプ（青）が消えるまで、
POWER ON/OFF（電源オン/オフ）ス
イッチを矢印の方向に押し続ける。

消灯

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-btv5/jp/
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 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。

 NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国におけ
る商標あるいは登録商標です。

 AndroidはGoogle Inc.の商標です。
 「おサイフケータイ」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。
 “ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、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。

別売の接続コードをつないで 
音楽を聞く
通常のスピーカーシステムとして使えます。

接続コード 
（別売）

AUDIO IN端子に接続コードを接続すると、AUDIO IN端子
の出力が優先され、Bluetoothの音は聞こえなくなります。
Bluetoothの状態によって本機の青ランプが点灯・点滅し
ますが、これは電波の状態を示しているものであり、異常
ではありません。

ヒント
抵抗入りの接続コードを使用しないでください。音が小さくな
ります。 

困ったときは 
 

 本機をリセットする（RESETボタンをピンなど先の細
いもので押す）ことで症状が回復する場合があります。

 パソコンから充電してみてください。

詳しくはヘルプガイドに記載の「困ったときは」をご参
照ください。

よくあるお問い合わせ 
マルチポイント接続について
 1台の音楽再生機器から2台のスピーカーに
Bluetooth接続して同時に音を出すことはできませ
ん。

 2台の携帯電話（スマートフォン）を本機に
Bluetooth接続して2台の通話待ち受けをすること
はできません。

特定のアプリから音が出ない
 スマートフォンとの接続において、特定のアプリから
の音が本機から出ない場合がありますが、本機の故障
ではございません。スマートフォンから音データが無
線出力されていないことが考えられます。

Bluetoothで接続時にノイズが出る
 周囲の環境によっては、電波の干渉によってノイズが
発生する場合があります。場所を変えてみてノイズが
出なくなった場合は本機の故障ではありません。

互いの機器への登録が完了し本機と“ウォーク
マン”が接続された状態になります。

接続されない場合は、「登録済みの“ウォークマ
ン”と接続する」の手順2をご覧ください。

登録済みの“ウォークマン”と接続
する

1 本機の電源を入れる

（青）

ゆっくり点滅

本機と“ウォークマン”の電源を入れただけで接続さ
れる場合もあります。

“ウォークマン”で接続状態を確認し、接続されてい
ないときは手順2に進んでください。

2 “ウォークマン”で接続する
あらかじめ“ウォークマン”でBluetoothがオンに
なっていることを確認しておいてください。

［Bluetooth］をタッチ

「SRS-BTV5」をタッチ

上記の操作は一例です。詳しくはお使いの“ウォークマン”の
取扱説明書をご覧ください。

ヒント
接続できない場合は、 本機をペアリングモードにしてから接続
してください。（本機は4台までの機器を登録することができま
す。複数台で本機を使用する場合、ペアリングモードでの接続
が必要になることがあります。） 

音楽を聞く
対応するプロファイル：A2DP、AVRCP

“ウォークマン”で音楽を再生する

VOL－ボタン

VOL＋ボタン

VOL＋ボタンには、凸点（突起）がついています。

ヒント
接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。
 スマートフォンでアプリを起動し、本機のNマーク部分の上
でゆっくり動かす。

 スマートフォンにケースを付けている場合は、ケースをはずす。

“ウォークマン”と接続する 

機器を登録して接続する
登録済みの機器と接続するには「登録済みの“ウォークマン”と接続
する」をご覧ください。

1 POWER ON/OFF（電源オン/オフ）ス
イッチをスライドさせて電源を入れる。
初期状態では自動でペアリングモードに入ります。

（青）

速く点滅

ペアリングモードになると、青ランプが速く点滅し
ます。

2度目以降にペアリングモードに入るには、 
電源が切れている状態でスイッチを 
POWER ON/OFF - PAIRING側に 約2秒 押し続
けます。ペアリングモードになると、ピピッと音がし
て青ランプが速く点滅します。

2 “ウォークマン”で本機を検索する

［Bluetooth］をタッチ

タッチして［ON］にする

3 互いの機器を登録する
パスキーを要求された場合0000を入力してくだ
さい。

「SRS-BTV5」をタッチ

ワンタッチ（NFC）で 
スマートフォンと接続する
スマートフォンでタッチするだけで、自動的に本機の
電源が入り、Bluetooth機器の登録や接続ができます。

1 スマートフォンに「NFC簡単接続」アプリ
をダウンロードする
Google Playで入手できるAndroid専用の無料のア
プリです。
「NFC簡単接続」で検索するか、以下の2次元コードで
アクセスし、 アプリをダウンロードします。ダウン
ロードには別途通信料が発生します。

2次元コードでアクセス

2次元コード読み取りアプリで 
ご利用ください。

対応するスマートフォン*
 NFC機能またはおサイフケータイ機能を搭載した 
スマートフォン 
（対応OS：Android 2.3.3以降、Android 3.xを除く）

＊ 詳しくは、サポートページ（ http://www.sony.jp/support/
active-speaker/ ）をご覧ください。

NFCとは
携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距離無線通
信を行うための技術です。指定の場所に「タッチする」だけ
で、簡単にデータ通信が可能となります。

2 本機のスイッチを中央にする

電源を入れる必要はありません。 
電源が切れていてもタッチするだけで電源が入ります。

3 スマートフォンで「NFC簡単接続」を 
起動する
アプリの画面が表示されていることを確認します。

4 スマートフォンを本機にタッチする
本機のNマーク部分にスマートフォンをタッチします。
スマートフォンが振動するまで、タッチし続けてく
ださい。

画面の指示に従って接続を完了してください。

（Bluetooth）ランプ（青色）が点滅から点灯
に変わったら、本機と機器が接続された状態に
なります。

接続を切断するには、もう一度タッチします。
NFCに対応している別のBluetooth 機器の音
に切り換えることもできます。詳しくはヘルプ
ガイドをご覧ください。

http://www.sony.jp/support/active-speaker/
http://www.sony.jp/support/active-speaker/

