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充電する
本機をACアダプターでコンセントにつなぐと充電が始まります。

ACアダプター（付属）
点灯 

（オレンジ）

DC IN

本機をACアダプターでコンセントにつなぐと、充電が始まり、CHARGE
（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。

機器登録（ペアリング）する

お使いの状況に合わせて、以下の3種類から登録方法を選んでください。
はじめて機器登録（ペアリング）するとき（オートペアリング）
2台目以降の機器を登録するとき（手動ペアリング）（裏面）
スマートフォンとワンタッチ接続（NFC）するとき（裏面）

はじめて機器登録（ペアリング）するとき 
（オートペアリング）

本機に1台も機器登録（ペアリング）されていないときは、電源を入れると自
動でペアリングモードに入ります。
下記の操作は一例です。詳しくはお使いのBLUETOOTH機器の取扱説明書
をご覧ください。

1 本機の電源を入れる
POWER／HOLD（電源／ホールド）スイッチを電源ランプ（緑）が点灯
するまでPOWER ON/OFF側に押し続けます。

速く点滅 
（青）

点灯 
（緑）

2 BLUETOOTH機器で本機を検索する

Android 2.3.x
［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

Android 4.x
［設定］［無線とネットワーク］［Bluetooth］

「Bluetooth」の「 」をタッチ 「Bluetooth」をタッチ

iPhone
［設定］

「Bluetooth」をタッチ 「オフ」をタッチして 
「オン」にする

ウォークマンAndroid搭載モデル
（メニュー）ボタン ［システム設定］［（Bluetooth）］

タッチして「ON」にする

ウォークマン

［ホームメニュー］［（Bluetooth）］

「機器登録（ペアリング）」を選択

パソコン

パソコンと接続することもできます。 
詳しくはヘルプガイドを参照してください。
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-bts50/jp/

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 2.3.x Android 4.x

「SONY:SRS-BTS50」をタッチ 「SONY:SRS-BTS50」をタッチ

iPhone

「SONY:SRS-BTS50」をタッチ

ウォークマンAndroid搭載モデル

「SONY:SRS-BTS50」をタッチ

ウォークマン

「SONY:SRS-BTS50」を選択

4 （BLUETOOTH）ランプ（青）が点滅から点灯に変わった
ことを確認する

点滅 
（青）

点灯 
（青）

ˎˎ （BLUETOOTH）ランプ（青）が点灯したら、本機とBLUETOOTH機器が
接続された状態になります。
ˎˎ接続されない場合は、「 2台目以降の機器を登録するとき（手動ペアリ
ング）」の手順2をご覧ください。
ˎˎ登録（ペアリング）後は、本書裏面の「登録（ペアリング）済みの機器を使う」
をご覧ください。

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-bts50/jp/
2次元コード：

対応するBLUETOOTH機器について詳しくは、下記アクティブスピーカー
サポートページをご覧ください。 
http://www.sony.jp/support/active-speaker/ 
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ˎˎ 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。
ˎˎ Nマークは、USA及びその他の国における、NFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
ˎˎ AndroidはGoogle Inc.の商標です。
ˎ「ˎおサイフケータイ」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。
ˎˎ 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。
ˎˎ 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。

2台目以降の機器を登録するとき 
（手動ペアリング）

本機は、合計8台までのBLUETOOTH機器を機器登録（ペアリング）すること
ができます。

1 本機の電源を入れる

2 INPUT/PAIRINGボタンを、（BLUETOOTH）ランプ（青）
が速く点滅しはじめるまで（約2秒間）押し続ける
本機がペアリングモードになります。

速く点滅 
（青）

3 「はじめて機器登録するとき（オートペアリング）」の手順2
～4を行う

スマートフォンとワンタッチ接続（NFC）する 
とき

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。

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。

Android 4.1以降のNFC搭載スマートフォンの場合 手順1と4を行う。

Android 2.3.3～Android 4.0.xのNFC 搭載スマー
トフォンまたはAndroid 4.1以降のNFC非搭載ス
マートフォンの場合

手順1～4を行う。

1 NFC 搭載スマートフォンの場合、NFC機能をオンにする

Android 2.3.x
［設定］［無線とネットワーク］

［NFC］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

お使いのスマートフォンによっては、［NFC］設定メニューが表示され
ない場合があります。その場合は、手順2に進んでください。

Android 4.x
［設定］［無線とネットワーク］［その他の設定］

［NFC/おサイフケータイ設定］をタッチ ［Reader/Writer, P2P］を 
タッチしてチェックマーク 
を付ける

2 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。

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
スマートフォン画面のロックを解除してください。 
本機のNマーク部分にスマートフォンをタッチします。
本機の電源が切れていてもタッチするだけで電源が入ります。 

スマートフォンが反応するまでタッチしたままにしてください。

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）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。

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。
ˎˎ 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。
ˎˎ 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。

登録（ペアリング）済みの機器を使う

1 本機の電源を入れる

2 INPUT/PAIRINGボタンを1回押して、（BLUETOOTH） 
ランプ（青）を点滅させる
（BLUETOOTH）ランプ（青）が点滅している場合はこの手順は不要 
です。

点滅 
（青）

3 「はじめて機器登録するとき（オートペアリング）」の手順2
～4を行う
ウォークマンをお使いのときは手順2で「機器登録（ペアリング）」を
選択する代わりに、「オーディオ機器接続」を選択してください。

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

BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する
接続した機器を適度な音量にして、本機のVOL－/＋ボタンで調整します。 

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

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

ボタン

マイク

使い終わるには

本機の電源を切る
POWER／HOLD（電源／ホールド）スイッチを、終了音がするまでPOWER 
ON/OFF側に押し続けます。 
電源ランプ（緑）が消灯します。

消灯

各部の名前と働き

 CHARGE（充電）ランプ（オレンジ）
 （BLUETOOTH）ランプ（青）
 （通話）ボタン
 VOL（音量）＋/－ボタン
 Nマーク
ワンタッチ接続（NFC）時、ここにタッチします。

 MIC（マイク）
 電源ランプ（緑）
 POWER/HOLD（電源/ホールド）スイッチ
 BATT/SETボタン
短く押すと充電状態を音声で知らせます。
長く押すと音声の言語を切り換えます。

 INPUT/PAIRING（インプット/ペアリング）ボタン
短く押すとBLUETOOTH とAUDIO IN の入力を切り換えます。
長く押すとBLUETOOTH 機器登録（ペアリング）モードになります。

 DC IN 5.2V端子
 AUDIO IN端子
接続コードRK-G136（別売）でつないだ機器の音声を入力します。

 RESET（リセット）ボタン
本機をリセットします。

 AUDIO OUT端子
接続コードRK-G136（別売）でつないだ機器に音声を出力します


