パーソナルオーディオシステム

無線 LAN でつないで楽しむ
はじめにお読みください

取扱情報を 3 種類ご用意しています
無線 LAN でつないで楽しむ（本書）
無線 LAN 経由でパソコンやスマートフォンの音楽を聞く方法を記載しています。
リファレンスガイド（別紙）

安全のための注意事項などを記載しています。

ヘルプガイド（パソコンやスマートフォンでご覧いただけます）
BLUETOOTH 接続やハイレゾ音源再生方法など、本機の詳しい使いかたを
記載しています。

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/jp/

SRS-X9

この冊子では、本機を無線 LAN に接続して音楽を再生する方法をご紹介します。
無線 LAN 以外の使いかたについては、ヘルプガイド（26 ページ）をご覧ください。

無線 LAN に接続する
お手持ちの機器に合わせた方法で、本機を無線 LAN に接続します。
次の A、B、C から一つを選んでください。

A
B
C
2

スマートフォン／ iPhone を
使って無線 LAN に接続する

WPS（AOSS、らくらく無線ス
タート）ボタンのある無線 LAN
ルーターを使って接続する

パソコンを使って無線 LAN
に接続する





必要なもの：無線 LAN ルーター、
スマートフォン／ iPhone
スマートフォン／ iPhone に専用アプリ
「SongPal」をダウンロードして使います。

必要なもの：WPS
（Wi-Fi Protected
Setup）方式に対応した無線 LAN
ルーター

詳しくは、無線 LAN ルーターの説明書などでご
確認ください。

必要なもの：無線 LAN ルーター、パソ
コン、ネットワーク（LAN）ケーブル
お使いの無線 LAN ルーターに WPS
（AOSS、ら
くらく無線スタート）ボタンがない場合の接続
方法です。

 4 ページへ
 8 ページへ
 10 ページへ

音楽を再生する
音楽を再生したい機器とソフトウェアの組み合わせはどれですか？
次の i、ii、iii、iv、v から一つを選んでください。

i
ii
iii
iv
v

 14 ページへ

パソコンの音楽を聞く
使うソフトウェア：Media Go

 18 ページへ

パソコン／ Mac の音楽を聞く
使うソフトウェア：iTunes

iPhone/iPod Touch/iPad の音楽を聞く
使う機能：AirPlay

スマートフォン／ iPhone を使ってインター
ネットミュージックサービスを聞く
使うアプリ：SongPal

 19 ページへ
 20 ページへ

困ったときは
............................................ 22 ページ
「SongPal」でできること
............................................ 24 ページ
本機のボタンや端子に
ついて
............................................ 25 ページ
ヘルプガイドのご案内
............................................ 26 ページ

パソコンの音楽を聞く
使うソフトウェア：Windows Media Player



ヘルプガイドをご覧ください

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/jp/
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A

スマートフォン／ iPhone を使って無線 LAN に接続する

はじめに
無料アプリ「SongPal」を使って、スマート
フォン／ iPhone を接続している無線 LAN に
本機を追加する方法です。あらかじめ、お使
いのスマートフォン／ iPhone を無線 LAN に
接続してください *。
本機とスマートフォン／ iPhone を
BLUETOOTH 接続してから設定します。本機
（7
の電源を入れてから 15 分以内に、手順 6
ページ）までを完了してください。

* 無線 LAN ルーターによっては複数の SSID を持

つものがあります。その場合は、スマートフォ
ン／ iPhone と同じ SSID に、本機を接続して
ください。

1

準備する。

電源を入れる。

 スマートフォン／ iPhone を接続した無
線 LAN ルーターの SSID とパスワード（暗
号化キー）を以下に書き写す。

SSID：
パスワード：
詳しくはお使いの無線 LAN ルーターの取扱説
明書をご覧ください。

 本機にネットワーク（LAN）ケーブルが接
続されていないことを確認 * する。
 スマートフォン／ iPhone に「SongPal」
をダウンロードする。

Google Play
または App Store で
「SongPal」を検索
* 有線 LAN と無線 LAN は同時に使用できません。

4

2

LINK ランプが点滅から消灯に変わったら、
次の手順に進んでください。
消灯するまで約１分間かかります。

3

本機と、スマートフォン／ iPhone を BLUETOOTH 接続する。
NFC 機能がないスマートフォンの場合は右
の  〜  をご覧ください。

 スマートフォンで［SongPal］
をタッチして起動する。

 本機の N マーク部分にスマートフォンを
タッチする。

NFC 機能がないスマートフォンの場合
 スマートフォンで
「SongPal」を起動
し、［Bluetooth 設
定画面を開く］を
タッチする。

スマートフォン
が反応するまで
タッチしたまま

画面の指示に従って操作してください。

無線LAN に接続する

スマートフォン

 につづく 

手順 4 につづく 

iPhone
 本機の （BLUETOOTH） PAIRING ボタ
ンに 1 回タッチする *。

* ご購入後に初めてボタンをタッチしたときは、
（BLUETOOTH）ランプが自動的に早く点滅します。
2 台目以降の機器をペアリングするときは、
（BLUETOOTH） PAIRING ボタンを、ピピッという
音が聞こえるまでタッチしたままにしてください。

（BLUETOOTH）ランプが自動的に早く点滅
します。



iPhone で本機を検索する。
［設定］［Bluetooth］の
順にタッチ

 につづく 

5

A

スマートフォン／ iPhone を使って無線 LAN に接続する

3

本機と、スマートフォン／ iPhone を BLUETOOTH 接続する。（つづき）
スマートフォン
 本機の （BLUETOOTH） PAIRING ボ
タンに 1 回タッチする *。

4

（BLUETOOTH）ランプが点灯し
ていることを確認する。

 スマートフォン画面
の［SONY:SRS-X9
（Bluetooth）］を
タッチする。
* ご購入後に初めてボタンをタッチしたときは、
（BLUETOOTH）ランプが自動的に早く点滅します。
2 台目以降の機器をペアリングするときは、
（BLUETOOTH） PAIRING ボタンを、ピピッという
音が聞こえるまでタッチしたままにしてください。

iPhone


［
［

6

本機の （BLUETOOTH）ランプが点滅から
点灯に変わったら、BLUETOOTH 接続は完
了です。

iPhone で本機を検索する。（つづき）
］をタッチして
］にする

［SONY:SRS-X9
（Bluetooth）］をタッチ

5

6

スマートフォン

ことを確認する。

「SongPal」の画面に従って、本機の無線 LAN 設定をする。

LINK ランプが緑色に点灯している

点滅

点灯

「SongPal」のホーム画面が表示されます。

無線LAN に接続する

 本機のアンテナを立てる（25 ページ）。
 必要な場合、手順 1 の
（4 ページ）で書き写
した SSID を選んでパス
ワード（暗号化キー）を
入力する。

iPhone
 本機のアンテナを立てる（25 ページ）。


iPhone で［SongPal］をタッ
チして起動する。

LINK ランプが緑色に点灯したら無線 LAN 接

画面の指示に従って操作してください。

「Wi-Fi 設定を共有しますか？」と表示さ
れた場合は、「許可」をタッチする。

「SongPal」のホーム画面が表示されます。

続は完了です。
電波環境によっては、点灯するまで１分以
上かかる場合があります。
次は：
音楽を再生する機器を
選ぶ

3

ÔÔ

ページ

7

B WPS

（AOSS、らくらく無線スタート）ボタンのある無線 LAN ルーターを使って接続する

はじめに

1

本機のアンテナを立て (25 ページ）、
無線 LAN ルーターの近くに置く。

2

電源を入れる。

無線 LAN ルーターの WPS
（AOSS、らくらく
無線スタート）ボタンを使って設定します。
お使いの無線 LAN ルーターが WPS
（Wi-Fi
Protected Setup）方式に対応しているかど
うかは、無線 LAN ルーターの取扱説明書など
でご確認ください。
あらかじめ、本機にネットワーク（LAN）ケー
ブルが接続されていないことを確認してくだ
さい。有線 LAN と無線 LAN は同時に使用で
きません。

LINK ランプが点滅から消灯に変わったら、
次の手順に進んでください。
消灯するまで約１分間かかります。

8

3

90 秒以内に無線 LAN ルーターの
WPS ボタンを押す。

5

LINK ランプが緑色に点灯している
ことを確認する。

点滅

* WPS ボタンは、無線 LAN ルーターによっては
「らくらく無線スタート」ボタンと呼ばれて
「AOSS」
います。

無線 LAN ルーターによっては、WPS ボタン
を数秒間押し続けて設定する場合がありま
す。詳しくは、無線 LAN ルーターの取扱説
明書をご確認ください。

点灯

無線LAN に接続する

本機背面の WPS ボタン * をピピッ
という音が聞こえるまで（約 3 秒
間）押す。

4

LINK ランプが緑色に点灯したら無線 LAN 接
続は完了です。
電波環境によっては、点灯するまで時間が
かかる場合があります。

次は：
音楽を再生する機器を
選ぶ

3

ÔÔ

ページ
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C

パソコンを使って無線 LAN に接続する

はじめに
お使いの無線 LAN ルーターに WPS
（AOSS、
らくらく無線スタート）ボタンがない場合の、
本機とパソコンをネットワーク（LAN）ケーブ
ルでつないで設定する方法です。
あらかじめ、市販のネットワーク（LAN）ケー
ブルをご用意ください。

10

1

無線 LAN ルーターの SSID とパス
ワード（暗号化キー）を以下に書き
写す。
SSID：
パスワード：
詳しくはお使いの無線 LAN ルーターの取扱
説明書をご覧ください。

2

本機とパソコンを直接、市販のネッ
トワーク（LAN）ケーブルで接続す
る。

3

電源を入れる。

4

［言語設定］画面で言語を選ぶ。
無線LAN に接続する

パソコンで［Sony Network
Device Setting］画面を表示する。

5

 ブラウザーを起動する。
 下記の URL をアドレス検索バーに入力す
る。

LINK ランプが点滅からオレンジ色の点灯に
変わるまで、約 3 分間お待ちください。

上記はパソコンと本機を有線で接続した場合
の URL です。

手順 6 につづく 
11

C

パソコンを使って無線 LAN に接続する

6

メニューから［ネットワーク設定］
を選ぶ。

7

無 線 LAN ルー ター の SSID を 選 び、
パスワード（暗号化キー）を入力す
る。

8

［適用］を選ぶ。

ネットワーク設定

SSID
手順 1
（10 ページ）を確認して入力してくだ
さい。

12

適用

9

LINK ランプが緑色に点灯している
ことを確認する。

点滅

無線LAN に接続する

パソコンの画面に従ってネット
ワーク（LAN）ケーブルを抜く。

10

点灯

本機のアンテナを立ててください（25 ペー
ジ）。
LINK ランプが緑色に点灯したら無線 LAN 接
続は完了です。
点灯するまで１分以上かかる場合がありま
す。

次は：
音楽を再生する機器を
選ぶ

3

ÔÔ

ページ
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i

パソコンの音楽を聞く（使うソフトウェア：Media Go）

はじめに

1

2

本機、パソコン、スマートフォン／
iPhone を無線 LAN に接続する。

本機の NETWORK ボタンにタッチ
する。

本機とパソコン、スマートフォン／
iPhone は同じ SSID の無線 LAN ルーターに
接続してください。
本機の無線 LAN 接続については 2 ページを
参照してください。
LINK ランプが緑色に点灯したら、本機の無
線 LAN 接続は完了です。

NETWORK ランプが白色に点灯して、本機
が NETWORK モードになります。

パソコンにインストールされた「Media Go」
をホームネットワークサーバーとして設定し、
本機で音楽を聞く方法です。
「Media Go」の操作には、スマートフォン／
iPhone の専用アプリ「SongPal」をコント
ローラーとして使います *。
あらかじめ、パソコンに「Media Go」
（フリー
ソフト）をダウンロードしインストールして
ください。

*「Media Go」をパソコン上で操作して、本機で
音楽を聞くことはできません。

14

3

パソコンの「Media Go」でホームネットワークサーバーの設定をする。

［メディア共有］メニューを選ぶ。

［ツール］メニューから［ユーザー設定］を
選ぶ。

［メディア共有］の［ライブラリ名］を確認
する。

［ライブラリ名］は、任意の名前に変更できます。

音楽を再生する

「Media Go」を起動する。

メディア共有
ユーザー設定

［メディア共有］の 3 項目
すべてにチェックマーク
が入っていることを確認

ライブラリ名

 確認後、［OK］を選ぶ。

手順 4 につづく 
15

i

パソコンの音楽を聞く（使うソフトウェア：Media Go）

4

スマートフォン／ iPhone を操作して、パソコン上の音楽を再生する。

 スマートフォン／ iPhone に「SongPal」
をダウンロードする。

Google Play
または App Store で
「SongPal」を検索

 ホーム画面が表示され
たら、［Home
Network］をタッチす
る。

 手順 3 の  で確認した
［ライブラリ名］をタッ
チする。

［SongPal］をタッチして起動する。
画面の指示に従って操作してください。

ホーム画面が表示されない
場合は、「SongPal」画面を
右フリックして［機器選択］
→［その他の機器］→
［SRS-X9］の順に選んでく
ださい。

16

［ミュージック］をタッ
チする。
ビデオ・フォトは再生で
きません。

「Media

Go」の音楽が本機から再生されます。

「SongPal」で音量を調節する。

より臨場感のある音を楽しむには
付属のグリル取りはずし用マグネットを
使って、本機正面のスピーカーグリルをは
ずしてください *。

音楽を再生する

 表示されたリストから曲を選び、音楽を
再生する。

グリル取りはずし用マグネット

* 取りはずしたスピーカーグリルは変形させないよう
に、平らなところで保管してください。

17

ii

パソコンや Mac の音楽を聞く（使うソフトウェア：iTunes）

はじめに

1

本機と iTunes を搭載したパソコ
ン／ Mac を 無 線 LAN に 接 続 す る。

iTunes を搭載したパソコンや Mac に保存さ
れている音楽を、AirPlay を利用して本機で

聞く方法です。

2

パソコン／ Mac の iTunes を操作
して音楽を再生する。


iTunes を起動する。



iTunes の画面にある

アイコンを選ぶ。

あらかじめ、お使いの iTunes のバージョンを
最新にアップデートしてください。
より臨場感のある音を楽しむには、17 ページ
をご覧ください。

iTunes の AirPlay メニューから
［SONY:SRS-X9］を選ぶ。



本機とパソコン／ Mac は同じ SSID の無線
LAN ルーターに接続してください。
本機の無線 LAN 接続については 2 ページを
参照してください。
LINK ランプが緑色に点灯したら、本機の無
線 LAN 接続は完了です。

18

SONY:SRS-X9

 曲を選んで再生し、音量を調節する。

iTunes の音楽が AirPlay で本機から再生されま
す。

iii iPhone/iPod Touch/iPad
はじめに

の音楽を聞く（AirPlay）

1

本機と iPhone/iPod Touch/iPad
を無線 LAN に接続する。

2

iPhone/iPod Touch/iPad を操作

して音楽を再生する。

です。

あらかじめ、お使いの iPhone/iPod Touch/
iPad のバージョンを最新にアップデートして
ください。

より臨場感のある音を楽しむには、17 ページ
をご覧ください。

音楽を再生する

 画面下から上にスワイ
プしてコントロールセ
ンターを開く。

iPhone/iPod Touch/iPad に保存されている
音楽を、AirPlay を利用して本機で聞く方法

アイコンをタッチして
［SONY:SRS-X9］を選ぶ。


本機と iPhone/iPod Touch/iPad は同じ
SSID の無線 LAN ルーターに接続してくださ
い。
本機の無線 LAN 接続については 2 ページを
参照してください。
LINK ランプが緑色に点灯したら、本機の無
線 LAN 接続は完了です。

 音楽を再生し、音量を調節する。

iPhone/iPod Touch/iPad の音楽が AirPlay で
本機から再生されます。

19

iv

スマートフォン／ iPhone を使ってインターネットミュージックサービスを聞く
（SongPal）

はじめに

1

本機とスマートフォン／ iPhone
を無線 LAN に接続する。

2

「SongPal」を準備する。

 スマートフォン／ iPhone に「SongPal」
をダウンロードする。

スマートフォン／ iPhone の無料アプリ
「SongPal」を使って、インターネット上の
ミュージックサービスを本機で聞く方法です。

Google Play
または App Store で
「SongPal」を検索
［SongPal］をタッチして起動する。
画面の指示に従って操作してください。

本機とスマートフォン／ iPhone は同じ
SSID の無線 LAN ルーターに接続してくださ
い。
本機の無線 LAN 接続については 2 ページを
参照してください。
LINK ランプが緑色に点灯したら、本機の無
線 LAN 接続は完了です。
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3

スマートフォン／ iPhone を操作して、ミュージックサービスの音楽を再生する。

選んだサービスが起動し、再生可能な曲の一
覧が表示されます。
Music Unlimited を利用するには登録が必要
です。詳しくは、下記の URL をご参照ください。

http://munlimited.com/home/

より臨場感のある音を楽しむには
付属のグリル取りはずし用マグネットを
使って、本機正面のスピーカーグリルをは
ずしてください *。

 表示されたリストから曲を選び、音楽を
再生する。
ホーム画面が表示されない
場合は、「SongPal」画面を
右フリックして［機器選択］
→［その他の機器］→
［SRS-X9］の順に選んでく
ださい。

音楽を再生する

 ホーム画面が表示され
たら、聞きたいミュー
ジックサービスをタッ
チする。

ミュージックサービスの音楽が本機から再生
されます。

「SongPal」で音量を調節する。

グリル取りはずし用マグネット

* 取りはずしたスピーカーグリルは変形させないよう
に、平らなところで保管してください。

21

困ったときは

 ヘルプガイドにも詳しく掲載されています
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/jp/

無線 LAN に接続できない

音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる

ˎˎ本機は 5 GHz 帯（11a、11n）には対応して
いません。2.4 GHz 帯（11b、11g）で接続
してください。

ˎˎ無線 LAN ではなく、ネットワーク（LAN）
ケーブルで本機とルーター、パソコンな
どの機器を接続してください。

ˎˎスマートフォン／ iPhone の「SongPal」
を使って本機の無線 LAN を設定するとき

ˎˎ接続先の機器の音量は大きすぎません
か？

は、あらかじめ、スマートフォン／
iPhone を無線 LAN に接続してください。

ˎˎ接続先の機器のイコライザー機能はオフ
になっていますか？

ˎˎネットワーク（LAN）ケーブルを本機に接
続している場合は、取りはずして本機の
電源を入れ直してください。ネットワー
ク（LAN）ケーブルが接続されていると、
有線 LAN が優先され、無線 LAN はご使用
になれません。

ˎˎ電子レンジやその他の無線 LAN 機器など
から離してください。

ˎˎお使いの無線 LAN ルーターの電源が入っ
ていますか？

ˎˎ接続先の機器と本機の電源は入っていま
すか？

ˎˎ無線 LAN ルーターを本機に近づけてくだ
さい。電子レンジや BLUETOOTH 機器、
デジタルコードレス機器など、使用周波
数が 2.4 GHz 帯の機器は接続できない原
因になる場合があります。機器と本機と
を離すか、機器の電源を切ってください。

ˎˎ接続先の機器と本機の音量は小さすぎま
せんか？

ˎˎ本機を金属で囲まないでください。金属
部からは離してください。
音が出ない、音が小さい

ˎˎ接続先の機器で再生されていますか？
「SongPal」設定時に、本機とスマートフォ

ン／ iPhone を BLUETOOTH 接続できない
ˎˎ本機とスマートフォン／ iPhone の距離
を 1 m 以内に近づけてください。
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ˎˎ本機の （BLUETOOTH）ランプが速く点
滅していなかったら、 （BLUETOOTH）
PAIRING ボタンを （BLUETOOTH）ラン
プが速く点滅するまでタッチしたままに
してください。
パソコンの iTunes から本機を見つけられない
ˎˎiTunes がインストールされたパソコンが、
ホームネットワークに接続されているこ
とを確認してください。
ˎˎiTunes を最新のバージョンにアップデー
トしてください。
（電源）ランプが赤く点滅する
ˎˎ本機がプロテクトモードになっています。
電源コードを一度抜いてから差し直して、
電源を入れ直してください。それでも
/（電源）ランプが点滅し続ける場合は、
ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に
ご相談ください。

無線 LAN の電波強度（受信感度）を調べるに
は
 無線 LAN に接続中（LINK ランプが緑色に
点灯）に、NETWORK ボタンをピピッと
いう音が聞こえるまでタッチしたままに
する。

天面の機能切換ランプが点滅します。点滅
しているランプの数が多いほど、電波強度
が強いことを表します。
本機のいずれかのボタンをタッチすると、
点滅は解除されます。
電波強度を強くするには下記をお試しくだ
さい。
ˎˎアンテナの向きを変える
ˎˎその他の無線 LAN 機器を停止する

BLUETOOTH ／ネットワークスタンバイ機
能を使うには

強い

弱い

電波強度

BLUETOOTH ／ネットワークスタンバイ機
能をオンにすると、本機の電源が切れてい
るときでも、ホームネットワーク上にある
機器や BLUETOOTH 機器から操作して、本
機の電源を入れることができます。通常よ
りも本機を早く起動できて便利です。

5
4
3
2
1
0
ランプ点灯数

本機の電源が切れて、BLUETOOTH ／ネッ
トワークスタンバイモードになります。
ネットワーク接続機器から、または
BLUETOOTH 機器から本機に接続しようと
すると、本機の電源が自動的に入ります。
本機を初期化するには
「困ったときは」の該当項目をチェックして
も正常に動作しないときや、設定に失敗し
たときは、本機を初期化してお買い上げ時
の状態に戻してください。
 本機の電源が入っている状態で、VOL
（音
量）– ボタンと/（電源）ボタンを同時に
5 秒以上タッチしたままにする。
本機の電源が切れます。設定が工場出荷時
に戻り、すべての BLUETOOTH 機器登録（ペ
アリング）情報とネットワーク設定が削除
されます。

 本機の電源が入っている状態で、/（電
源）ランプがオレンジ色に点灯するまで、
/（電源）ボタンをタッチしたままにす
る。
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「SongPal」でできること
「SongPal」とは、スマートフォン／ iPhone から、「SongPal」対応のソニー製オーディオ機器を操作するためのアプリです。
お手持ちのスマートフォンや iPhone に「SongPal」をダウンロードすると、以下のことができます。

SRS-X9 のサウンド設定
お好みの音質やソニーおすすめの音質
「ClearAudio+」を簡単に設定できます。

接続機器表示
「SongPal」対応機器を選ぶことがで
きます。

ホーム画面
選ばれた機器のファンクションやミュージック
サービスを一覧表示し、選ぶことができます。ま
た、スマートフォン／ iPhone にインストールさ
れたアプリのショートカットを配置できます。

ミュージックサービスの利用
お好みのミュージックサービス * を楽しめ
ます。

ホームネットワーク上の機器操作
ホームネットワーク上のパソコンやサー
バーなどに保存された音楽を再生できます。

USB 接続された機器操作
SRS-X9 に USB 接続された機器の音楽を再生
できます。

オーディオ機器側の
設定
さまざまなサウンド設
定、ネットワーク設定
などを表示します。ど
の画面からも右フリッ
クで表示できます。

ミニプレーヤー
選ばれたファンク
ションを操作でき
ます。

* ミュージックサービスによって、利用できる時期や
契約の有無が異なります。本体のアップデートが必
要な場合があります。

オーディオ機器によって「SongPal」でできる操作は異
なります。アプリの仕様および画面デザインは予告な
く変更する場合があります。
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 詳しくは「SongPal」ヘルプをご覧ください
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/

本機のボタンや端子について

機能切換ボタン
タッチするときは、近くに手をかざすとボタン名が点灯
します。

本機背面

 無線 LAN アンテナ

本機を無線 LAN で使うときに立てます。

 NETWORK ボタン／ランプ
 （BLUETOOTH） PAIRING ボタン／ランプ
 UPDATE ボタン

90°回す
本機背面

ネットワークに接続中、本機の最新ソフトウェアを検知すると点
灯します。ピピッという音が聞こえるまでボタンをタッチしたま
まにするとソフトウェアのアップデートが始まり、ボタンが点滅
に変わります。アップデートは約 10 分間で完了します。

 LINK ランプ
 VOL（音量）–/+ ボタン
 /（電源）ボタン
 N マーク
（電源）端子
 AC 入力 100 V
 WPS ボタン
 LAN 端子

このほかのボタンや端子について詳しくは、ヘルプガイド（26 ページ）をご覧ください。

25

ヘルプガイドのご案内
パソコンやスマートフォンでご覧いただけます

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/jp/
次の接続、再生方法、その他詳しい情報についてはヘルプガイドをご覧ください。

ˎˎ有線 LAN に接続するには

（B 端子）に接続するに
ˎˎUSB
は

パソコン／ Mac の
音楽を聞く

ˎˎハイレゾ音源を聞くには

ˎˎBLUETOOTH 接続するには

スマートフォン、
ウォークマン ® など
の機器の音楽を聞く

その他
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ˎˎWindows Media Player の
音楽を聞くには

（A、B 端子）に接続する
ˎˎUSB
には

ˎˎiPhoneを充電しながら聞く
には
ˎˎハイレゾ音源対応ウォーク
マンから高音質で聞くには
ˎˎUSB メモリーの音楽を聞く
には

ˎˎソフトウェアをアップデートするには
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