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マルチオーディオプレーヤーシステム

はじめに、本機とリモコンを準備する
スピーカーを接続する

リモコンに電池を入れる

本機の電源を入れる

本機背面の SPEAKERS L/R
（スピーカー左／右）
端子にスピーカーをつなぎます。

との向きを合わせて、リモコンに単 4 形乾
電池（R03、付属）2 個を入れます。イラストの
ように極側から入れてください。

本機背面に電源コード（付属）をつなぐ。
壁のコンセントにつなぐ。
本体の/を押して電源を入れる。

かんたんスタートガイド



無線 LAN で音楽を楽しむ
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MAP-S1

この「かんたんスタートガイド」では、
「SongPal」
* を使っての無線ネットワーク設定

と、無線ネットワークでお使いの Xperia™/
iPhone の音楽を聞くための方法を紹介します。

Xperia

Printed in China

Xperia
「SongPal」を使って本機を無線 LAN 接続する

1

Xperia に保存した音楽を聞く場合

お使いの無線 LAN ルーターに Xperia がつ
ながれていることを確認する。

他の Android スマートフォンをお使いの場合も
この面の手順 1 〜 4 にしたがい、無線 LAN 接続
をしてください。

無線 LAN ルーターの SSID とパスワードを以下
に書き写す。

2

Xperia に SongPal をインストールし、
起動する。

3

4

SongPal の画面にしたがい、
BLUETOOTH 接続する。

SongPal の画面にしたがい、無線 LAN 接
続を完了する。

画面に指示が出たら、本機の N マーク部分に
Xperia をタッチし、ペアリングを行います。
ペアリングは 1 分程で完了します。

手順 1 で書き写したパス
ワードを入力し、［OK］
をタッチする。

ÔÔこの面をご覧ください。

iPhone

Google Play™ Store で

「SongPal」を検索

SSID：

スマートフォンが反応す
るまでタッチしたまま。

iPhone に保存した音楽を聞く場合

ÔÔ裏面をご覧ください。

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。

SongPal を起動したら、画面に表示される指
示に従って操作してください。

* SongPal は、スマートフォン／ iPhone からソニー
製オーディオ機器を操作するためのアプリです。

再生する。
 （［WALKMAN®］アプ
リ）* を起動する。

NFC 機能がない Xperia の場合

をタッチして
［SONY:MAP-S1］を選
び、音楽を再生する。

リモコンを使って本機を設定します。本機の
状態は、表示窓で確認できます。
表示窓

BLUETOOTH
FUNCTION
MENU
/ ENTER
* お使いの Xperia によっては、「WALKMAN®」アプリ

が入っていない場合があります。その場合は、本機
能をご使用になれません。

アプリの画面デザインは予告なく変更する場合があ
ります。

お使いの Xperia が NFC 機能に対応していない場合は、
「NFC 機能がない Xperia の場合」をご覧ください。

5

2 分程で接続が完了し、
表示窓に が点灯しま
す。本体の/ボタン
を押して本機の電源を
切り、再起動してくだ
さい。



Bluetooth Menu


Pairing

 リモコンの FUNCTION ボタンを押して
「BLUETOOTH」を選ぶ。
 リモコンの MENU ボタンを押す。
メニューボタンを 2 回押すと操作はキャンセルされ
ます。
 リモコンの/で「Bluetooth Menu」を選び、
ENTER ボタンを押す。

［Bluetooth 設定画面
を開く］をタッチする。

 画面の［SONY:

MAP-S1

（Bluetooth）］をタッ
チする。

 リモコンの/で「Pairing」を選び、ENTER ボタン
を押す。

音楽再生中は、本機の表示窓に［HOME NETWORK］
が表示されます。

 リモコンの/で「Ok」を選び、ENTER ボタンを押
す。

* お使いの Xperia によっては、［Throw 設定］の［接続

表示窓の「Pairing」の表示が点滅を開始し、本機が
ペアリングモードになります。

方式の自動選択］を解除する必要があります。
詳しい設定方法は、Xperia の取扱説明書をご覧く
ださい。

Xperia から本機を
BLUETOOTH 接 続 す る。

手順 4 に進みます。

iPhone
「SongPal」を使って本機を無線 LAN 接続する

1

2

お使いの無線 LAN ルーターに iPhone が
つながれていることを確認する。

3

iPhone に SongPal をインストールし、起

4

本機をペアリングモードにする。

動する。

iPhone と 本 機 を BLUETOOTH 接 続 す る。

リモコンを使って本機を設定します。本機の状
態は、表示窓で確認できます。

App Store で
「SongPal」を検索

 リモコンの FUNCTION ボタンを押して
「BLUETOOTH」を選ぶ。

表示窓

BLUETOOTH
FUNCTION
MENU
/ ENTER

SongPal を起動したら、画面に表示される指

 [ 設定］

[Bluetooth] の順に

 リモコンの MENU ボタンを押す。
メニューボタンを 2 回押すと操作はキャンセル
されます。



［
［

］をタッチして
］にする。

タッチ。

 リモコンの/で「Bluetooth Menu」を選び、
ENTER ボタンを押す。

Bluetooth Menu


Pairing

 リモコンの/で「Pairing」を選び、ENTER ボ
タンを押す。

示に従って操作してください。

 リモコンの/で「Ok」を選び、ENTER ボタン
を押す。
表示窓の「Pairing」の表示が点滅を開始し、本
機がペアリングモードになります。

5

6

iPhone で SongPal を起動する。

［SONY : MAP-S1
（Bluetooth）］をタッ
チ。
ペアリングを行いま
す。
ペアリングは 1 分程
で完了します。

右の画面が出たら［OK］
をタッチする。

再生する。

［許可］をタッチする。
2 分程で接続が完了し、
表示窓に が点灯しま
す。本体の/ボタンを
押して本機の電源を切
り、再起動してください。



SongPal を終了し、
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。



(AirPlay) をタッチ
して［SONY:MAP-S1］
を選び、音楽を再生
する。

音楽再生中は、本機の表示窓
に［AirPlay］が表示されます。

アプリの画面デザインは予告なく変更する場合があ
ります。

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 Wi-Fi 接続する
* お使いの無線 LAN ルーターが WPS に対応しているか、お使いの無線 LAN ルーターの取扱説明書をご覧ください。

1

ネットワーク（LAN）ケーブル（別売）が接
続されていないことを確認し、本機の電
源を入れる。

2

以下の手順で本機を WPS 接続モードにす
る。
 リモコンの MENU ボタンを

3

無線 LAN ルーターの WPS ボタンを 3 秒以
上押す。

押す。

スタンバイランプ

MENU
/ ENTER

本機のスタンバイランプが黄緑色に点灯し、2
分程で が表示窓に点滅します。

「SongPal」でできること
本機のサウンド設定
お好みの音質を簡単に設定できます。

HOME 画面

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

本機のファンクションを一覧で表示し、選ぶことができます。
また、スマートフォン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。

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

 リモコンの/で「Network
Menu」を選び、ENTER ボタ
ンを押す。

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。

 リモコンの/で「WPS」を
選 び、ENTER ボ タ ン を 押 す。

本機に挿入された CD や USB 端子に接続された機
器の音楽を再生できます。

 表示窓に「Ok」が表示された
ら、リモコンの ENTER ボタ
ンを押す。

接続機器表示
SongPal 対応機器を選ぶことができます。

CD や USB 端子に接続された機器の操作

本機の表示窓に｢WPS｣が数十秒点滅した後
「Connect」に切り替わり、接続が完了すると
が点灯します。

表示窓に「WPS」が点滅します。

パソコンを使ったアクセスポイントスキャンでの Wi-Fi 接続や、有線 LAN ケーブルでのネットワーク接続もできます。詳しくは別冊の取扱説明書をご覧ください。

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。

