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本機の取扱説明書について

クイックスタートガイド（本書）

接続、初期設定、音楽をコピーして再生するまでを説明しています。
本書にない取扱情報は、下記ヘルプガイドをご覧ください。

ヘルプガイド（Web取扱説明書）

取扱情報は、インターネット上で提供しています。
・・DSEEをはじめ、各機能の取扱情報が充実しています。
・・「よくある質問」やキーワード検索を活用していただくと、最新の・
情報、知りたい情報を素早く見つけられます。

http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/

リファレンスガイド

本機の仕様や使用上のご注意について説明しています。

付属品について
リモコン（1） ソニー単4形・

乾電池（2）
電源コード（1） LANケーブル（1）
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商標について
・• iPad、iPhone、iPod・touchは、米国および他の国々で登録されたApple・Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、
アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。App・StoreはApple・Inc.のサービスマークです。
・• Android™、Google・Play™は、Google・Inc.・の商標または登録商標です。

さらに詳しい使いかた ・---------------------------------------------- 左ページの
ヘルプガイド（Web取扱説明書）
を参照
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本機のしくみと特長

本機とコンピューターを同じルーターに接続することで、コンピューターの音
楽ファイルを本機へコピーできます。

本機のハードディスクへコピーし保管することで、ネットワーク環境の不安定
さに左右されず、DSDや192	kHz/24ビットなどのハイレゾ音源から圧縮音源
まで音切れのない高音質再生をお楽しみいただけます。

コンピューター（別売）

スピーカー（別売）

ルーター（別売）

インターネット

本機

コンピューターの音楽ファイルを本機に・
コピーするには、同じルーターにコンピュー
ターと本機をつなぐ必要があります。

再生コピー

モデム（別売）
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準備 1 本機とスピーカーをつなぐ

ご注意

スピーカーコードを接続するとき、芯線がショートしないようにご注意ください。故障の原因となる場合が
あります。

10・mm

①・コード先端部の被覆を取る
②・スピーカー端子を反時計回りに回してゆるめる
③・コードの芯線を差し込む
④・スピーカー端子を時計回りに回して締める

悪い例

スピーカー
コード
（別売）
をつなぐ

スピーカー（別売）
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準備2 LANケーブルをつなぐ（有線ネットワーク接続）

ヒント

本機とコンピューターは、同じネットワーク（ルーター）につなぐ必要があります。

良い例
同じルーターにつながっている

ルーター

悪い例
別のルーターにつながっている

ルーター ルーター

大量のコンテンツを本機にコピーするとき
LANケーブルをつなぐことをおすすめします。
コピーの速度が上がります。

無線接続（Wi-Fi）をご利用の場合
本ページで説明しているLANケーブルは接続不要です。
次ページへ進んでください。

LANケーブル
（付属）
をつなぐ

ルーター（別売）

LANケーブル（別売）



HAP-S1 4-547-835-01(1)

7

準備3 電源コードをつなぐ

電源コード
（付属）
をつなぐ
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準備4 初期設定をする

画面で
設定する

ジョグダイヤル・
（PUSH・ENTER）

（電源）

1	 ボタンを押して電源を入れる。
電源ランプが緑色に点灯します。

2	 画面の指示に従ってジョグダイヤルを回して選び、押し込んで決定していく。
以下の順で初期設定を行います。
・• 言語設定
・• ネットワークスタンバイの設定
・• インターネット設定

・‒ 有線LAN設定 ［無線LAN設定］の画面で判断に迷う場合は、次ページの
ネットワーク無線LAN接続設定の代表例を参考に設定
してみてください。

・‒ 無線LAN設定
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ネットワーク無線LAN接続設定の代表例
左ページの手順2の［インターネット設定］で［無線LAN設定］を選んだ場合の設定例を・
紹介しています。

1	 あらかじめ、コンピューターがつながっている
無線ルーターに記載されているネットワーク
名（SSID）と暗号キーを手元に用意する。

無線ルーター・
（別売）

SSID

暗号キー

ヒント

無線ルーターの「暗号キー（パスワード）」は、メーカーにより名称が異なります。
（「WPA・Key」、「暗号キー」、「KEY」、「WEPキー」、「セキュリティーキー」、「パスフレーズ」、「ネッ
トワークキー」など）

2	［無線LAN設定］を選ぶ。

3	［アクセスポイントを選ぶ］を選ぶ。

4	 手順1で調べたネットワーク名（SSID）を選ぶ。
表示されない場合は、［新しい接続先を追加］を選び、・
SSIDを入力してください。

5	 上記で調べた暗号キーを入力する。
あとは、画面の指示に従って進めば設定完了です！
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準備5 コンピューターから音楽ファイルをコピーする

コンピューター用無料アプリケーション「HAP・Music・Transfer」を使って、音楽ファイルをコピー
します。新しい音楽ファイルがコンピューターに保存されると、本機にも自動でコピーされるよ
うに設定できます。コンピューターに音楽ファイルを追加するだけで、コンピューターから本機
へのコピーは「HAP・Music・Transfer」が自動で行ってくれるので便利です。

コピーする

ルーター（別売）

1	 以下のサイトから、「HAP	Music	Transfer」をコンピューターにインストールする。
http://www.sony.jp/support/systemstereo/

2	 コンピューターで「HAP	Music	Transfer」を起動し、画面左上に本機の名前（HAP-S1）
が表示されているか確認する。

本機の名前が表示されていないときは

本機とコンピューターが正しく接続できて
いません。次ページをご確認のうえ、本機の
名前が表示される状態にしてください。

3	「HAP	Music	Transfer」設定画面の指示に従って、音楽ファイルのコピーをする。
「HAP・Music・Transfer」の使いかたを知りたいときや困ったときは、・「HAP・Music・Transfer」の画
面にあるメニューからヘルプを表示してご確認ください。
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本機の名前が表示されないときはこんなことが考えられます
原因その1
本機とコンピューターが同じネットワーク（ルーター）に接続されていない可能性があり
ます。同じルーターにつなぎ直したあと、本機のホーム画面から［設定］-［ネットワーク
設定］でネットワーク設定をやり直してください。

良い例
同じルーターにつながっている

ルーター

悪い例
別のルーターにつながっている

ルーター ルーター

原因その2
コンピューターのセキュリティ設定などにより、表示できない可能性があります。
本機のIPアドレス（本機の場所を示す住所）を直接入力して表示してください。

IPアドレス入力エリア

本機IPアドレスの調べか
たは、IPアドレス入力エ
リア下の「詳細」をご確認
ください。

ご注意

接続先のルーターの電源を切るとIPアドレスが変わる場合があります。その際は、IPアドレスを再度
調べて入力し直してください。
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音楽を楽しむ

本機にコピーした音楽を再生します。

HOME

ジョグダイヤル
（PUSH	ENTER）

1	 HOMEボタンを押す。

2	 ジョグダイヤルを回してホーム画面の［ジャンル］、［アーティスト］、［アルバム］、［トラッ
ク］など、お好みのカテゴリーを選び、押し込んで決定する。

3	 ジョグダイヤルを回してリストからお好みの項目を選び、押し込む。
ヒント
・• 選んだ項目に含まれる全曲を再生したい場合は、項目選択後に （再生／一時停止）を押してください。
・• は、コピー中および登録中に表示されます。処理中であっても、本機へのコピーと登録が完了した音楽
ファイルから、閲覧、再生できます。
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音楽ファイルを削除するには
オプション画面で［削除］を選びます。選択した曲、アルバム、またはフォルダが削除されます。

リスト画面から削除するときは：
削除したい曲、アルバム、またはフォルダを選んでいるときに、ジョグダイヤルを押し込んだまま
にしてオプション画面を表示する。

ご注意

［すべてのアルバム］を選んでいるときはオプション画面を表示できません。

再生画面で削除するときは：
削除したい曲を再生中に、ジョグダイヤルを押し込んでオプション画面を表示する。

スマートフォンやタブレットから快適に操作したいときは

スマートフォンやタブレット用のアプリケーション「HDD・Audio・
Remote」を使って、スマートフォンやタブレットから本機を操作
できます。・
・• 音楽ファイルを表示・再生
・• お気に入りの曲をプレイリストに登録
・• 音楽ファイルのジャンル、アーティスト、アルバム、トラックなどの情報を編集

など、便利な機能が充実しています。

ぜひ、お手持ちのスマートフォンまたはタブレットに「HDD・Audio・Remote」
を以下からダウンロードしてお使いください。
・• Android搭載機器の場合：Google・Play
・• iPhone、iPod・touch、iPadの場合：App・Store



HAP-S1 4-547-835-01(1)

14

困ったときは

コピーが終わるまでに時間がかかる
・• 大量のコンテンツを一度にコピーする場合は、LANケーブルで有線接続するとコピーする速度
が上がります（6ページ）。
・• 有線LAN接続でファイルをコピーするのにかかる時間の目安は、FLAC（44.1・kHz/16・bit）ファイ
ルを10曲で約5分、3,000曲で約1日です。

画面右上の がずっと回っている
・• 音楽ファイルのコピーが終わっても、ミュージック情報を解析している間は が回り続けます。
解析の最中でも電源を切ることができます。次に電源を入れたときは、残された解析が引き続
き行われます。
・• は、コピー中および登録中に表示されます。処理中であっても、本機へのコピーと登録が完了
した音楽ファイルから、閲覧、再生できます。

が表示される
Gracenoteからミュージック情報が取得できない音楽ファイルがある場合に表示されます。音楽
再生に影響はありません。電源の入／切のタイミングで再取得を行います。すべてのミュージッ
ク情報の取得に成功すると は表示されなくなります。

曲名やジャンルがお使いの音楽管理ソフトでは表示されているのに、本機では
正しく表示されない
コンピューターの音楽管理ソフト上ではミュージック情報が登録されていますが、ファイル自体
にミュージック情報が記録されていないことが考えられます。
「HDD・Audio・Remote」を使ってミュージック情報を編集してください。編集方法について詳し
くは、「HDD・Audio・Remote」のヘルプでご確認ください。「HDD・Audio・Remote」のメニューか
らヘルプを表示できます。

無線LANで接続できない、接続が不安定
・• 本機の電源を一度切ってから再度入れてみてください。
・• ルーターの電源を一度切ってから再度入れてみてください。
・• 上記で改善されない場合はLANケーブルで有線接続してみてください（6ページ）。接続が済ん
だら、本機のホーム画面から［設定］-［ネットワーク設定］で有線ネットワーク設定を選んで設
定してください。
・• 上記を確認しても解決しない場合は、「HAP・Music・Transfer」のヘルプでご確認ください。「HAP・
Music・Transfer」のメニューからヘルプを表示できます。
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「HAP Music Transfer」に本機が表示されていない

本機の名前が表示されていない

・• 本機の電源が入っているかご確認ください。
・•「HAP・Music・Transfer」を一度終了させてから、再度起動してみてください。
・• 接続するネットワークを切り換えた場合、再接続後、表示されるまで時間がかかる場合があります。
・• 本機とコンピューターが同じネットワーク（ルーター）に接続されていない可能性があります。
同じルーターにつなぎ直したあと、本機のホーム画面から［設定］-［ネットワーク設定］でネッ
トワーク設定をやり直してください。

良い例
同じルーターにつながっている

ルーター

悪い例
別のルーターにつながっている

ルーター ルーター

上記を確認しても解決しない場合は、「HAP・Music・Transfer」のヘルプでご確認ください。「HAP・
Music・Transfer」のメニューからヘルプを表示できます。

下記など、さらに知りたい情報はヘルプガイドでご覧いただけます。
（ヘルプガイドのアクセス方法は本書の裏表紙をご覧ください）

・• 本機のネットワーク設定を行う
・• インターネットラジオを聞く
・• DSEE機能を使う
・• よくある質問

クイックスタートガイド ヘルプガイド
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