本書では、本機を無線LANに接続する方法／音楽を再生する方法をご紹介します

4-567-665-02(1)

ホームオーディオシステム

Xperia

Androidスマートフォンに無料アプリSongPalを
インストールして、本機の設定に使います。

iPhone

iPhone/iPad/iPod touchに無料アプリ
SongPalをインストールして、本機の設定に使い
ます。

2無
 線LANアンテナを立てる

CMT-SX7

パソコン

パソコン（iTunes）

先にスマートフォンを無線LAN接続、
続いてスマートフォンと本機を
BLUETOOTH接続することで、無線
LAN設定情報が本機へ送信されるし
くみです。
• 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。必ず、
Androidスマートフォンと本機を同
じSSIDに接続してください。

スマートフォン（SongPalアプリ）

1

2

Xperia（ミュージックアプリ）

• 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。必ず、
iPhoneと本機を同じSSIDに接続し
てください。

http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/ja/

iPhone/iPad/iPod touch

パソコンの画面を使う方法もあります。詳しくは別冊の取扱
説明書の
「無線LANに接続してワイヤレスで聞く」
（26ページ）
をご覧ください。

準備する。
 スマートフォンを無線LANに接続する。

本機の/（電源）ボタンを押して、電
源を入れる。

 スマートフォンを接続した無線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。

3

お使いのスマートフォンがNFC機能に対応していな
い場合は、右の～をご覧ください。

点滅

リモコンを使って、本機の表示窓を見ながら設定してください。

画面の指示に従って操作してくださ
い。

BLUETOOTH機能をオンにする。

FUNCTIONボタンを繰り返し押して、
［BLUETOOTH］
を表示させる。
MENU

MENUボタンを1回押す。
/で
［Bluetooth Menu］
を選び、
ENTERボタンを押す。

スタンバイランプが黄緑色に点灯し、約2分間（場合
によっては4、5分程度）
で表示窓に マークが点滅
します。

点灯

SongPalを起動し、
［Bluetooth設定画
面を開く］
をタッチ
する。

FUNCTION

スマートフォンが
反応するまで
タッチしたまま

パスワード：

 5分以内にスマートフォンを設定する。

 本機をペアリングモードにする。

 本機のN-Mark部分にスマートフォンをタッチ
する。

SSID：

表示窓の（BLUETOOTH）
マークを
確認する。

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
タッチして起動する。

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。

4

SongPalの画面に従い、本機とスマートフォンをBLUETOOTH接続する。

//ENTER

5

6

SongPalの画面に従い、本機の無線
LAN設定をする。

表示窓に マークが点灯したら、本
機を再起動する。

パスワード入力画面が表示
された場合、手順1ので書
き写したSSIDを選んでから、
パスワード
（暗号化キー）
を
入力する。

が点灯したら
電源を切って
入れ直す

点灯

右の画面が表示されます。
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing

本機の表示窓にスマートフォンの機器名が表示
マークが点灯したら接続
され、（BLUETOOTH）
完了です。

［CMT-SX7］
をタッ
チする。

/で
［Pairing］
を選び、ENTERボタンを
押す。

が点灯するまでには2分以上かかる場合があ
ります。
その後本機を再起動して、再び が点灯したら
無線LAN接続は完了です。

/で
［Ok］
を選び、ENTERボタンを押す。

ペアリング
（機器登録）
は約1分間で完了します。

先にiPhoneを無線LAN接続、続いて
iPhoneと本機をBLUETOOTH接続
することで、無線LAN設定情報が本
機へ送信されるしくみです。

スマートフォン/iPhone/iPad/iPod touchの音楽を聞き
ます。

必要なもの：Xperia™などのAndroidスマートフォン、無線LANルーター

Google Play™（Playストア）
で
SongPalを検索

iPhoneに無料アプリSongPalをイン
ストールして、本機の無線LAN設定
に使います。

有線／無線ネットワークを介した使いかたを詳しく記載しています。

*1 x-アプリの場合は、Media Goに音楽を登録してから再生してください。詳しくはMedia Goのヘルプをご覧ください。

 スマートフォンにSongPalをインストールする。

iPhone

ヘルプガイド
（パソコンやスマートフォンで閲覧できます）

パソコン（Windows Media Player）

 本機を無線LANに接続する
XperiaなどのAndroidスマートフォ
ンに無料アプリSongPalをインス
トールして、本機の無線LAN設定に
使います。

時計の設定、CDやラジオを聞く方法、BLUETOOTHやUSB、
その他
の機器の接続／再生方法などを記載しています。

パソコンの曲をMedia Goを使って共有設定（サーバー設
定）
して聞きます。

パソコン（Media Go）

WPS（AOSS、
らくらく無線スタート）ボタンのある
無線LANルーターから、ボタン操作で本機を設定
します。

WPS

ネットワーク
（LAN）
ケーブルはつなが
ないでください。有線LANと無線LAN
は同時に使用できません。

につなぐ

無線LANでの接続／再生方法を記載しています。

取扱説明書（別冊）

を入れる

スピーカーをつなぐ

3コ
 ンセント

音楽を保存している機器と使用するソフトウェア* を以下から選び、
（うら面）へ進みましょう
「 本機で音楽を聞く」

4リ
 モコンに電池

1 電源をつなぐ前に

無線LANに接続して音楽を聞く

無線LANスタートガイド
（本書）

1

本機の無線LAN接続方法を以下から選び、
（おもて面）へ進みましょう
「 本機を無線LANに接続する」

はじめに 本機とリモコンを準備しましょう

無線LANスタートガイド

Xperia

取扱説明書について

ホームネットワーク対応のサーバー
（パソコンなど）
や、
スマートフォン／iPhoneなど、家じゅうの音楽を手軽にワイヤレスで再生できるようになり、便利です。
このほかの接続や音楽を聞く方法については、右の欄でご紹介している取扱説明書やヘルプガイドをご覧ください。

再生操作はうら面へ

表示窓の
［Pairing］表示が点滅します。

必要なもの：iPhone/iPad/iPod touch、無線LANルーター

1

2

準備する。
 iPhoneが無線LANに接続
されていることを確認する。

本機の/（電源）ボタンを押して、電
源を入れる。

3

4

本機とiPhoneをBLUETOOTH接続する。
 本機をペアリングモードにする。

表示窓の（BLUETOOTH）
マークを
確認する。

 5分以内にiPhoneで本機を検索する。

リモコンを使って、本機の表示窓を見ながら設定してください。
FUNCTIONボタンを繰り返し押して、
［BLUETOOTH］
を表示させる。

［設定］［Bluetooth］
の
順にタッチ

FUNCTION
点滅

MENUボタンを1回押す。
/で
［Bluetooth Menu］
を選び、
ENTERボタンを押す。

 iPhoneにSongPalをインストールする。
App Storeで
SongPalを検索

スタンバイランプが黄緑色に点灯し、約2分間（場合
によっては4、5分程度）
で表示窓に マークが点滅
します。

MENU

点灯

//ENTER

5

6

SongPalの画面に従い、本機の無線LAN設定をする。
 iPhoneで
［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。

「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。

表示窓に マークが点灯したら、本
機を再起動する。
が点灯したら
電源を切って
入れ直す

右の画面が表示されます。

 右の画面が表示された

点灯

ら、
［OK］
をタッチする。
［
［

BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing

］
をタッチして
］
にする

/で
［Pairing］
を選び、ENTERボタンを
押す。

本機の表示窓にiPhoneの機器名が表示され、
（BLUETOOTH）
マークが点灯したら接続完了
です。

/で
［Ok］
を選び、ENTERボタンを押す。
表示窓の
［Pairing］表示が点滅します。

［CMT-SX7］
をタッチ

が点灯するまでには2分以上かかる場合があ
ります。
その後本機を再起動して、再び が点灯したら
無線LAN接続は完了です。

再生操作はうら面へ

WPS
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
があれば、
ルーターと本機それぞれの
ボタン操作で、本機の無線LAN設定
が完了します。
• 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。

必要なもの：WPS（AOSS、
らくらく無線スタート）ボタンを搭載した無線LANルーター

1

本機の/
（電源）ボタンを押して、電
源を入れる。

2

3

本機をWPSモードにする。

2分以内に無線LANルーターの
WPSボタン*2を押す。

リモコンを使って、本機の表示窓を見ながら設定してください。

4

表示窓に マークが点灯したことを確
認する。

 MENUボタンを1回押す。
 /で
［WPS Setting］
を選び、ENTERボタ
ンを押す。
点滅

 /で
［Ok］
を選び、ENTERボタンを押す。

MENU

//ENTER

無線LAN接続がうまくいかないときは
パソコンの画面を使って本機の無線LAN設定ができます。
パソコンを市販のネットワーク
（LAN）
ケーブルで本機とつないで操作します。

点灯

表示窓の
［WPS］表示が点滅します。
WPS Setting  Ok

スタンバイランプが黄緑色に点灯し、約2分間（場合
によっては4、5分程度）
で表示窓に マークが点滅
します。

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

詳しくは、別冊の取扱説明書の
「無線LANに接続してワイヤレスで聞く」
（26ページ）
をご覧ください。
表示窓が［WPS］［Connecting］
［Complete!］
と切り換わります。
その後 マークが点灯したら無線LAN接続は完了
です。

再生操作はうら面へ

「  本機で音楽を聞く」
はうら面をご覧ください

 本機で音楽を聞く



パソコンに保存した音楽を聞く
パソコン（Media Go）

• あらかじめ、
下記のURLからパソコンに無料ソフ
トMedia Goをダウンロード、
インストール、
また
は最新バージョンにアップデートしてください。

1

本機とMedia Go搭載のパソコンを無線
LANに接続する。

スマートフォン（SongPalアプリ）

2

リモコンのFUNCTIONボタンを繰り返し押
して、
［NETWORK］
を表示させる。

3

パソコンのMedia Goを準備する。
 Media Goを起動する。
［ツール］
メニューから
［ユーザー設定］
を選ぶ。

http://www.sony.jp/support/netjuke/
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スマートフォン／iPhoneなどに保存した音楽を聞く

必要なもの：Media Goを搭載したパソコン

パソコン用無料ソフトMedia Goを使って、
パ
ソコンに保存した音楽を本機で聞く方法です。

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。
アプリのダウンロードやヘルプガイドの閲覧の際には、契約プランによっては通信料がかかります。

NETWORK

スマートフォン／iPhoneに保存した音楽を、
無料アプリSongPalで操作しながら本機で
聞く方法です。
• SongPalを使ってできることについて詳しくは、
別冊の取扱説明書の
「SongPalでできること」
（14ページ）
をご覧ください。

必要なもの：SongPalを搭載したスマートフォン／iPhone/iPad/iPod touch

1

本機とスマートフォン／iPhoneを無線LAN
に接続する。

2

3

 スマートフォン／iPhoneにSongPalをダウンロー
ドする。

 お使いのスマートフォン／

SongPalで本機を選ぶ。

SongPalを操作して、音楽を再生する。
iPhoneをタッチする。

インストール済みの場合は不要です。
Google Play（Playストア）
またはApp Storeで
SongPalを検索

FUNCTION

［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。
ユーザー設定

本機とパソコンは同じSSIDの無線LANルーターに接続し
てください。
本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。
表示窓に マークが点灯したら接続は完了です。

 曲を選んで再生し、音量を調節する。

 右の画面が表示されたら、
［CMT-SX7］
をタッチする。

本機がNETWORKモードになります。

音量はSongPalで調節できます。

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接続についてはおもて面をご覧ください。
表示窓に マークが点灯したら接続は完了です。

音楽が再生されます

4

5

Media Goでホームネットワークサーバー
設定をする。

Xperia（ミュージックアプリ）

Media Goを操作して、音楽を再生する。
 Media Goの画面下部にある （Throw）
アイコン

 Throwメニューから
［CMT-SX7］
を選ぶ。

 曲を選んで再生し、音量を調節する。

を選ぶ。

［メディア共有］
メニューを選んでから、
［ライブラリ
名］
を確認する。

Xperiaに保存した音楽をミュージックアプリ
で操作しながら本機で聞く方法です。
• お使いのXperiaにミュージック
（または
WALKMAN®）
アプリが搭載されている場合の
みご利用になれます。

［ライブラリ名］
は、任意の名前に変更できます。

必要なもの：ミュージックアプリを搭載したXperia

1

本機とXperiaを無線LANに接続する。

2

ミュージックアプリを操作して、音楽を再生する。
 Xperiaで

• あらかじめ、XperiaのAndroid OSのバージョ
ンを最新にアップデートしてください。

メディア共有
ライブラリ名

• お使いのXperiaによっては、
［Throw設定］
の
［接続方式の自動選択］
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。

［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

本機とXperia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接続についてはおもて面をご覧ください。
表示窓に マークが点灯したら接続は完了です。

 確認後、
［OK］
を選ぶ。

 音楽を再生し、音量を調節する。

（ミュージック）
アイ
コンをタッチして起動
する。

 画面右上にある ア
イコンを選んでから、
［CMT-SX7］
を選ぶ。

音楽が再生されます

パソコン（iTunes）
iTunesを搭載したパソコンに保存した音楽
を、AirPlayを利用して本機で聞く方法です。
• 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。

音楽が再生されます

必要なもの：iTunesを搭載したパソコン

1

本機とiTunes搭載のパソコンを無線LAN
に接続する。

iPhone/iPad/iPod touch

2

iPhone/iPad/iPod touchに保存した音楽
を、AirPlayを利用して本機で聞く方法です。

iTunesを操作して、音楽を再生する。
 パソコンのiTunesを起動する。

 AirPlayメニューから
［CMT-SX7］
を選ぶ。

 iTunesの画面にある （AirPlay）
アイコンを選ぶ。

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

必要なもの：iPhone/iPad/iPod touch

1

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

• 画面イラストはiOS 8の例です。

2

iPhone/iPad/iPod touchを操作して、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。

［CMT-SX7］
を選ぶ。

 曲を選んで再生し、音量を調節する。
 曲を選んで再生し、音量を調節する。

本機とパソコンは同じSSIDの無線LANルーターに接続し
てください。
本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。
表示窓に マークが点灯したら接続は完了です。

（AirPlay）
アイコンをタッチす
る。

本機とiPhone/iPad/iPod touch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接続についてはおもて面をご覧ください。
表示窓に マークが点灯したら接続は完了です。

音楽が再生されます

音楽が再生されます

パソコン（Windows Media Player）
Windows Media Playerを使って、
パソコンに保存した音楽
を本機で聞く方法です。
• 操作方法について詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/ja/

SongPal Link機能:

本機についてより詳しく調べるには

ご家庭のWi-Fiネットワークを利用して、
ネットワークサービ
スの音楽や、
パソコンやスマートフォンに保存した音楽をさ
まざまな部屋で高音質で楽しめます。

取扱説明書（別冊）

操作は、
スマートフォン／iPhoneにインストールした
SongPalアプリを使って行います。
SongPal Link対応機器を複数使う場合は、
それらの機器
を同じ無線LANに接続する必要があります。
詳しくは右の欄でご紹介しているヘルプガイド、
またはそ
れぞれの機器の無線LANスタートガイドをご覧ください。

ヘルプガイド
（Web上の取扱説明書）
次の情報が記載されています。

ネットワークに関連するさまざまな情報をご覧いただけます。

• 安全のために

• パソコンを使って無線LANに接続する方法

• 無線LAN接続について、
もっと詳しく

• 各部の名前と働き

• 録音方法

• SongPalと連携した楽しみかた

• 時計の設定方法

• 本機の設定メニュー

• パソコンのOSごとの詳しい接続・再生

• CDやラジオを聞く方法

• ソフトウェアのアップデート方法

• USB、
その他の機器の接続・再生

• SongPalでできること

• BLUETOOTHでの接続・再生

• 故障かな?と思ったら

• NFCとは

• 主な仕様

など

など

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/cmt-sx7/ja/

