
コンパクトオーディオシステム

使用上のご注意／困ったときは

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故
になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示していま
す。本書と別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
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安全のために（18～21ページも合わせてお読みください。）
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間
違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険で
す。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



18～ 21ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されて
います。
4ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

設置時や 1年に 1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間に
ほこりがたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検して
ください。

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づい
たら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

安全のための注意事項を守る

定期的に点検する

故障したら使わない

万一、異常が起きたら


電源を切る
電源プラグをコンセントから抜く
お買い上げ店またはソニーサービス
窓口に修理を依頼する

変な音・においがしたら、
煙が出たら
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警告表示の意味
本書および製品では、次のような表示をしています。表示の
内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などに
より死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死
亡や大けがなど人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によ
りけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあり
ます。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号
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使用上のご注意
機種名とシリアルナンバーを確認するには
本機の機種名とシリアルナンバーは、本体の底面にある機銘板に表示してあり
ます。
ACアダプターの機種名とシリアルナンバーは、ACアダプターの底面に表示し
てあります。
スピーカーの機種名とシリアルナンバーは、スピーカーの底面に表示してあり
ます。

設置場所について
次のような場所には置かないでください。
ぐらついた台の上や不安定な所。
毛足の長いじゅうたんや布団の上。
湿気の多い所、風通しの悪い所。
ほこりの多い所。
特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている床に本機を置くと、
床に変色、染みなどが残る場合があります。

直射日光が当たる所、温度が高い所。
極端に寒い所。
チューナーやテレビ、ビデオデッキといっしょに使用するとき、雑音が入っ
たり、映像が乱れたりすることがあります。このような場合は、本体をそれ
らの機器から離して設置してください。

電子レンジや大きなスピーカーなど、強力な磁気を発するものの近く。

お手入れについて
キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布な
どで拭いてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めるので、使わないでくださ
い。

音量を調整するときは
デジタル音源はレコードと比べ、非常に雑音が少なくなっています。レコード
をかけるときのように音声の入っていない部分の雑音を聞きながら音量を調整
すると、思わぬ大きな音が出て、スピーカーを破損するおそれがあります。
演奏を始める前には、音量を必ず小さくしておきましょう。

付属品について
 付属の電源コードセットは、本機専用です。
他の電気機器では使用できません。

 付属のスピーカーベースは鉄製で非常に重たいものです。取り扱いには充分
ご注意ください。

ACアダプターについて
 この製品には付属のACアダプター（極性統一型プラグ・JEITA規格）をご使
用ください。付属以外のACアダプターを使用すると、故障の原因になること
があります。

 付属のACアダプターは本機専用です。他の機器ではご使用になれません。

ステレオを聞くときのエチケット
ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がか
からないような音量でお聞きください。特に、夜は小さめな
音でも周囲にはよく通るものです。
窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を
配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチ
ケットのシンボルマークです。

使用中の本体の温度上昇について
使用中、本体の温度が上昇しますが、故障ではありません。
特に、大音量で鳴らし続けると、本体キャビネットの天板や側板、底板は熱く
なります。このようなときは、キャビネットに触れないようにしてください。
火傷などのけがの原因になります。
また、密閉した場所に置いて使用しないでください。温度上昇を防ぐため、風
通しのよい所でお使いください。
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商標について
 Windows、Windowsロゴ、Windows Mediaは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。

本機はMicrosoft Corporationの知的所有権により保護されています。
Microsoft またはその認可された子会社の許可なしにこの製品に関わる技術
を使用、販売することは禁止されています。

 Apple、iPhone、iPod、iPod touch、macOS、MacおよびOS X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。

「Made for Apple」バッジは、アクセサリが本バッジに記載されたアップル
製品専用に接続するように設計され、アップルが定める性能基準を満たして
いることを示します。
アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責
任を負いません。

本機はFraunhofer IISおよびThomsonのMPEG Layer-3オーディオコー
ディング技術と特許に基づく許諾製品です。

 N-Mark は米国およ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。

 BLUETOOTHワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, INC.の所有であり、
ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のト
レードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するもの
とします。

 LDAC™およびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。
 AndroidとGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。
その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、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、本文中では®、™マークは明記
していません。
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リモコンの電池を交換する
電池が消耗すると、リモコンが正常に動作しなくなったり、動作距離
が短くなったりします。その場合は、新しいソニー製リチウム電池
CR2032（別売）と交換してください。

1 リモコン裏面のを矢印の方向に寄せ、電池受けを
引き出す。

2 電池の「＋」面を上側にして入れ、電池受けをリモ
コンに挿入する。

ご注意
 接触不良を防ぐため、電池を乾いた布でよく拭いてください。
 ピンセットなどの金属類と電池を一緒に携帯・保管しないでください。電池
の＋と－が金属類とつながるとショートし、発熱することがあります。



「＋」側を上にして入れる

電池受け
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BLUETOOTH機能を無効にす
る
1 本体の（電源入／スタンバイ）ボタンを押して、
電源を入れる。

2 本体の入力切換ボタンと（BLUETOOTH）
PAIRINGボタンを、4秒以上同時に押す。
お知らせLEDが右から左に点灯し、BLUETOOTH機能が無効に
なります。
もう一度手順2の操作を行うと、お知らせLEDが左から右に点灯
し、BLUETOOTH機能が有効に戻ります。

ヒント
本体の電源を切った状態で、コンセントからACコードを抜いてから、もう一度
本体の電源を入れ直すと、BLUETOOTH機能が有効に戻ります。

ご注意
BLUETOOTH機能を無効にすると、電源入時、スタンバイ時、
BLUETOOTHスタンバイモード時に、BLUETOOTHとNFCの機能がすべて
使用できなくなります。

お買い上げ時の設定に戻す
「故障かな？と思ったら」の該当項目を確認しても正常に動作しない
ときや、設定に失敗したときは、本体を初期化してお買い上げ時の状
態に戻してください。

1 本体の（電源入／スタンバイ）ボタンを押して、
電源を切る。

2 本体の電源を切った状態で、本体の（電源入／
スタンバイ）ボタンを10秒以上押したままにする。
音量つまみ上部のLEDが早く点滅した後、自動的にスタンバイ
モードになり、以下の工場出荷時の設定に戻ります。

• すべてのBLUETOOTHペアリング情報が削除されます。
• DIMMER：Bright
• Low Volume Mode：ON
• DSEE HX：AUTO
• BLUETOOTH LDAC：ON
• BLUETOOTH Standby：OFF
• MUTING：OFF
• INPUT：BLUETOOTH

ご注意
本機を初期化すると、iPhone/iPodと接続できなくなる場合があります。この
場合は、iPhone/iPod側の本機の登録情報をいったん削除してペアリングをや
り直してください。
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故障かな？と思ったら
本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してくださ
い。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニー
サービス窓口、ソニーの相談窓口（裏表紙）にお問い合わせくださ
い。

すべての入力表示LEDと音量つまみ上部のLEDが同時に点滅し
ている
 保護機能が働いています。コンセントからACコードを抜いて、下記を
確認してください。
• スピーカーの接続を確認し、電源を入れてください（取扱説明書
「設置／接続」をご覧ください）。

• 本体背面の通風口がふさがれてないか確認し、しばらくしてから電
源を入れてください。

• USB-A接続を行っている場合は、A（USB-A）端子に接続中の
USB機器を取りはずし、電源を入れてください。正常に戻った場合
は、本機の最大出力電流1Aを超えてるか、またはUSB機器の異常が
考えられます。

• 音が歪むくらいの大音量で聞くと、保護機能が働く場合があります。
保護機能が働いている場合は、コンセントからACコードを抜いて、
電源を入れ直してから音量を下げてください。

電源を切っても、しばらく音量つまみ上部のLEDが点滅している
 故障ではありません。（電源入／スタンバイ）ボタンを押すと約30
秒ほど点滅し、消灯するとスタンバイモードに移行します。

電源が入らない
 ACアダプターをDC IN端子に挿し込むとき、カチッと音がするまで挿
し込んでください。

 ACアダプターにACコードを挿し込むとき、奥までしっかり挿し込ん
でください。

ACアダプターをつないだ後、すぐに（電源入／スタンバイ）
ボタンを押しても電源が入らない
 ACアダプターをつないだ直後は、内部状態を確認しているため電源が
入りません。数秒待ってから（電源入／スタンバイ）ボタンを押し
てください。

電源が自動的に切れる
 本体背面のAUTO STANDBYスイッチを確認してください。スイッチ
がONになっている場合は、オートスタンバイ機能が設定されていま
す。オートスタンバイ機能が設定されている場合は、音楽再生および操
作が15分間途切れると、本機は自動的にスタンバイモードに移行しま
す（取扱説明書「各部のなまえ」をご覧ください）。

気がつくと電源が自動的に切れて、音量つまみ上部中央のLEDが
青く点灯している
 BLUETOOTHスタンバイモードが機能しています。本体背面のAUTO 

STANDBYスイッチを確認してください。オートスタンバイ機能と
BLUETOOTHスタンバイ機能の両方が設定されている場合は、音楽再
生および操作が15分間途切れると、自動的に本機の電源が切れて
BLUETOOTHスタンバイモードに移行します（取扱説明書「各部のな
まえ」をご覧ください）。

全般
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前回使用時の設定が保持されていない
 本体の電源が入っているときに、コンセントからACコードを抜いたり、

DC IN端子からACアダプターを抜いた場合は、前回使用時の設定が保
持されません。コンセントからACコードを抜いたり、DC IN端子から
ACアダプターを抜く際は、必ず本機の電源を切ってください。

接続したスピーカー、ヘッドホンから音が出ない
 音量が最小になっていないか確認してください。
 スピーカーを接続している場合は、左右のスピーカーにスピーカーコー
ドが正しく接続されているか確認してください。どちらかのスピーカー
だけに接続されていても音は出ません（取扱説明書「設置／接続」をご
覧ください）。

 ヘッドホンを接続している場合は、（ヘッドホン）端子にヘッドホン
ジャックが奥までしっかり挿しこまれているか確認してください。

 ヘッドホンが接続されていると、スピーカーから音は出ません。スピー
カーを使用する際は、ヘッドホンジャックを（ヘッドホン）端子から
抜いてください。

スピーカーの左右の音のバランスが悪い、または逆転している
 スピーカーをできるだけ左右対称の位置に設置してください。

 スピーカーコードの左右や＋/－が正しく接続されているか、確認して
ください。

消音状態で音がでない
 リモコンのMUTING（消音）ボタンを押してください。もしくは、リ
モコンのVOL（音量）+/–ボタンまたは本体の音量つまみで音量を上げ
てください。

ハム音・ノイズがひどい
 スピーカーが正しく接続されているか確認してください（取扱説明書
「設置／接続」をご覧ください）。

ペアリング（機器登録）できない、SongPal設定時に本機と
ウォークマン／スマートフォン／iPhoneをBLUETOOTH接続
できない
 NFC機能搭載ウォークマン／スマートフォンの場合は、本体の

BLUETOOTH入力LEDが点滅状態から点灯状態になるまでタッチした
ままにしてください。

 N-MarkにタッチしてBLUETOOTH接続ができない場合は、本体背面
にある （BLUETOOTH）PAIRINGボタン、もしくはリモコンの
PAIRINGボタンを押して、再度ペアリングを行ってください（取扱説
明書「音楽を聞く」をご覧ください）。

ペアリング（機器登録）できない
 NFC機能搭載ウォークマン／スマートフォンの場合は、ウォークマン
／スマートフォンのN-Markを本体のN-Markにタッチすることでペア
リングができます（取扱説明書「音楽を聞く」をご覧ください）。

 無線LANや他の2.4 GHz無線機器、電子レンジなどの影響を受けてい
ないか確認してください。電磁波を発生する機器がある場合は、その機
器を本機から離して使用してください。

接続できない
 本体とBLUETOOTH機器を1 m以内に近づけてください。

ワンタッチ（NFC）でBLUETOOTH接続できない
 ウォークマン／スマートフォンのNFC機能を入にしてください。
 ウォークマン／スマートフォンのN-Markを本体のN-Markにタッチし
てください。反応がない場合には、スマートフォンをゆっくり前後左右
に動かしてください。スマートフォンが反応したら、スマートフォンの
画面の指示に従って接続を完了してください。

BLUETOOTH

次のページへつづく
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 スマートフォンにケースを付けている場合は、ケースをはずすと接続で
きる場合があります。

電源が切れた状態でワンタッチ（NFC）すると電源が入るが、
その後自動的に電源が切れる
 電源を入れてから1分以内にBLUETOOTH接続できない場合は、自動
的に電源が切れます。

音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる
 接続中のウォークマン／スマートフォンを本体の1ｍ以内の距離に近づ
けてください。

 スマートフォン側にBLUETOOTHの再生品質設定がある場合、「接続
優先」の設定にしてください。

 リモコンのLDACボタンを押して、本機のLDAC機能を切に設定して
ください。

接続しているパソコンの音がでない
 パソコンの音声出力先がBLUETOOTHになっているか確認してくださ
い。

 パソコンと本機がBLUETOOTH接続されていることを確認してくださ
い。

 パソコンと本機をもう一度ペアリングしてください。

USB機器が認識されない
 USB-A入力LEDが点滅状態から、点灯状態にならないと認識できてい
ません。

 USB-A接続ではiPhone/iPodは再生できません。本機でiPhone/iPod
を使用する際は必ず、BLUETOOTH接続してください。

SongPalでUSB機器のフォルダーの中身が表示されない
 フォルダーが10階層を超えている場合は、フォルダーの中身は表示さ
れません。本機で表示できるのは10階層目のフォルダーまでです
（「ROOT」フォルダー含む）。また、最大ファイル数・フォルダー数は
998です。

電源を入れてもすぐに音が出ない
 音が出るまで時間がかかります。USB-A入力LEDが点滅から点灯にな
るまでお待ちください。

再生可能になるまで時間がかかる
 音が出るまで時間がかかります。USB-A入力LEDが点滅から点灯にな
るまでお待ちください。

USB-A入力LEDがずっと点滅したまま、点灯にならない
 A（USB-A）端子に非対応機器が接続されています。A（USB-A）
端子から非対応機器を抜くと点灯に戻ります。

USB機器が認識されない
 本体の電源を切ってUSB機器を取りはずし、本体の電源を入れ直して
から、もう一度USBデバイスをつないでください。

 対応しているUSB機器をつないでください。
 USB機器が正しく働いていない可能性があります。USB機器の取扱説
明書を参照して、問題に対処してください。

音が出ない、または接続したパソコンのスピーカーから音が出る
 音声フォーマットが本機対応のフォーマットか確認してください
（14ページ）。

USB-A

USB-B
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 本体背面のB（USB-B）端子にWindowsパソコンを接続している場
合は、お使いのパソコンに専用ドライバーがインストールされているか
確認してください。

 パソコンの再生デバイスが［Sony Audio］に設定されているか確認し
てください。されていない場合は、設定し直してください。
以下の設定手順は一例です。パソコンをお使いの環境によっては、手順
や表示が異なることがあります。
ーWindows 7／Windows Vistaの場合：［スタートメニュー］－［コ
ントロールパネル］－［ハードウェアとサウンド］－［サウンド］
を選び、［サウンド］ウィンドウの［再生］タブを選ぶ。［Sony 
Audio］を選び、［規定値に設定］ボタンをクリックする。

ーWindows 8の場合：デスクトップ画面右側のチャームバーを表示
し、［設定］－［コントロールパネル］－［ハードウェアとサウン
ド］－［サウンド］を選び、［サウンド］ウィンドウの［再生］タブ
を選ぶ。［Sony Audio］を選び、［規定値に設定］ボタンをクリック
する。

ーMac OS Xの場合：［アップルメニュー］－［システム環境設定］－
［サウンド］を選び、［出力］タブを選ぶ。［サウンドを出力する装置
の選択］リストから［Sony Audio］を選ぶ。

再生音がとぎれる
 再生中に起動している他のソフトウエアの動作によっては、再生音がと
ぎれる場合があります。

パソコンの再生ソフトの音が出ない
 再生ソフトの音量を大きくしてください。
 リモコンのMUTING（消音）ボタンやVOL（音量）+/–ボタンを押し
て、消音機能を解除してください。

 再生ソフトを複数起動しないで、一つのみにしてください。

パソコンの再生ソフトの音が歪む、ノイズが混ざる
 再生ソフトを複数起動しないで、一つのみにしてください。

マルチチャンネルの曲（ファイル）が再生できない
 2チャンネル音声の曲（ファイル）のみ再生可能です。

リモコンで操作できない
 初めてリモコンをお使いになる際は、リモコンの電池カバー内にある絶
縁シートを引き抜いてください（取扱説明書「同梱品」をご覧くださ
い）。

 本体のリモコン受光部（（電源入／スタンバイ）ボタン内部）にリ
モコンを向けて操作してください。

 リモコンと本体の間に障害物がある場合は、取り除いてください。
 リモコンの電池を新しいものに交換してください（6ページ）。

リモコン
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保証書とアフターサービス
保証書
 この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買
い上げ店でお受け取りください。

 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して
ください。

 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
本書の「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを
点検してください。

それでも具合の悪いときはソニーの相談窓口へ
お買い上げ店、または本書の裏表紙にあるソニーの相談窓口にご相談
ください。

部品の交換について
この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があり
ます。その際、交換した部品は回収させていただきます。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは、保
証書をご覧ください。

保証期間の経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させて
いただきます。

部品の保有期間について
当社では、ステレオの補修用性能部品（製品の機能を維持するために
必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有しています。ただし、故
障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があ
りますのでご了承ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
 型名：CAS-1
 故障の状態：できるだけ詳しく
 購入年月日：
 お買い上げ店：
12



主な仕様

アンプ部
実用最大出力

24 W + 24 W（5 Ω、1 kHz、JEITA*1）
スピーカー適合インピーダンス

5 Ω ～ 16 Ω
周波数特性

10 Hz ～ 40 kHz（+0 dB、–3 dB）（5 Ω時、B（USB-B）端子入力
時）

*1 JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

BLUETOOTH部
出力

BLUETOOTH標準規格Power Class 2
最大通信距離

見通し距離約10 m*1

登録台数
9台まで
10台目のペアリングを行うと、接続した日時が最も古い機器のペアリング
情報が削除されます。

使用周波数帯域
2.4 GHz 帯（2.4000 GHz ～ 2.4835 GHz）

通信方式
BLUETOOTH標準規格Ver.3.0

対応BLUETOOTHプロファイル*2

A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）
AVRCP（Audio Video Remote Control Profile）

対応コーデック*3

SBC*4

AAC*5

LDAC*6

対応コンテンツ保護
SCMS-T方式

伝送帯域（A2DP）
20 Hz～20,000 Hz（44.1 kHzサンプリング時）
20 Hz～40,000 Hz（LDAC 96 kHzサンプリング、990 kbps時）

*1 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
*2 BLUETOOTHプロファイルとは、BLUETOOTH機器の特性ごとに機能を
標準化したものです。

*3 音声圧縮変換方式のこと
*4 Subband Codecの略
*5 Advanced Audio Codingの略
*6 LDACは、ソニーが開発したハイレゾ音源をBLUETOOTH経由でも伝送可
能とする音声圧縮技術です。SBC等の既存BLUETOOTH向け圧縮技術とは
異なり、ハイレゾ音源を低い周波数・低いビット数へダウンコンバートする
ことなく処理します*7。また極めて効率的な符号化やパケット配分の最適化
を施すことで、従来技術比約3倍*8のデータ量の送信を可能とし、これまで
にない高音質のBLUETOOTH無線伝送を実現しています。

*7 DSDフォーマットは除く。
*8 990 kbps（96/48 kHz）または909 kbps（88.2/44.1 kHz）のビット
レートを選択した場合のSBC（Subband Coding）との比較。

USB端子部
A（USB-A）端子

本機に対応したUSBメモリーやウォークマンを接続します。
対応フォーマット*1

MP3：16/22.05/24/32/44.1/48 kHz、32-320 kbps（CBR/VBR）
AAC：16/22.05/24/32/44.1/48/88.2/96 kHz、40-320 kbps（CBR/

VBR）
WMA：32/44.1/48 kHz、16-320 kbps（CBR/VBR）
WAV：16/22.05/24/32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz（16/24 bit）
AIFF：32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz（16/24 bit）
FLAC：44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz（16/24 bit）
ALAC：44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz（16/24 bit）
DSD（DSF/DSDIFF）：2.8 MHz（1 bit）

転送速度
High-speed

対応USBデバイス
Mass Storage Class（MSC）

コンパクトオーディオアンプ（TA-CA1）

次のページへつづく
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最大出力電流
1A MAX
機器によっては、充電電流が500 ｍAに制限される場合があります。

対応ファイルシステム
FAT
FAT32
exFAT

B（USB-B）端子
付属のUSBケーブルを使って、本機に対応したコンピューターをつなぎま
す。ハイレゾ対応ウォークマンをつなぐときは、専用ケーブルWMC-
NWH10（別売）をお使いください。

対応フォーマット*1

PCM：44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz（16/24/32 bit）
DSD（DSF/DSDIFF）：2.8 MHz（1 bit）

*1 あらゆるエンコード／ライティングソフトウエア、録音機器、記録媒体との
互換性を保証するものではありません。

ヘッドホン部
250 mW + 250 mW（8 Ω、1%歪）
180 mW + 180 mW（32 Ω、1%歪）
35 mW + 35 mW（300 Ω、1%歪）

その他
電源

DC 19.5V（付属のACアダプターを接続してAC 100 V～240 V、50Hz/
60Hz電源にて使用）

消費電力（ACアダプター使用時）
29 W

消費電力（スタンバイ時）
0.5 W（BLUETOOTHスタンバイモードが切の時）
2 W（BLUETOOTHスタンバイモードが入の時）

最大外形寸法（幅×高さ×奥行き、最大突起部およびコントロール部含む）
約55 mm × 178 mm × 210 mm

質量
約1.3 kg

形式
バスレフ型　2WAY（2ドライバースピーカーシステム）

使用スピーカー
トゥイーター：14 mm ソフトドーム型 ×1
ウーファー：62 mmコーン型×1

定格インピーダンス
5 Ω

最大外形寸法（幅×高さ×奥行き、最大突起部含む）
約95 mm × 178 mm × 172 mm

質量
約1.5kg

付属品
ACアダプター（1）
ACコード（1）
USBケーブル（1）
スピーカーコード（2）
スパイク（大）（4）
スピーカーベース（2）
スタンド（1）
リモコン（1）
取扱説明書（1）
使用上のご注意／困ったときは（本書）（1）

本機は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承
ください。

スピーカーシステム（SS-HW5）

その他
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本機で使用できるiPhone/iPodについて

2015年6月現在

ご注意
本機につないだiPhone/iPodを使用中に、iPhone/iPodに保存されたデータが
消失、破損しても、弊社では一切責任を負いません。

対応モデル BLUETOOTH®

iPhone 6 ○

iPhone 6 Plus ○

iPhone 5s ○

iPhone 5c ○

iPhone 5 ○

iPhone 4s ○

iPhone 4 ○

iPod touch（第5世代） ○

本機の使用上の注意事項
本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産
業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使
用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小
電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用さ
れています。
1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを
確認してください。

2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速
やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発
射を停止）してください。

3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお
問い合わせください。ソニーの相談窓口については、本書の裏表紙をご
覧ください。

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式
としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10 m
です。
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BLUETOOTH®無線技術
について
BLUETOOTH無線技術は、パソコンやデジタルカメラなどのデジタ
ル機器同士で通信を行うための近距離無線技術です。およそ10 m程
度までの距離で通信を行うことができます。必要に応じて2つの機器
をつなげて使うのが一般的な使いかたですが、1つの機器に同時に複
数の機器をつなげて使うこともあります。
無線技術によってUSBのように機器同士をケーブルでつなぐ必要は
なく、また、赤外線技術のように機器同士を向かい合わせたりする必
要もありません。例えば片方の機器をかばんやポケットに入れて使う
こともできます。
BLUETOOTH標準規格は世界中の数千社の会社が賛同している世界
標準規格であり、世界中のさまざまなメーカーの製品で採用されてい
ます。

BLUETOOTH機能の対応バージョンとプロファイル
プロファイルとは、BLUETOOTH機器の特性ごとに機能を標準化し
たものです。本機は下記のBLUETOOTHバージョンとプロファイル
に対応しています。
対応BLUETOOTHバージョン：
－BLUETOOTH標準規格Ver. 3.0準拠
対応BLUETOOTHプロファイル：
－A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）：
高音質な音楽コンテンツを送受信する。
－AVRCP（Audio Video Remote Control Profile）：
音量の大小を操作する。

通信有効範囲
見通し距離で約10 m以内で使用してください。
以下の状況においては、通信有効範囲が短くなることがあります。
－BLUETOOTH接続している機器の間に、人体や金属、壁などの
障害物がある場合
－無線LANが構築されている場所
－電子レンジを使用中の周辺
－その他の電磁波が発生している場所

他機器からの影響
BLUETOOTH機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数
帯（2.4 GHz）を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で
使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の
原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
－本機とBLUETOOTH機器を接続するときは、無線LANから

10 m以上離れたところで行う。
－10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。

他機器への影響
BLUETOOTH機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影
響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因
になりますので、次の場所では本機およびBLUETOOTH機器の電源
を切ってください。
－病院内／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
－自動ドアや火災報知機の近く

ご注意
 BLUETOOTH機能を使うには、相手側BLUETOOTH機器が本機と同じプロ
ファイルに対応している必要があります。
ただし、同じプロファイルに対応していても、BLUETOOTH機器の仕様に
より機能が異なる場合があります。
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 BLUETOOTH無線技術の特性により、送信側での音声・音楽再生に比べて、
本機側での再生がわずかに遅れます。

本機は、BLUETOOTH 無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、
BLUETOOTH標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応しております
が、設定内容等によってセキュリティーが充分でない場合があります。
BLUETOOTH無線通信を行う際はご注意ください。

 BLUETOOTH 技術を使用した通信時に情報の漏洩が発生しましても、弊社
としては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本機と接続するBLUETOOTH機器は、BLUETOOTH SIGの定める
BLUETOOTH標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。た
だし、BLUETOOTH標準規格に適合していても、BLUETOOTH機器の特性
や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現
象が発生する場合があります。

本機と接続するBLUETOOTH機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑
音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。

本機に内蔵された無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信シス
テムの無線設備として認証を受けています。従って、本機を使用する
ときに無線局の免許は必要ありません。
ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。
 本機に内蔵の無線装置を分解／改造すること

ソフトウエアに関する重要な
お知らせ
ライセンスに関する注意
本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用し
ているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作
権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務
があります。ライセンス内容についてはWebで提供しております。
下記のURLをご一読くださいますようお願い申し上げます。

http://oss.sony.net/Licence/CAS-1

GNU GP/LGPL適用ソフトウェアに関するお知らせ
本製品には、以下のGNU General Public License（以下「LGPL」
とします）の適用を受けるソフトウェアが含まれています。お客様に
は、GPL/LGPLの条件にしたがい、これらソフトウェアのソース
コードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたしま
す。ソースコードは、Webで提供しております。ダウンロードする
際には、以下のURLにアクセスし、モデル名「CAS-1」をお選びく
ださい。

URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

電波法に基づく認証について
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安全のために（2ページも合わせてお読みください。）
下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因とな
ります。
湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあた
る場所には置かない
上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがありま
す。特に風呂場などでは絶対に使用しないでください。

内部に水や異物を入れない
本機の上に熱器具、花瓶など液体が入ったものやローソク
を置かない
火災や感電の危険をさけるために、本機を水のかかる場所や湿気のあ
る場所では使用しないで下さい。また、本機の上に花瓶などの水の
入ったものを置かないで下さい。
本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火炎源を置かない
で下さい。
 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源ボタンを切り、電源プラグ
をコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談くだ
さい。

キャビネットを開けたり、分解や改造をしない
火災や感電、けがの原因となることがあります。
 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依
頼ください。

雷が鳴りだしたら、本体、ACアダプターや電源プラグに
触れない
感電の原因となります。

風通しの悪い所に置いたり、通風孔をふさいだりしない
布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または機器を本箱や組み
込み式キャビネットのような通気が妨げられる狭いところに設置しないで
下さい。壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさぐなど、自然放熱の妨
げになるようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因とな
ることがあります。
また、高温になるため、狭い空間での使用は避けて、熱がこもらないように充分な
スペースを空けてください。

電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに接続する
本機は電源コンセントに容易に手が届く場所に置き、何か異常が起
こったときは、すぐに電源プラグを抜くようにしてください。通常、
本機の電源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り離せませ
ん。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
• 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
• 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
• 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
• 熱器具に近づけない。加熱しない。
• 移動させるときは、電源コードを抜く。
• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換
をご依頼ください。
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下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたり
することがあります。
上に乗ったり、座ったりしない
落ちてけがの原因となることがあります。また、本機を傷める原因と
なります。

上に物を置かない
落ちてけがの原因となることがあります。また、本機を傷める原因と
なります。

ぬれた手でACアダプターや電源プラグにさわらない
感電の原因となることがあります。

大音量で長時間つづけて聞かない
耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い
影響を与えることがあります。
 呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞くことをおすすめしま
す。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、製品が落下してけがの原
因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も充
分に確認してください。

コード類は正しく配置する
電源コードやAVケーブルは足にひっかけると機器の落下や転倒などに
より、けがの原因となることがあります。充分に注意して接続、配置
してください。

移動させるとき、長期間使わないときは、電源プラグを抜
く
長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因とな
ることがあります。

お手入れの際、電源プラグを抜く
電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因と
なることがあります。

設置上のご注意
本機の角でけがなどをしないように、お気をつけください。

可燃ガスのエアゾールやスプレーを使用しない
清掃用や潤滑用などの可燃性ガスを本機に使用すると、モーターやス
イッチの接点、静電気などの火花、高温部品が原因で引火し、爆発や
火災が発生するおそれがあります。

次のページへつづく
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下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたり
することがあります。
病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くではワイヤ
レス機能を使用しない
電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因とな
るおそれがあります。

本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合
は、ワイヤレス機能を使用しない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがありま
す。

幼児の手の届かないところに置く
付属品（スパイクなど）を幼児が誤飲する恐れがあります。
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電池についての安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。
電池は乳幼児の手の届かない所に置く
 電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがありま
す。

 万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。

電池を火の中に入れない、加熱・分解・改造・充電し
ない、水でぬらさない、火のそばや直射日光のあたる
ところなど高温の場所で使用・保管・放置しない
破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

指定以外の電池を使わない、新しい電池と使用した
電池または種類の違う電池を混ぜて使わない
電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけど
の原因となることがあります。

＋と－の向きを正しく入れる
＋と－を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液
が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。
 機器の表示に合わせて、正しく入れてください。

使い切ったときや、長時間使用しないときは、電池を取り
出す
電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの
原因となることがあります。

電池の液が漏れたときは

素手で液をさわらない
電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、失明やけが、皮膚
の炎症の原因となることがあります。そのときに異常がなくても、
液の化学変化により、時間がたってから症状が現れることもありま
す。

必ず次の処理をする
 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな
水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流して
ください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してく
ださい。
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