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取扱説明書について
取扱説明書（本書）
安全のための注意事項、BLUETOOTH接
続／再生方法、困ったときは、などを記載
しています。

無線LANスタートガイド（別冊）
無線LANでの接続／再生方法を記載し
ています。

ヘルプガイド	
（Web上の取扱説明書。パソコン
やスマートフォンで閲覧できます）
パソコンのOSごと、BLUETOOTH機器の
機種ごとの詳しい接続／再生方法や、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。
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 （電源）/  PAIRING（ペアリング）ボタン／ランプ
•	1回押すと本機の電源を入／切します。
•	本機の電源が入っているときに、ピピッという音がするまで押
し続けると、BLUETOOTHのペアリング（機器登録）モードに
切り換わります。

 CHARGE（充電）ランプ
ランプの点滅や点灯で、本機の内蔵リチウムイオン充電池の充
電状態を表示します。

 －/＋（音量）ボタン
音量を調節します。ボタンを押すと、音量調節に応じて（電源）
ランプが点滅します。
＋ボタンには、凸点（突起）がついていますので、操作の目安に
してください。

 EXTRA BASSボタン／ランプ
音響効果を設定します。設定がオンのときはランプが点灯しま
す。

 （通話）ボタン
電話を受けるときに押します。
凸点（突起）がついていますので、操作の目安にしてください。

 AUDIO INランプ
AUDIO	INモードのときに点灯します。

 USBランプ
USBモードのときに点灯します。

 BLUETOOTHランプ
BLUETOOTHモードのとき、BLUETOOTH接続の状態によって
点灯または点滅します。

 NETWORKランプ
NETWORKモードのときや受信中のサービスによって、点灯し
ます。

 LINKランプ
本機のネットワーク接続状況を表示します。

 N-Mark
NFC（FeliCa）対応のスマートフォンなら、このマークにスマート
フォンでタッチするだけで、自動的に本機の電源が入り、ペアリ
ング（機器登録）やBLUETOOTH接続をすることができます。

 スピーカーグリル
スピーカーを保護します。

 グリル取りはずしレバー
本機正面のスピーカーグリルを取りはずします。

 RESETボタン
本機をリセットします。
リセット後に本機の電源を入れるには、（電源）ボタンを3秒間
押し続けるか、または付属のマイクロUSBケーブルとUSB	ACア
ダプターで本機をコンセントにつないでから（電源）ボタンを
押してください。

 FUNCTIONボタン
押すたびに、本機のモードを以下の順で切り換えます。
AUDIO	IN	 	 NETWORK
	 	 
	 USB	 	 BLUETOOTH

 マイク
ハンズフリー通話用に内蔵されています。

 AUDIO IN端子
市販の音声ケーブルを使って、ポータブルオーディオ機器など
のヘッドホン端子につなぎます。

 USB端子
付属のマイクロUSBケーブルを使って、パソコンやMacをつなぎ
ます。
ハイレゾ対応ウォークマン®やXperiaをつなぐときは、専用ケー
ブル（別売）をお使いください。

 DC IN 5V端子
付属のマイクロUSBケーブルとUSB	ACアダプターをつなぎます。

 （右）／（左）ランプ
ワイヤレスサラウンド機能およびワイヤレスステレオ機能を使用
しているときに、本機の状態によって点灯または点滅します。

 STEREO PAIRボタン
本機を2台使ってワイヤレスステレオを使用するときに押します。

 SET UPボタン
本機を2台使ってステレオモード機能を使用するとき、本機と他
機器を組み合わせてワイヤレスサラウンド機能を使用するとき
などに押します。

 UPDATE/WPSボタン／UPDATEランプ
•	本機のアップデート状況を表示します。ランプが点灯している
ときに約2秒間ボタンを押したままにすると、本機からピピ
ピッという音がして、ソフトウェアのアップデートが始まります。
•	お使いの無線LANルーターにWi-Fi	Protected	Setup™
（WPS）ボタン*1があるときは、このボタンを使って無線LANに
接続できます。約2秒間押したままにすると、本機からピピッと
いう音がして、お使いの無線LANルーターに接続できる状態
になります*2。

*1 お使いの無線LANルーターのAOSSボタンやらくらく無線ス
タートボタンでも、Wi-Fi	Protected	Setup™（WPS）ボタン
として使用できる場合があります。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 UPDATEランプが点灯中は、この機能は使えません。

電源の入れかた
充電をしないと本機の電源は入りません
まず充電してください（1時間以上）。
•	はじめに充電しないと本機の電源は入りません。	
内蔵充電池の残量がない場合、付属のUSB	ACアダ
プターを接続してもすぐには電源が入りません。
•	1時間以上充電してから使用してください。
•	本機の電源を切ってから充電しないまま30時間経過
すると、本機は省電力モードに切り換わります。この
場合、（電源）/ 	PAIRINGボタンを押してから起動
するまでに15～30秒かかります。また省電力モード中
は本機にワンタッチ接続（NFC）できません。ワンタッ
チ接続するには、本機の起動後にもう一度タッチして
ください。

付属のUSB ACアダプターと 
マイクロUSBケーブルをつないで充電する

より臨場感のある音を楽しむには
本機底面のグリル取りはずしレバーを矢印のように引
いて、本機正面のスピーカーグリルをはずしてください
*4。

グリル取りはずしレバー

*4 取りはずしたスピーカーグリルは、平らな所で保管して、変形
させないようにしてください。

無線LANの電波強度（受信感度）を調べるには
無線LANに接続中に、背面のSET	UPボタンを押しなが
ら天面の－（音量）ボタンを同時に押し続けてください。
電波強度によってNETWORK、BLUETOOTH、USB、
AUDIO	INランプが点灯します。点灯しているランプの
数が多いほど、電波強度が強いことを表します。

強い 4
3
2
1

弱い 0
電波強度 ランプ点灯数

本機のいずれかのボタンを押すと、電波強度表示が解除さ
れます。
電波強度を強くするには下記をお試しください。
•	本機の向きを変える／設置場所を変える
•	その他の無線LAN機器を停止する
•	再度電波強度の確認をしてください。

ランプが点滅・点灯しているときは
（電源）ランプ

ランプの状態（色） 本機の状態

点灯（緑） 電源が入っています。

点灯（オレンジ） BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ
モードです。
BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ
機能は、本機をUSB	ACアダプターでお使
いのときのみ設定できます。充電池のみ
でお使いのときは、BLUETOOTH／ネッ
トワークスタンバイモードになりません。

点灯（赤） スタンバイモードです。
（電源）/ 	PAIRINGボタンを押しても
電源が入らないときは、充電池の電池残
量がなくなっている場合があります。1時
間以上充電してから使用してください。

消灯 省電力モードです。

点滅（緑） •	電源を入れると、緑色にゆっくり点滅し
た後で点灯に変わります。
•	－/＋（音量）ボタンを押すと、音量調節
に応じて、1回または3回点滅します。

点滅（赤） 本機がプロテクトモードになっている、ま
たはソフトウェアのアップデートに失敗し
ています。詳しくは、「困ったときは」（うら
面）の「（電源）ランプが赤く点滅する」
をご覧ください。

CHARGE（充電）ランプ

ランプの状態（色） 本機の状態

消灯 充電が完了しました。

点灯（オレンジ） 充電中です。

ゆっくり点滅	
（オレンジ）

充電池の電池残量が少なくなっています。
本機を充電してください。

点滅（オレンジ） •	DC	IN	5V端子にマイクロUSBケーブル
をつなぐと3回点滅します。本機の電源
が入っているときは、その後消灯します。
•	本機の電源が切れている状態で点滅
し続ける場合は、充電に失敗していま
す。詳しくは、「困ったときは」（うら面）の
「CHARGE（充電）ランプが点滅する」を
ご覧ください。

ちょっと一言
電源が入っているときは、充電中でもCHARGE（充電）ランプは
消灯します。

LINKランプ

ランプの状態（色） 本機の状態

点灯（オレンジ） 無線LANに接続されています。

点滅（オレンジ） 無線LAN接続待ち状態です。

点滅（赤） ネットワークへの接続に失敗しました。

点灯（赤） ネットワークへの接続に失敗した、または
ネットワーク設定されているのにネット
ワークに接続されていません。

NETWORKランプ

ランプの状態（色） 本機の状態

点灯（白） NETWORKモードです。

接続しているミュージックサービスによって、 
点灯・点滅するランプの色が変わります

詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください

もっと知りたい

BLUETOOTHランプ

ランプの状態（色） 本機の状態

点灯（白） BLUETOOTH機器とBLUETOOTH接続
されています。

速く点滅*1（白） BLUETOOTHペアリング（機器登録）待ち
状態です。

点滅*2（白） BLUETOOTH接続待ち状態です。

*1	1秒間に3回点滅します。
*2	1秒間に1回点滅します。

UPDATEランプ

ランプの状態（色） 本機の状態

点灯（オレンジ） 本機をネットワークに接続中に最新のソ
フトウェアを検知しました。
点灯しているときに約2秒間ボタンを押
し続けると、本機からピピピッという音が
して、ソフトウェアのアップデートが始まり
ます。

点滅（オレンジ） •	本機のソフトウェアをアップデート中で
す。アップデート中は本機を操作できま
せん。
•	アップデート完了後、本機に初めて電源
を入れたときに、アップデート完了通知
として3回点滅します。

BLUETOOTH接続で聞く／	
通話する
BLUETOOTH機器をペアリング
（機器登録）する
BLUETOOTH機器に保存された曲をワイヤレスで楽し
んだり、スマートフォンと接続して、本機でハンズフリー
通話をしたりできます。
BLUETOOTH機器では、あらかじめ、接続しようとする
機器同士をお互いに登録しておく必要があります。この
登録のことをペアリングと言います。
初回の接続のみ、ペアリング（機器登録）をする必要が
あります。次回以降の接続では、この操作は必要ありま
せん。

ご注意
•	ペアリングするときは、本機とBLUETOOTH機器を1	m以内に
置いてください。
•	お使いのBLUETOOTH機器がワンタッチ接続（NFC）に対応し
ている場合は、「ワンタッチで接続する（NFC）」をご覧くださ
い。

1	（電源）/  PAIRINGボタンを押して、本機の
電源を入れる。
（電源）ランプが緑色に点灯します。

2	（電源）/  PAIRINGボタンを、本機からピ
ピッという音が聞こえるまで押し続ける。
BLUETOOTHランプが速く点滅し始めて、本機がペ
アリングモードになります。

ちょっと一言
初めてBLUETOOTH機能を使うときや本機にペアリング情
報がない状態では、本機をBLUETOOTHモードに切り換え
ただけで、BLUETOOTHランプが自動的に速く点滅して、ペ
アリングモードになります。

3	BLUETOOTH機器でペアリング操作を行い、
本機を検索する。
BLUETOOTH機器の画面の、検出した機器の一覧に
［h.ear	go	(SRS-HG1)］と表示されます。表示されな
い場合は、BLUETOOTH機器の「検索」を選んで本
機を再検索するか、もう一度手順1から操作してくだ
さい。

4	BLUETOOTH機器の画面に表示されている
［h.ear go (SRS-HG1)］を選び、互いの機器
を登録する。
パスキーを要求された場合は「0000」を入力してく
ださい。

ご注意
•	パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パス
ワードなどと呼ばれる場合があります。
•	ペアリング操作時は、BLUETOOTH機器の音楽再生を停
止しておいてください。接続完了後、本機から大音量で出
力される場合があります。また、接続完了後、初回再生操
作時に、大音量で出力されることがありますので、再生前
に音量を下げておくことをおすすめします。

5	BLUETOOTHランプが点滅から点灯に変わっ
たことを確認する。
BLUETOOTHランプが点灯したら、本機と
BLUETOOTH機器が接続された状態になります。
接続されない場合は、もう一度手順3から操作して
ください。

ちょっと一言
•	BLUETOOTH接続中でも、他のBLUETOOTH機器とのペアリ
ングや接続を行うことができます。その場合は、現在の接続は
解除されます。
•	SongPalにはBLUETOOTH接続による音楽再生機能はあり
ません。BLUETOOTH機器（スマートフォンやパソコンなど）の
音楽再生ソフトウェアで再生してください。

ご注意
•	一部のBLUETOOTH機器では、上記の操作に対応していない
場合があります。また、機器によっては、実際の動作は異なり
ます。
•	本機のペアリングモードは約5分で解除され、BLUETOOTHラ
ンプが遅い点滅に変わります。ただし、ご購入後に初めて
BLUETOOTH機能を使うときや本機にペアリング情報がない
状態では、ペアリングモードは解除されません。手順が完了す
る前に本機のペアリングモードが解除された場合は、もう一
度手順2から操作してください。
•	検出した機器の一覧が表示できないBLUETOOTH機器や、画
面がない機器とペアリングするときは、本機とBLUETOOTH
機器の両方をペアリングモードにしてください。BLUETOOTH
機器によってはこの操作でペアリングできる場合があります。
このときBLUETOOTH機器のパスキーが「0000」以外に設定
されていると、本機とペアリングすることができません。
•	一度ペアリングすれば再びペアリングする必要はありません
が、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
	‒ 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されたとき。
	‒ 10台以上の機器をペアリングしたとき。	
本機は合計9台までのBLUETOOTH機器をペアリングする
ことができます。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。
	‒ 接続相手の機器から、本機との接続履歴が削除されたと
き。
	‒ 本機を初期化したとき。	
すべてのペアリング情報が消去されます。本機を初期化す
ると、iPhone/iPodやパソコンと接続できなくなる場合が
あります。この場合は、iPhone/iPodやパソコン側の本機
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。

•	本機は複数の機器とペアリングできますが、それらを同時に
再生することはできません。

BLUETOOTH接続を切断するには
BLUETOOTH機器側から接続を切断してください。接
続を切断しても、ペアリング情報は削除されません。

ちょっと一言
送信側BLUETOOTH機器の種類によっては、音楽の再生を終了
すると、自動的にBLUETOOTH接続を切断する場合があります。

ペアリング（機器登録）済みの機器
を接続する

1	本機の電源を入れる。

2	FUNCTIONボタンを繰り返し押して、本機を
BLUETOOTHモードにする。
BLUETOOTHランプが点滅します。

3	BLUETOOTH機器を操作して、BLUTOOTHの
接続設定で本機を検索する。

4	BLUETOOTH機器の画面に表示されている
[h.ear go (SRS-HG1)]を選び、互いの機器を
接続する。

5	BLUETOOTHランプが点滅から点灯に変わっ
たことを確認する。

ちょっと一言
•	BLUETOOTH機器の音楽再生を停止してから、本機と
BLUETOOTH機器を接続してください。
•	近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、本
機をBLUETOOTHモードに切り換えただけで、自動的に本機
が前回接続していた機器に接続されて、BLUETOOTHランプ
が点灯することがあります。その場合は、接続された
BLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにするか、電源
を切ってください。

ワンタッチで接続する（NFC）
NFCとは、携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で
近距離無線通信を行うための技術です。
NFC対応スマートフォンを本機にタッチするだけで、自
動的に本機の電源が入り、ペアリング（機器登録）、
BLUETOOTH接続が行われます。
あらかじめ、スマートフォンのNFC機能をオンにして、画
面のロックを解除してください。

1	スマートフォンを本機のN-Markにタッチする。
スマートフォン画面のロックを解除して、スマート
フォンが反応するまでタッチし続けてください。ス
マートフォン側のタッチ位置については、お使いのス
マートフォンの取扱説明書をご覧ください。

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ランプが点滅から点灯に変わったら、
本機とスマートフォンが接続された状態になります。

BLUETOOTH接続を切断するには
スマートフォンで本機のN-Markにもう一度タッチしてく
ださい。

ちょっと一言
•	本機とのBLUETOOTH接続時に、他のNFC対応スマートフォ
ンを本機にタッチすると、後からタッチしたスマートフォンとの
接続に切り換わります。
•	NFCについて詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

ご注意
NFC接続に失敗した場合は、もう一度タッチしてください。

音楽を聞く／通話する
本機とBLUETOOTH機器が接続できている状態で操作
します。

音楽を聞く
対応するプロファイル：A2DP、AVRCP

1	BLUETOOTH機器側で音量を調整するか、本
機の－/＋（音量）ボタンを押して、音量を調節
する。

2	BLUETOOTH機器で音楽を再生する。

電話をかける／電話を受ける
対応するプロファイル：HFP

電話をかけるには
スマートフォンから発信します。発信すると、再生中の音
楽が一時停止し、本機から発信音が聞こえます。相手先
に電話が通じたら、本機のマイクに向かって話してくだ
さい。

着信を受けるには
着信があると、再生中の音楽が一時停止し、本機から
着信音が聞こえます。
本機の （通話）ボタンを押して、電話を受けます。本機
のマイクに向かって話してください。

電話を切るには
本機の （通話）ボタンを押して、電話を切ります。

ご注意
本機能は、LINEやSkypeなどの通話アプリには対応していませ
ん。

SongPalについて

詳しい操作は、ヘルプガイドをご覧ください

もっと知りたい

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。

Google	Play™	（Playストア）またはApp	
StoreでSongPalを検索して、ダウンロードし
てください。

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。

h.ear	go	(SRS-HG1)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+」、「DSEE	HX」を簡単に設定できま
す。

ミュージックサービス*1の利用
ミュージックサービスを利用するための初期設定を
行います。
ミュージックサービスを利用するには、第三者が提
供するサービスアプリをご利用ください。
*1 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。	
第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終
了することがあります。ソニーは、そのような事態に対し
ていかなる責任も負いません。

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。

Speaker & Group

Connection Status

Add speaker

SRS-X99

Connection Status

SRS-X99

Connection Status

SRS-X99

ホームネットワーク上の機器の全
体図を見ることができます。また、
再生するオーディオ機器を選ん
だり、SongPal Link（マルチルー
ム機能）を使ってオーディオ機器
をグループ化したりできます。

SRS-X99
接続状態

グループを作成

SRS-X99

再生できる音源を一覧表示して、
選ぶことができます。またオー
ディオ機器側のサウンド設定や、
ネットワーク設定などができます。

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。

	Ô詳しくはSongPalヘルプをご覧ください	
http://info.songpal.sony.net/help/

無線LANに接続して聞く

詳しい操作は、別冊の無線LANスタートガイド、 
ヘルプガイドをご覧ください

もっと知りたい

ネットワークへの接続方法を選ぶ
本機をネットワークに接続すると、楽しみかたがさらに
広がります。
以下の接続方法の中から、使用環境に合った方法を選
んで接続してください。

Wi-Fi	Protected	Setup™（WPS）（AOSS、らくら
く無線スタート）のある無線LANルーターを使用し
て接続するには
WPSボタンを使って接続します。詳しくは、別冊の「無線
LANスタートガイド」をご覧ください。

スマートフォン／iPhoneのアプリから接続するには
Android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。詳しくはヘルプ
ガイドをご覧ください。

パソコンのブラウザーを使って接続するには
本機とパソコンを無線でつないで、パソコンのブラウ
ザーから本機の無線LAN設定をします。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

iPhone/iPodから接続するには
iPhone/iPod	touchが接続されている無線LANに本
機を追加します。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

複数のスピーカーをつないで音楽
を聞く（SongPal	Link）

対応するスピーカーを組み合わせることで、さまざまな
スタイルでお気に入りの音楽をお楽しみいただけます。

本機天面／底面 本機背面

準備する
各部の名前と働き

パーソナルオーディオシステム
SRS-HG1

対象機種について
SongPal	Linkの詳細や、ワイヤレスサラウンド、ワイヤ
レスステレオ機能の対象機種については下記をご覧く
ださい。
http://sony.net/nasite/
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/ja/

SongPal Linkでできること
詳しくは下記のURLをご覧ください。
http://sony.net/nasite/

いろいろな部屋で音楽を聞く	
（ワイヤレスマルチルーム）

複数のスピーカーを組み合わせ
ることで、家じゅうで同じ音楽を
どこでもお楽しみいただけます。

リアスピーカーとして楽しむ（ワイヤレスサラウンド）
ワイヤレスサラウンド対応商品と
組み合わせることで、臨場感の
あるサラウンドサウンドをお楽し
みいただけます。

本機を2台つないで楽しむ（ワイヤレスステレオ）
本機2台を無線LAN接続するこ
とで、より広がりのあるステレオ
サウンドをお楽しみいただけま
す。

ご注意
•	ワイヤレスステレオでの映像視聴は推奨されていません。
•	ワイヤレスサラウンド、ワイヤレスステレオの機能を使うには
同じ機種のスピーカーを2台用意する必要があります。
•	ホームネットワーク上のサーバー機器の音楽ファイルのみ再
生できます。ビデオファイルの音声は再生できません。
•	サウンドバーやホームシアターシステムなどとワイヤレスサラ
ウンド機能のグループを設定するには、本機とサウンドバーや
ホームシアターシステムなどを最新の状態にアップデートして
ください。

ミュージックサービスに接続して	
音楽を聞く
本機をインターネットに接続すると、インターネットラジ
オなどのミュージックサービスを楽しめます。Google	
Castに対応したミュージックサービス対応アプリを、別
途ダウンロードする必要があります。
すでにGoogle	Cast対応の音楽アプリをインストールし
ている場合には、手順4に進んでください。Google	
Castの設定がお済みでない場合は、以下の手順を行っ
てください。

1	お手持ちのスマートフォン／iPhoneに無料ア
プリSongPalをダウンロードする。

2	本機とスマートフォン／iPhoneを同じSSID
（ネットワーク）の無線LANルーターに接続する。

3	SongPalを起動し、Google Cast対応アプリ
をダウンロードする。
 SongPalを起動して［h.ear	go	(SRS-HG1)］を
タッチし、［設定］［Google	Cast］［キャスト
方法］の順にタッチする。

 使用方法とGoogle	Cast対応アプリを確認し、ア
プリをダウンロードする。

4	Google Cast対応アプリを起動し、キャストア
イコンをタッチして、［h.ear go (SRS-HG1)］
を選ぶ。

5	Google Cast対応アプリで音楽を選んで再生
し、音量を調節する。
本機で音楽が再生されます。



その他の音楽を聞く

詳しい操作は、ヘルプガイドをご覧ください

もっと知りたい

ハイレゾ対応のウォークマン®や
Xperia™、パソコンなどとUSBで
接続して音楽を聞く

マイクロUSB
ケーブル（付属）

専用ケーブル
（別売）

ハイレゾ対応の
ウォークマン®や
Xperia

1	ハイレゾ対応のウォークマン®やXperia、 
パソコンを、USB端子に接続する。

2	FUNCTIONボタンを繰り返し押して本機を
USBモードにする。

3	接続した機器側で再生する。

外部機器を接続して音楽を聞く

音声ケーブル
（市販）

1	AUDIO IN端子に、市販の音声ケーブル（ステ
レオミニプラグステレオミニプラグ、抵抗
なし*1）でポータブルオーディオ機器などを接
続する。
*1 抵抗入りの音声ケーブルを使用すると、音量が小さくな
ることがありますので、抵抗なしの音声ケーブルをご使
用ください。

2	FUNCTIONボタンを繰り返し押して本機を
AUDIO INモードにする。

3	接続した機器側で再生する。

その他

詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください

もっと知りたい

困ったときは
修理を依頼する前に、もう一度下記の項目をチェックしてく
ださい。
•	この「困ったときは」をチェックし、該当する項目を調べる。
•	ヘルプガイドで調べる。
•	「アクティブスピーカーサポート」のホームページで調べる。	
http://www.sony.jp/support/active-speaker/
•	本機を充電する。充電することで問題が解決することが
あります。
•	本機底面のRESETボタンをピンなど先の細いもので押す。
その後、本機の電源を入れ直してください。
それでも解決しない場合、ソニーの相談窓口までお問い合
わせください。

BLUETOOTH
ペアリング（機器登録）できない、	
SongPal設定時に、本機とスマートフォン／	iPhoneを
BLUETOOTH接続できない
•	本機とBLUETOOTH機器の距離を1	m以内に近づけてく
ださい。
•	本機のBLUETOOTHランプが速く点滅していなかったら、
（電源）/ 	PAIRINGボタンを、本機からピピッという音
が聞こえて、BLUETOOTHランプが速く点滅しはじめる
まで押し続けてください。
•	本機を初期化すると、iPhone/iPodやパソコンと接続で
きなくなる場合があります。この場合は、iPhone/iPod
やパソコン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。

ワンタッチ接続（NFC）できない
•	スマートフォンの画面がロックされていると接続できませ
ん。画面のロックを解除してタッチしてください。

•	スマートフォンが反応するまで本機のN-Markに近づけ
たままにして、反応しない場合は、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。
•	スマートフォンのNFC機能がオンになっているか確認し
てください。
•	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
ずしてください。
•	NFCの受信感度は、お使いのスマートフォンによって異な
ります。接続に何度も失敗する場合は、スマートフォンの
お手元操作で接続／切断してください。
•	「アクティブスピーカーサポート」のホームページで対応
機種をご確認ください。	
http://www.sony.jp/support/active-speaker/

音が出ない
•	パソコンと接続しているとき、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。
•	本機とBLUETOOTH機器がBLUETOOTH接続されてい
ることを確認してください。
•	BLUETOOTH機器と本機をもう一度ペアリングしてくだ
さい。
•	BLUETOOTH機器、および本機の音量を確認してくださ
い。

音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる
•	本機をBLUETOOTH機器に近づけてください。障害物が
あいだにあるときは移動してください。
•	BLUETOOTHオーディオストリーミングの再生品質を「接
続優先」にしてください。

ネットワーク
無線LANに接続できない
•	本機はIEEE	802.11acには対応していません。2.4	GHz帯
（11b、11g、11n）または5	GHz帯（11a、11n）で接続してくだ
さい。
•	スマートフォン／iPhoneのSongPalを使って本機の無
線LANを設定するときは、あらかじめ、スマートフォン／
iPhoneをご使用になる無線LANに接続してください。
•	お使いの無線LANルーターの電源が入っているか確認し
てください。
•	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。
•	正しく設定しても接続できない場合は、以下をお試しく
ださい。
	‒ アクセスポイント（無線LANルーター）の電源を切ってしばらく
待ち、再び電源を入れる。
	‒ 本機の電源をいったん切ってしばらく待ち、再び電源を入れる。

音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる
•	接続先の機器の音量が大きすぎないか確認してください。
•	接続先の機器のイコライザー機能がオフになっているか
確認してください。
•	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。
•	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
•	接続先の機器と本機の電源が入っているか確認してくだ
さい。
•	接続先の機器と本機の音量が小さすぎないか確認してく
ださい。
•	接続先の機器で再生されているか確認してください。

共通
電源が入らない
•	ピンなどの先端の細いもので本機底面のRESETボタンを
押してから、本機の電源を入れてください。USBケーブル
を接続して充電していない場合は、（電源）/ 	
PAIRINGボタンを長押しして本機の電源を入れてくださ
い。各種設定は、正常に電源を切った状態に戻ります。

（電源）ランプが赤く点滅する
•	本機がプロテクトモードになっている、またはソフトウェ
アのアップデートに失敗しています。以下を確認してくだ
さい。
	‒ 本機背面のUPDATEランプがオレンジ色で点滅し続けている。	
ソフトウェアのアップデートに失敗しています。本機の電源を
切って、再度電源を入れてください。アップデートが再開されま
す。	
ただし、電源を入れ直しても同じ状態になる場合は、ソニーの
相談窓口にご相談ください。
	‒ （電源）/ 	PAIRINGボタンを押しても、本機の電源が切れな
い。	
本機がプロテクトモードになっています。	
ピンなどの先端の細いもので本機底面のRESETボタンを押し
てから、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。

CHARGE（充電）ランプが点滅する
•	本機の充電に失敗しています。ピンなどの先端の細いも
ので本機底面のRESETボタンを押してから、電源を入れ
直してください。それでもCHARGE（充電）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。

使用中に音が小さくなる
•	充電池で使用中に充電池の残量が少なくなると、
CHARGE（充電）ランプがオレンジ色に点滅し、音量が小
さくなることがあります。付属のUSB	ACアダプターにつ
なぐか、いったん電源を切り、いっぱいに充電してから使
用してください。
•	電源コンセントにつないでいても、大音量で長時間使用
すると、充電池の残量が減り、音量が小さくなる場合があ
りますが故障ではありません。この場合は、いったん電源
を切り、いっぱいに充電してから使用してください。

気がつくとスタンバイモード、またはBLUETOOTH／
ネットワークスタンバイモードになっている
•	オートスタンバイ機能によって無操作かつ無音の状態が
15分経過すると、自動的にスタンバイモードまたは
BLUETOOTH／ネットワークスタンバイモードに移行しま
す。
•	オートスタンバイ機能をオフにする方法は、ヘルプガイド
をご覧ください。

BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ機能を使うには
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。

1	USB ACアダプターを本機とコンセントにつないだ状態で、本
機の電源を入れる。

2	本機天面の（電源）/  PAIRINGボタンと背面の
FUNCTIONボタンを、（電源）ランプがオレンジ色に点灯す
るまで同時に押し続ける。
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。

ご注意
本機を充電池のみでお使いのときは、BLUETOOTH／ネットワーク
スタンバイモードは無効になります。

無線LAN機能／BLUETOOTH機能を無効にするには
本機を屋外でご使用になる場合は、必ず無線LAN機能オフ、
または無線LAN機能／BLUETOOTH機能オフに設定してく
ださい。

1	本機背面のSET UPボタンを押しながら、FUNCTIONボタン
を押し続ける。
ボタンを押すたびに、下記の順にランプが点滅して本機の
状態が切り換わります。
無線LAN機能オフ
（NETWORKランプ、BLUETOOTHランプが2秒間早く点滅）

無線LAN機能／BLUETOOTH機能オフ
（NETWORKランプ、BLUETOOTHランプが2秒間早く点滅）

無線LAN機能／BLUETOOTH機能オン
（NETWORKランプ、BLUETOOTHランプが2秒間ゆっくり点滅）

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。

1	本機の電源が入った状態で、天面の（電源）/  PAIRINGボ
タンと－（音量）ボタンを同時に4秒以上押し続ける。
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ペアリング情報とネットワーク設定が削除
されます。

ご注意
本機を初期化すると、iPhone/iPodやパソコンと接続できなくなる
場合があります。この場合は、iPhone/iPodやパソコン側の本機の
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。

主な仕様

スピーカー部
使用スピーカー

直径約35	mm×2
エンクロージャー方式

パッシブラジエーター型

アンプ部
実用最大出力

12	W+12	W	
（全高調波歪　10	%、1	kHz、4	Ω）（JEITA*1）

*1 JEITAは、（電子情報技術産業協会）の略称です。

USB端子部
USB端子

付属のマイクロUSBケーブルを使って、本機に対応したパ
ソコンをつなぎます。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）または専用ク
レードルBCR-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）：2.8/5.6	MHz（1	bit）

*1 あらゆるエンコード／ライティングソフトウェア、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。

その他
電源

DC	5	V	1.5	A（付属のUSB	ACアダプターを接続してAC	
100	V~240	V電源から使用）、内蔵リチウムイオン電池を
使用	

消費電力（USB ACアダプター使用時）
約12	W（内蔵充電池充電中）
約0.2	W（待機時、ネットワークスタンバイ機能オン）
約0.2	W（待機時、ネットワークスタンバイ機能オフ）

リチウムイオン電池の持続時間
BLUETOOTH（SBC）接続時：		約12時間（通常再生時）*1	

約6時間（JEITA*2）
ネットワーク接続時：約8時間（通常再生時）*3

充電池充電時間
約5時間*4

使用温度範囲
5℃～35℃

最大外形寸法（最大突起部含む）
約204	mm	×	62	mm	×	60	mm（幅/高さ/奥行き）

質量
約790	ℊ（充電池含む）

付属品
USB	ACアダプター（1）
マイクロUSBケーブル（1）
無線LANスタートガイド（1）
「製品登録」のおすすめ（1）
取扱説明書・保証書（本書）（1）

*1 当社既定の音源を使用し、BLUETOOTH機器の音量を最大で送信
し、本機の音量をVol.	33に設定した場合の再生時間です。	
本機の音量を最大で使用した場合の電池持続時間は約4時間です。

*2 JEITAは（電子情報技術産業協会）の略称です。
*3 当社既定の音源を使用し、ネットワーク機器の音量を最大で送信し、
本機の音量をVol.	33に設定した場合の再生時間です。	
本機の音量を最大で使用した場合の電池持続時間は約4時間です。

*4 周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。

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。

本機で使用できるiPhone/iPodについて
Bluetooth	technology	works	with	iPhone	6s	Plus,	
iPhone	6s,	iPhone	6	Plus,	iPhone	6,	iPhone	5s,	
iPhone	5c,	iPhone	5,	iPhone	4s,	iPhone	4,	iPod	
touch	(6th	generation),	iPod	touch	(5th	generation).

無線LAN機能について
本製品内蔵の無線LAN機能はWFA（Wi-Fi	Alliance）で規
定された「WPA/WPA2、Wi-Fi	Protected	Setup™
（WPS）」について認証取得しています。

無線の周波数について
本製品は2.4	GHz帯を使用しています。他の無線機器も同
じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との
電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用くだ
さい。

本製品の使用上の注意
本製品の使用周波数は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）本製品を使用する前に、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、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生
した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、
または本製品の運用を停止（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。

この無線製品は2.4	GHz帯を使用しま
す。変調方式としてDS-SS変調方式およ
びOFDM変調方式を採用し、与干渉距
離は40	ｍです。

5	GHz機器使用上の注意事項
•	本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。
	‒ W52（5.2	GHz帯/36、40、44、48ch）
	‒ W53（5.3	GHz帯/52、56、60、64ch）
	‒ W56（5.6	GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、
136、140ch）

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n
J52 W52 W53 W56

•	 5	GHzワイヤレス
LAN機器の屋外使用
は法令により禁止さ
れています。

BLUETOOTH機器について
機器認定について
本機は、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。したがって、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。
•	本機を分解／改造すること

周波数について
本機は2.4	GHz帯の2.4000	GHzから2.4835	GHzまで使用できま
すが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の
無線機器との電波干渉を防止するため、次の事項に注意してご使用
ください。

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
方式およびその他の方式を採用し、
与干渉距離は80	mです。

本機を廃棄する
日本国内での充電式電池の廃棄について

機器に内蔵されている充電式電池はリサイク
ルできます。この充電式電池の取り外しはお
客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」に
ご相談ください。

保証書とアフターサービス
保証書
•	本書には、保証書が印刷されています。
•	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
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合の悪いときは
お買い上げ店、またはソニーの相談窓口（下記）にご相談ください。
修理をご依頼の際は、付属のUSB	ACアダプター、マイクロUSBケー
ブルを本体と一緒にお持ちください。
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
当社ではパーソナルオーディオシステムの補修用性能部品（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6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。

お問い合わせの前に
もう一度下記の項目をチェックしてください。
•	「困ったときは」で調べる。
•	USB	ACアダプターに接続して、本機を充電する。充電することで
問題が解決することがあります。
•	本機のRESETボタンを押す。RESETボタンを押すことで問題が解
決することがあります。

型名：SRS-HG1

型名、シリアルナンバー（製造番号）は、本体の底面に記載されてい
ます。

安全のために
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つながることがあり
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。

安全のための注意事項を守る
この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。	

定期的に点検する
1年に一度は、USB	ACアダプターのプラグ部とコンセン
トの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用
していないか、などを点検してください。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、キャビネットやUSB	ACアダプ
ター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。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

 電源を切る
 USB ACアダプターをコンセントから抜く
 ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサー

ビス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、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・漏液・発熱・
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
亡や大けがなどの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

	 	

下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・
発火により死亡や大けがの原因となります。

付属以外のUSB ACアダプター、マイクロUSB
ケーブルを使わない
家庭用電源で使用するときは、必ず付属のUSB	AC
アダプター、マイクロUSBケーブルを使用してください。
破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損
の原因となります。

火の中に入れない

分解しない
故障や感電の原因となります。充電式電池の交換、
内部の点検および修理はソニーの相談窓口または
お買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

火のそばや炎天下などへ放置しない

可燃ガスのエアゾールやスプレーを使用しな
い
清掃用や潤滑油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。

	 	

下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・
発火によりやけど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ください。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ください。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ください。
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、
USB	ACアダプター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。

車の中で使用しない
スピーカー本体がブレーキペダルの下などに落下し
て、運転の妨げになり、事故やけがの原因となること
があります。

本機背面の端子に異物を入れない
端子などがショートして、誤動作や故障の原因となる
ことがあります。

雷が鳴りだしたら、USB ACアダプターに触れ
ない
本機やUSB	ACアダプターなどに触れると感電の原
因となります。

ぬれた手でUSB ACアダプターにさわらない
感電の原因となることがあります。

本体やUSB ACアダプターを布団などでおおっ
た状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となる
ことがあります。

USB ACアダプターは抜き差ししやすいコンセ
ントに接続する
USB	ACアダプターは容易に手が届くような電源コン
セントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから
抜いてください。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。

自然放熱を妨げない
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ください。壁や家具に密
接して置いて、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。

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。

はじめから音量を上げすぎない
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。
音量は徐々に上げましょう。とくに、デジタルオーディ
オプレーヤーなど、雑音の少ないデジタル機器を聞くときには
ご注意ください。

特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しない
本機はワイヤレス機能を内蔵しています。
以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発
生した場合には、本機のワイヤレス機能を使用しないようにし
てください。
また、緊急の場合には、ただちに本機の電源を切ってください。
•	 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは使用しな
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。

•	 航空機の機内で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。ワイヤレス機能の航空機内でのご利用について
は、ご利用の航空会社に使用条件などをご確認ください。

•	 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、ただちに使用をやめる。	
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。

通電中のUSB ACアダプターや製品に長時間
ふれない
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけ
どの原因になることがあります。

本機を医療機器の近くで使わない
電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影
響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑
した場所や医療機関の屋内では使わないでください。

本機を心臓ペースメーカーの装着部位から
22 cm以上離す
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるお
それがあります。

本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御
機器の近くでは使わない
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。

長期間使わないときは、USB ACアダプターを
抜く
長期間使用しないときは安全のためUSB	ACアダ
プターをコンセントから抜いてください。

お手入れの際、USB ACアダプターを抜く
USB	ACアダプター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。

本機は、国内専用です
海外では国によって電波使用制限があるため、本機
を使用した場合、罰せられることがあります。

電池についての安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失
明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りくだ
さい。

本機ではリチウムイオン電池を使用しております。

充電池
充電式内蔵リチウムイオン電池

充電式電池が液漏れしたとき

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口ま
たはソニーサービス窓口にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので
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も、やけどやけがの原因にな
るので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの
症状があるときには医師に相談してください。

•	 火の中に入れない。分解、加熱しない。
•	 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高
温の場所で使用・保管・放置しない。内蔵充電池が破裂したり、
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。

使用上のご注意

携帯電話について
•	携帯電話から本機へ音楽を送信しているときに、着信が
あった場合の携帯電話の動作について、詳しくはお使いの
携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

安全について
•	付属のUSB	ACアダプターをお使いになるときは、家庭用
電源コンセント（AC100	V）につないでお使いください。

USB ACアダプターについて
•	 USB	ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに、必
ずUSB	ACアダプターを持って抜いてください。
•	USB	ACアダプターを抜き差しする前に電源をお切りくださ
い。電源を入れたまま抜き差しすると、誤動作の原因にな
ることがあります。
•	この製品には、付属のUSB	ACアダプター、マイクロUSB
ケーブルをご使用ください。付属以外のUSB	ACアダプター、
マイクロUSBケーブルを使用すると、故障の原因になるこ
とがあります。
•	付属のUSB	ACアダプター、マイクロUSBケーブルは本機専
用です。他の機器ではご使用になれません。
•	本機およびUSB	ACアダプターを本棚や組み込み式キャビ
ネットなどの狭い場所に設置しないでください。

温度上昇について
本機を長時間お使いになると、本体の温度が上昇すること
がありますが、故障ではありません。

取り扱いについて
•	スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整
してあります。分解、改造などはしないでください。
•	次のような場所には置かないでください。
	‒ 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高
い所
	‒ 窓を閉め切った自動車内（特に夏季）
	‒ 風呂場など、湿気の多い所
	‒ ほこりの多い所、砂地の上
	‒ 時計、キャッシュカードなどの近く	
（録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピー
ディスクなどは、本機に近づけないでください。）
	‒ 激しい振動のある所

•	平らな場所に設置してください。
•	設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがありま
す。貴重品などを近くに置かないでください。
•	持ち運ぶ際、フロッピーディスクやクレジットカードなど磁気
の影響を受ける物は、本機の近くに置かないでください。
•	キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔ら
かい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールな
どは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。
•	水がかからないようご注意ください。本機は防水仕様では
ありません。

その他のご注意
•	長期間使用しない場合、電池の劣化を防ぐため、半年に1
度充電を行ってください。
•	長い間使わなかったときは、充電時間が長くかかる場合が
あります。
•	高温環境下では電池保護のため、充電を停止する場合が
あります。
•	使用可能時間が通常の半分ぐらいに低下した場合は、充
電式電池の寿命と考えられます。充電式電池の交換につ
いては、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談く
ださい。
•	他に疑問点や問題点がある場合は、もう一度この取扱説
明書をよく読んでから、お買い上げ店またはソニーの相談
窓口にご相談ください。
•	本機を廃棄するまたは譲渡する際は、ユーザー情報などを
消去するために初期化を実行して本機をお買い上げ時の
状態に戻してください（「困ったときは」）。

機銘板は、本機の底面に表示してあります。 
無線LANのMACアドレスは、本機の底面に表示してあ
ります。

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。
•	 iPhone及び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。	
「Made	for	iPod」「Made	for	iPhone」とは、それぞれiPod、
iPhone	専用に接続するよう設計され、アップルが定める
性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された
電子アクセサリであることを示します。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。本製品をiPod又はiPhoneと共に使用す
ると、ワイヤレス機能に影響を及ぼす可能性があります。	
App	StoreはApple	Inc.のサービスマークです。
•	 	Wi-FiロゴはWi-Fi	Allianceの認証マークです。
•	Wi-Fi®、Wi-Fi	Protected	Access®	およびWi-Fi	Alliance®
はWi-Fi	Allianceの登録商標です。
•	Wi-Fi	CERTIFIED™、WPA™、WPA2™およびWi-Fi	
Protected	Setup™はWi-Fi	Alliance	の商標です。
•	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。
•	Google	PlayとAndroid™はGoogle	Inc.の商標です。
•	Google	CastとGoogle	CastロゴはGoogle	Inc.の商標で
す。
•	 XperiaおよびXperia	Tabletは、Sony	Mobile	
Communications	ABの商標です。
•	 “DSEE”および	 	はソニー株式会社の商標です。
•	 “S-Master”はソニー株式会社の商標です。
•	 ClearAudio+及び	 	はソニー株式会社の
商標です。
•	ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニー
株式会社の登録商標です。
•	 LDAC™およびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。
•	 AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
•	らくらく無線スタートはNECアクセステクニカの登録商標で
す。
•	DLNA™、DLNA	ロゴおよびDLNA	CERTIFIED™はDigital	
Living	Network	Allianceの商標、サービスマークあるいは
認証マークです。
•	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。

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。
ライセンスに関して、内容をご一読くださいますようお
願い申し上げます。

ライセンス内容は、以下のURLよりご覧
ください。
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/

GNU	GPL/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「GPL」とします）またはGNU	Lesser	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、添付の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「SRS-HG1」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。

アップデートに関する注意
本機は、無線LANでインターネットに接続してご使用に
なる場合、ソフトウェアを、自動で最新にアップデート
（更新）する機能を有しています。
アップデートすることで、新しい機能が追加されたり、よ
り便利かつ安定してご使用になることができます。
ソフトウェアを自動でアップデートさせたくない場合は、
スマートフォン/iPhoneにインストールしたSongPalを
使って、本機能を無効にすることができます。
ただし、本機能を無効にしても、安定してご使用いただ
くため等により、ソフトウェアを自動でアップデートする
ことがあります。
また、本機能を無効にしても、お客様の操作で、システム
ソフトウェアをアップデートすることは可能です。
詳しい設定方法、操作方法は、ヘルプガイドでご確認く
ださい。
ソフトウエアアップデート中は、本機をご使用いただけ
ない場合があります。

第三者が提供するサービスに関する免責事項
第三者が提供するサービスは予告なく、変更・停止・終
了することがあります。ソニーは、そのような事態に対し
ていかなる責任も負いません。


