
取扱説明書

デジタルミュージックプレーヤー

NW-WM1A/WM1Z

マニュアルについて
取扱説明書（本書）
ウォークマンの基本操作について記載しています。

使用上のご注意／主な仕様
ご使用の前にお読みください。主な仕様やパソコンの動作環境、ご注意などを記載し
ています。

ヘルプガイド
さらに詳しい操作説明を記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただ
けます。

重要なお知らせ
商標や法規について記載しています。

各部の名前

	ヘッドホンジャック（バランス標準）*1

	HOLD（ホールド）スイッチ
矢印（）の方向にスライドすると操作
ボタンとタッチパネル操作が働かなくな
ります。ただし、（電源）ボタンでの下
記の操作は可能です。
•	 画面のオン／オフ
•	 電源のオン（2秒長押し）
•	 リスタート（再起動）（8秒長押し）

	ヘッドホンジャック（ステレオミニ）*1

	内蔵アンテナ

	画面（タッチパネル）
	Nマーク
	（電源）ボタン
画面のオン／オフ、電源のオン／オフ	
（2秒長押し）、リスタート（再起動）（8秒
長押し）ができます。

	充電ランプ
	音量＋*2 ／－ボタン
	（曲戻し／早戻し）／	

（再生／一時停止）*2 ／	
（曲送り／早送り）ボタン

	ストラップ取り付け口
	WM-PORT（ダブリューエムポート）
ジャック

	スロット蓋*3

	アクセスランプ
	microSDカードスロット

*1	 両方のヘッドホンジャックにヘッドホン
プラグを差し込んでいる場合、バランス標
準の出力が優先されます。

*2	 ボタンには、凸点（突起）がついています。
操作の目安としてお使いください。

*3	 スロット蓋の内側に、本製品の原産地表示
と、本製品に内蔵されている充電式電池の
種類の表示があります。

ご注意

ˎˎ ヘッドホンジャック（バランス標準）には、
パッシブタイプ（ノイズキャンセリング機
能やBluetooth機能などが搭載されていな
いタイプ）のバランス接続対応ヘッドホン
を接続してください。他の機器のライン入
力端子に接続すると故障の原因となりま
す。

同梱品を確かめる
	 ウォークマン本体（1）
	 USBケーブル（1）
	 リストストラップ（1）
	 WM-PORTキャップ（2）*1

	 ヘッドホンジャックキャップ	
（ステレオミニ）（1）*2

	 ヘッドホンジャックキャップ	
（バランス標準）（1）*2

	 取扱説明書（本書）（1）
	 使用上のご注意／主な仕様（1）
	 保証書（1）
	 製品登録のお願い（1）
*1	 ウォークマン本体に1つ装着されています。
*2	 ウォークマン本体に装着されています。

本製品には、ヘッドホンおよびmicroSD
カードは同梱されておりません。

L+
L-
R+
R-
Open

WM-PORTジャックやヘッドホンジャックの腐食による故障の
修理は有料となります。
汗や水滴などがWM-PORTジャックやヘッド
ホンジャックに付着したまま放置すると、
ジャックが腐食し故障の原因となります。音
楽転送や充電などでWM-PORTジャックをお
使いのときやヘッドホンを接続しているとき
以外は、キャップを装着してお使いください。

充電する
1	 同梱のUSBケーブルを使って、起動し
ているパソコンにウォークマンを接続
する。
充電中は充電ランプが赤色に点灯し、
充電が完了すると充電ランプが消灯し
ます（満充電までに必要な時間：約7時間）。

ヒント

ˎˎ ウォークマンに対応しているACアダプター（AC-UD20）（別売）を使って充電する
こともできます。充電の方法について詳しくは、ACアダプターの取扱説明書をご
覧ください。

ご注意

ˎˎ ウォークマンの電池残量が不足しているときにパソコンに接続すると、画面表示
までに約10分程度かかる場合があります。
ˎˎ 電池の劣化を抑えるために、ウォークマンを長期間使わない場合でも、半年ごとに
充電するようにしてください。

電源を入れる／切る

電源を入れる
1	 電源がオフの状態で、（電源）ボタンを2秒長押しする。
ウォークマンが起動します。

電源を切る
1	 画面がオンの状態で、（電源）ボタンを2秒長押しする。
HOLD（ホールド）状態にしている場合は、解除してください。

2	 メッセージが表示されたら、［OK］をタップする。
電源が切れます。

ウォークマンの初期設定をする
ウォークマンの電源をはじめて入れると、初期設定ウィザードがはじまります。画面
の指示に従って、日時の設定を行ってください。（時計表示機能はありません。時刻設
定情報はライブラリー管理に利用されます。）
1	 ウォークマンの電源を入れる。
2	 初期設定ウィザードに従って日付と時刻を設定する。
3	 高音質ガイドを確認する。
4	 操作ガイドを確認する。
ヒント

ˎˎ 高音質ガイドや操作ガイドでは、操作方法や機能・設定に関する説明を表示します。

ウォークマンに音楽を転送する
ウォークマンで音楽を聞くには、パソコンを使ってウォークマンに音楽を転送する必
要があります。詳しくは、裏面の「ウォークマンに音楽を転送する」または「ヘルプガ
イド」をご覧ください。

準備する準備する 音楽を再生する音楽を再生する

ライブラリー画面から再生したい曲を選んでタップすると音楽を再生することがで
きます。

1	 ライブラリー画面で、 ［全曲］、 ［アルバム］、 ［アーティスト］、	
［ジャンル］、 ［リリース年］などから検索方法を選ぶ。
左右にフリックして、画面のページを切り替えることができます。

ライブラリー画面

2	 ライブラリーリストから再生したい曲を選ぶ。
再生が始まります。一時停止するには をタップしてください。
／ をタップすると前後の曲や再生中の曲の頭出しをします。長

押しすると早戻しや早送りをします。

microSDカードを使う

microSDカードを入れる
1	 microSDカードスロットの蓋を開け、
microSDカードをカチッと音がするまで
しっかりと差し込む。
データベースが作成されます。

2	 microSDカードスロットの蓋を閉める。

microSDカードを初期化（フォーマット）する
ウォークマンで最初にmicroSDカードをお使いになるときは、必ずウォークマンで
microSDカードを初期化してください。初期化するとmicroSDカードに記録された
データはすべて消去されます。初期化する前にバックアップをとってください。
最新の動作確認済microSDカードについては、サポートページをご覧ください（裏面の
「使いかた（ヘルプガイド）とサポート情報を調べる」参照）。

1	 （オプション／設定）ˎ ［設定］［基本設定］の［本体設定］ˎ
［各種初期化］［SDカード初期化］［はい］［はい］の順にタップする。
microSDカード内のすべてのデータが消去されます。

microSDカードを取り出すには
1	 （オプション／設定）ˎ ［設定］［基本設定］の［本体設定］ˎ
［SDカードのマウント／解除］をタップする。

2	 確認画面が表示されたら、［OK］をタップする。
3	 データベース作成が終わったら、microSDカードを取り出す。
ご注意

ˎˎ microSDカードのアクセス中または他の処理中に取り出すとデータが壊れる場合
があります。アクセスランプが消えていることを確認してから取り出してくださ
い。

アクセス	
ランプ
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音楽を再生する音楽を再生する

インターネット上で使いかた（ヘルプガイド）な
どのサポート情報が閲覧できます。閲覧は無料で
すが通信料は通信契約に依存します。

http://sony.jp/support/r/walkman/nwwm1/

ヒント

ˎˎ （オプション／設定）ˎ ［設定］［基本設定］の［出力設定］［ヘッドホ
ン出力］の［AVLS（音量制限）］のチェックボックスにチェックを入れると、音量を
ある一定レベルに制限します。その場合、音量調整時の画面上部に［AVLS］が表示
されます。
ˎˎ （リピート再生）や （シャッフル再生）をタップすると、再生モードを変更で
きます。

AA 再生画面再生画面
再生する音楽のさまざまな情報を確認することができます。 BB ライブラリー画面ライブラリー画面

再生する曲を選んだり、音楽再生以外の機能へのリンクが表示	
されます。左右にフリックして、画面のページを切り替えます。

CC 再生リスト画面再生リスト画面
再生予定の曲を確認することができます。 DD ブックマークリスト画面ブックマークリスト画面

ブックマークリストを確認または編集したり、リストから曲を削除
することができます。ブックマークリストは10個あり、お好みの曲
を登録できます。

EE 各種音質設定画面各種音質設定画面
ソースダイレクトスイッチをオフにして左右にフリックすると、各種
音質設定を行うことができます。どの設定画面からでも、下へフリッ
クして、再生画面に戻ります。

ステータスバー
：再生の状態
：ホールド中

：スリープタイマーオン
：ビジー状態
：Bluetooth機能オン
：NFCオン
：電池残量＊1

経過時間表示

歌詞データマーク

カバーアート表示

シークバー

再生操作ボタン

再生画面ボタン

バックボタン

曲番号／総曲数表示

曲名／アーティスト名／
アルバム名表示

オプション／設定ボタン

再生時間表示

ハイレゾマーク

ライブラリーボタン

ボリュームバー／バランス
標準出力表示／音質表示／

：音量

リピート再生ボタンシャッフル再生ボタン

ライブラリーアイコン

ページ位置ガイド

USB-DACボタン
Bluetoothレシーバー
ボタン

再生順番号表示

スクロールインジケーター

コンテキストメニューボタン

コンテンツリスト

再生中曲アイコン表示

リスト番号表示／	
ブックマークリスト選択
ボタン

スクロールインジケーター

コンテキストメニュー
ボタン

コンテンツリスト

ページ位置ガイド

ソースダイレクトスイッチ

音量の調整について
画面上部のボリュームバーをタップすると、ボリューム調整画面が表示され、
ボリュームノブを回して音量を調整できます。

再生範囲の変更
（オプション／設定）ˎ ［設定］［基本設定］の［再生設定］をタップし、

［再生範囲］からお好みの再生範囲を選びます。

＊1	 （充電温度範囲外状態）が表示される場合、電池の劣化、破裂を防止するための温度保護	
機能が働いています。5℃～ 35℃の環境で充電してください。

ライブラリー画面をカスタマイズするには
ˎˎ 画面上で移動したいライブラリーアイコンを長押しすると、アイコンの並べ
替えができます。
ˎˎ （オプション／設定）［表示項目の選択］をタップすると、表示や非表示
にしたいライブラリーアイコンを選ぶことができます。

コンテキストメニューについて
コンテキストメニューボタンをタップすると、コンテキストメニューが表示され
ます。ブックマークリストやプレイリストに曲を追加することができます。

ブックマークリストに登録するには
1	 登録したい曲の再生画面で、 （オプション／設定）ˎ ［ブックマーク
リストに追加］希望の追加先を選ぶ。

ヒント

ˎˎ ライブラリーリスト画面や再生リスト画面からでもブックマークリストに登録できま
す。詳しくは、「ヘルプガイド」をご覧ください。

ご注意

ˎˎ microSDカードを取り出すと、microSDカードに保存された曲のブックマーク登録	
情報は削除されます。

調整可能な音質設定
ˎˎ イコライザー
ˎˎ トーンコントロール
ˎˎ DCフェーズリニアライザー

ˎˎ DSEE	HX
ˎˎ ダイナミックノーマライザー
ˎˎ バイナルプロセッサー

ヒント

ˎˎ［イコライザー］と［トーンコントロール］は、それぞれの画面の （オプション／設定）

からどちらか切り替えることができます。
ˎˎ ソースダイレクトスイッチを［オン］にすると、音質設定を無効にし、信号処理を通さな
い音質で聞くことができます。

画面の使いかた画面の使いかた
下図のように5つの操作画面があります。

指で上下左右にフリックして画面を切り替えます。
使い始めはBの「ライブラリー画面」です。

再生画面

ライブラリー
画面

各種
音質設定
画面

ブック
マーク
リスト
画面

再生
リスト
画面

ヒント

ˎˎ 画面の切り替えかたは、操作ガイドでも確認できます。再生画面で、	
（オプション／設定）	 ［操作ガイド］をタップしてください。その際、	

オプションメニューは上下にスクロールします。

本書に記載している写真はイメージです。



Macパソコンを使って音楽を転送する
Macパソコンを使ってウォークマンに音楽を転送するには、Mac用アプリケーショ
ンContent	Transferを使うと便利です。
microSDカードへの転送をサポートした最新版をご利用ください。
Content	Transferの操作については、Content	Transferのヘルプもあわせてご覧く
ださい。
macOSTM	v10.8	～	v10.12に対応しています。

1	 インターネット接続したパソコンとウォークマンを同梱のUSBケーブ
ルで接続する。

2	 Finderのサイドバーから、［WALKMAN］‒［FOR_MAC］‒［Content	
Transfer	for	Mac	J	Download.url］をダブルクリックする。
［FOR_MAC］が見つからないときは、お使いのブラウザで以下のURLに
アクセスしてください。
http://www.sony.jp/support/audiosoftware/contenttransfer/

3	 表示されたContent	Transferのサポートページで［ダウンロード］をク
リックする。

4	 Macパソコン用の［ダウンロード］ボタンをクリックしてダウンロード
し、インストールする。

5	 Content	Transferを使ってコンテンツをウォークマンに転送する。
iTunesやFinderのコンテンツをドラッグ＆ドロップでContent	
Transferに追加します。詳しくは、「ヘルプガイド」をご覧ください。

Music Center for PCとContent Transferの使いか
たを見る
より詳しい使いかたについては、お使いのアプリケーションのヘルプまたはサポート
ページ（「使いかた（ヘルプガイド）とサポート情報を調べる」参照）をご覧ください。

「ヘルプガイド」や「重要なお知らせ」、製品登録ページ
を閲覧する
「ヘルプガイド」や「重要なお知らせ」、製品登録ページを閲覧するには、ソフトウェア
をパソコンにインストールする必要があります。

1	［WALKMAN］‒［FOR_WINDOWS］‒［Help_Guide_Installer］また
は［Help_Guide_Installer.exe］をダブルクリックする。
Mac	OSの場合は、Finderのサイドバーから［WALKMAN］‒［FOR_
MAC］‒［Help_Guide_Installer_for_mac］をダブルクリックしてくだ
さい。

2	 画面の指示に従ってインストールする。
3	 パソコンのデスクトップに表示される または (機種名_
HelpGuide）をダブルクリックし、画面上のボタンをクリックする。
アイコンデザインは、お使いのパソコンの環境により異なる場合があり
ます。

パソコン内の曲を転送せパソコン内の曲を転送せ
ずウォークマンの音質でずウォークマンの音質で
楽しむ（USB-DAC機能）楽しむ（USB-DAC機能）
パソコンとウォークマンを接続し、	
パソコンの音楽をウォークマンの	
音質で聞くことができます。
ウォークマン推奨のUSB-DAC機能	
対応のアプリケーションは以下の	
通りです。
Windows：Music	Center	for	PC
Mac：Hi-Res	Audio	Player	for	Mac

1	 パソコンにUSB-DAC機能対応アプリケーションをインストールする。
Windows：Music	Center	for	PCをインストールしてください。また、
あわせてドライバーソフトウェア「Sony	Audio	USB	Driver	for	
Windows（USB-DAC機能用ドライバー）」をインストールする必要が
あります。詳しくはウォークマンのサポートページをご覧ください。
Mac：ウォークマンのサポートページからHi-Res	Audio	Playerをイン
ストールしてください。

2	 パソコンでUSB-DAC機能関連の設定をする。
設定方法については、以下をご覧ください。
Windows：Music	Center	for	PCのヘルプ
Mac：ウォークマンのサポートページのHi-Res	Audio	Playerのヘルプ

3	 ウォークマンのライブラリー画面で、 （USB-DAC）ボタンをタップ
する。

4	 メッセージが表示されたら、［OK］をタップする。
5	 同梱のUSBケーブルを使って、ウォークマンをパソコンに接続する。
［USB	DAC］画面で、音量を調整してください。

ご注意

ˎˎ USB-DAC機能使用中は、ウォークマンの音声をワイヤレスで聞くことはできません。

ヒント

ˎˎ パソコンから充電させたくない場合は、 （オプション／設定）ˎ ［設定］
［機能設定］の［USB	DAC設定］をタップして、［接続機器から本機へ充電する］の
チェックボックスを外してください。

ˎˎ USB-DAC機能を終了するには、［USB	DAC］画面左上の をタップしてください。

困ったときは困ったときは
	Q ウォークマンに水や汗などがかかって動作しなくなった。

ˎˎ 電気回路がショートしないように電源が切れた状態のまま、水気がなくなるま
で充分に自然乾燥してから電源を入れてください。復帰できない場合はソニー
の相談窓口にお問い合わせください。

	Q ウォークマンの電源が入らない。
ˎˎ 長期間使用していない場合などは、バッテリーが空の可能性があります。満充
電になるまで充電してください。

	Q パソコンに認識されない。
ˎˎ バッテリーが空の可能性があります。10分以上充電してください。

ˎˎ 接触不良の可能性があります。USBケーブルを抜き差ししてください。

ˎˎ 上記でも認識しない場合は、パソコンの電源を完全に切り、ウォークマンを取
り外します。パソコンの電源ケーブルやバッテリーなどを外し、5分間の放電
を行います。パソコンの電源を入れて起動します。

	Q 電池がすぐになくなる。
ˎˎ 充電が不充分の可能性があります。パソコンがスタンバイ（スリープ）、休止状
態の場合は充電できません。起動した状態を維持して充電してください。

ˎˎ ウォークマンの設定で無駄な電池消費がされている可能性があります。ウォー
クマンの設定と電池持続時間については、別紙「使用上のご注意／主な仕様」を
ご覧ください。

ˎˎ ウォークマンを使用しないときは電源をオフにすることで電池の消費を抑え
ることができます。 （オプション／設定）	 ［設定］［基本設定］の	
［本体設定］［自動電源オフ設定］をタップして、一定時間後に自動的に電源
が切れるように設定できます。
ˎˎ 充電を繰り返すと電池の特性上劣化が発生します。使える時間がお買い上げ
時の半分くらいになる充電可能な回数の目安は、約500回です。ソニーの相談
窓口にお問い合わせください（別紙「使用上のご注意／主な仕様」参照）。

ˎˎ ウォークマンはACアダプター（AC-UD20）（別売）で充電できます。

ウォークマンで音楽を聞くには、パソコンを使ってウォークマンに音楽を転送する必
要があります。

Windowsパソコンを使って音楽を転送する
ご購入いただいたウォークマンでは、PCアプリケーションとしてMusic	Center	for	
PCの使用を推奨しています。
Music	Center	for	PCの操作については、Music	Center	for	PCのヘルプもあわせて
ご覧ください。
従来からウォークマン向けに提供しておりましたPCアプリケーション「x-アプリ」及
び「Media	Go」は、サポート保証外となります。
x-アプリやMedia	GoからMusic	Center	for	PCに切り替える際は、以下のサポート
ページにて移行に関する情報をご確認ください。
http://www.sony.jp/support/walkman/

対応するパソコンのOS
Windows	10、Windows	8.1、Windows	7に対応しています。

Music Center for PCをパソコンに入れる
1	 インターネット接続したパソコンとウォークマンを同梱のUSBケーブ
ルで接続する。

2	 Windowsのデスクトップ画面左下の （スタート）メニューから［エ
クスプローラー］をクリックする。
画面はお使いのOSのバージョンやパソコンの設定によって異なりま
す。ここではWindows	10のデスクトップ画面からの遷移を例にして
説明しています。

Windows	8.1の場合は、スタート画面から［デスクトップ］－［エクスプロー
ラー］、Windows	7の場合は、［スタート］メニューから［コンピューター］
または［コンピュータ］をクリックしてください。

3	 画面の左側で［PC］をクリックする。
Windows	8.1の場合も同様で
す。

4	 画面の右側で［WALKMAN］‒［FOR_WINDOWS］をダブルクリックす
る。
［FOR_WINDOWS］が見つからないときは、「ヘルプガイド」のMusic	
Center	for	PCのインストール方法をご覧ください。

5	［Music	Center	for	PC	Download］をダブルクリックする。
6	 表示されたMusic	Center	for	PCのサポートページで動作環境を確認
後、ダウンロードボタンをクリックする。

7	 画面の下部にメッセージが表示されたら、［実行］ボタンをクリックして
インストールを開始する。

ヒント

ˎˎ お使いのブラウザによっては自動的に保存されることがあります。
ˎˎ 初期設定では、ファイルはC:\Users\ユーザ名\Downloadsに保存されます。

8	 画面の指示に従ってMusic	Center	for	PCをインストールする。
ヒント

ˎˎ インストールの詳しい説明を見るには、Music	Center	for	PCのサポートペー
ジをご覧ください。

楽曲をMusic Center for PCに取り込む
画面デザインや操作手順は、Music	Center	for	PCバージョン1.0で記載しています。
お使いのバージョンによっては異なる場合があります。

1	 パソコンとウォークマンを同梱のUSBケーブルで接続する。
2	 パソコンのデスクトップからMusic	Center	for	PCを起動する。
3	 パソコンに音楽CDを入れる。
インターネットに接続されていると、曲名などの情報が取り込まれま
す。

4	 		をクリックする。
取り込みを中止したい場合は［取り込みを中止］をクリックしてくださ
い。

5	 取り込みが完了したら、転送先を確認し、 		をク
リックする。
ウォークマンに曲が転送されます。

6	 すべての曲の転送が完了したら、パソコンからCDを取り出す。
7	 パソコンからウォークマンを取り外す。

FLAC形式で音楽ファイルを取り込むには
		をクリックする前に、以下の設定をしてください。

1	［ツール］‒［設定］‒［CD取り込み・再生］を選ぶ。
2	［CD取り込みの設定］からフォーマットの項目のプルダウンメニュー
で、［FLAC］を選ぶ。

パソコン内の音楽をMusic Center for PCに取り込むには

1	 Music	Center	for	PCのメニューで［ファイル］‒［フォルダを指定し
て取り込む］などをクリックする。

2	 パソコン内の取り込みたいコンテンツを選ぶ。
3	［取り込み開始］をクリックする。

Music Center for PCからウォークマンに転送する

1	 パソコンとウォークマンを同梱のUSBケーブルで接続する。
2	 		をクリックする。
Music	Center	for	PCの音楽ライブラリーが表示されます。

3	 		をクリックする。
接続しているウォークマンのコンテンツが、右側のライブラリー画面内
に表示されます。
microSDカード内のコンテンツを表示したい場合は、を切り替えて
ください。

4	 ウォークマンに転送したい曲やアルバムを、左側のライブラリー画面内
から選ぶ。
曲やアルバムの表示方法は、画面上部		の各項目をクリックして変更
できます。
複数の曲やアルバムを選ぶには、キーボードの［Ctrl］キーを押しながら
クリックします。

5	 転送先		を確認して 		をクリックする。
ウォークマンに曲が転送されます。
microSDカードに転送する場合は、を切り替えてください。

6	 すべての曲の転送が完了したら、パソコンからウォークマンを取り外
す。

ご注意

ˎˎ 転送した曲をウォークマンで本体メモリーからmicroSDカード、または
microSDカードから本体メモリーへ移動することはできません。

スマートフォンの音声をウォークマンで聞く

機器登録（ペアリング）する
他のスマートフォンと接続している場合は、スマートフォン側でウォークマンとの
Bluetooth接続を切断してから操作してください。
1	 接続するスマートフォンをペアリングモードにする。
2	 ライブラリー画面で、 （Bluetoothレシーバー）ボタンをタップする。

ライブラリー画面

Bluetooth	
レシーバーボタン

3	 メッセージが表示されたら［OK］をタップ
する。
Bluetoothレシーバー機能に切り替わりま
す。

4	［機器登録（ペアリング）］をタップする。
5	 スマートフォンの画面でウォークマンの	
機種名を選ぶ。

6	 スマートフォンで音楽を再生する。

Bluetoothレシーバー機能を終了する
Bluetoothレシーバー機能を終了して元の画面に戻ります。

1	 Bluetoothレシーバー画面で、 ボタンをタップする。
2	 メッセージが表示されたら［OK］をタップする。
Bluetoothレシーバー機能がオフになります。

Bluetooth接続（機器登録（ペアリング））に
関するヒントとご注意
ヒント

ˎˎ 一度にペアリングできるのはひとつのBluetoothオーディオ機器またはスマート
フォンのみです。複数をペアリングするには、それぞれの機器を手順1から行って
ください。
ˎˎ 送信モードの場合で、同じBluetoothオーディオ機器の名前が複数表示されたとき
は、ペアリングしたい機器のBDアドレスを確認してください。BDアドレスについ
ては、お使いのBluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。
ˎˎ 接続したいBluetoothオーディオ機器やスマートフォンにNFC機能が搭載されて
いる場合は、ウォークマンの画面が点灯している状態で、ウォークマンのNマーク
部分を、接続する機器のNマーク部分にタッチすると、ペアリングとBluetooth接
続ができます。ただし、USB-DAC機能使用中は接続できません。

ˎˎ 送信モードの場合、Bluetooth接続のオン／オフは、 （オプション／設定）	
［設定］	 （Bluetoothオーディオ）をタップして切り替えることもできます。

ˎˎ 受信モード（Bluetoothレシーバー機能）を使用中に、音量が小さくノイズが入る場
合は、スマートフォンの音量を最大にした後、ウォークマンの音量を調節してくだ
さい。

ご注意

ˎˎ 次のような場合は、機器登録（ペアリング）の情報が消えます。再度ペアリングし
てください。
	ˋ どちらかの機器、または両方の機器を、設定初期化などでお買い上げ時の状態に
戻してしまった場合。
	ˋ 修理を行ったなど、機器登録（ペアリング）の情報が削除されてしまった場合。

ˎˎ ウォークマンから機器登録（ペアリング）情報が削除され、スマートフォンに
ウォークマンのペアリング情報が残っている場合は、登録情報を削除してから再
度ペアリングしてください。
ˎˎ ウォークマンと接続するBluetoothオーディオ機器やスマートフォン、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。
ˎˎ Bluetooth無線技術では約10	mまでの距離で接続できますが、障害物（人体、金属、
壁など）や電波状態によって、接続有効範囲は変動します。
ˎˎ ウォークマンはBluetoothプロファイルとして、A2DP（Advanced	Audio	
Distribution	Profile）とAVRCP（Audio/Video	Remote	Control	Profile）に対応し
ています。接続するBluetoothオーディオ機器やスマートフォンのプロファイル
が、A2DPに対応している必要があります。AVRCPに対応した機器からウォーク
マンの基本操作を行うことができます。
ˎˎ 受信モード（Bluetoothレシーバー機能）を使用中に、接続中のスマートフォンに電
話がかかってきた場合、通話の音声はスマートフォン側から出力されます。着信音
が聞こえるかどうかは、お使いのスマートフォンの仕様によって異なります。
ˎˎ 送信モードのペアリングの接続処理中にパスキー *1の入力画面が表示されたら、接
続するBluetoothオーディオ機器のパスキーを確認し、入力してください。

*1	 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。ウォークマンのパスキーは［0000］です。Bluetoothオーディオ機器のパスキー
については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

Bluetoothレシーバー画面

曲を削除する曲を削除する
パソコンから転送した曲は、ウォークマンで削除することができます。

1	 ライブラリー画面から削除したい曲を表示する。
2	 削除したい曲のコンテキストメニューボタン	［削除］［OK］をタッ
プする。

ヒント

ˎˎ フォルダー内のすべての曲をフォルダーごと削除したい場合は、ライブラリー画
面を左にフリックして	 	［フォルダー］をタップし、削除したいフォルダーのコ
ンテキストメニューボタンから削除してください。
ˎˎ パソコンでMusic	Center	for	PCやエクスプローラー、またはContent	Transferや
Finderを使ってもウォークマンの曲を削除できます。アプリケーションの操作方
法は、各アプリケーションのヘルプをご覧ください。

ワイヤレスで音楽を楽しむワイヤレスで音楽を楽しむ

ワイヤレスヘッドホンなどで音楽を楽しむ
（BLUETOOTH®送信モード）

Bluetoothオーディオ機器とウォークマンを
接続し、ウォークマンの音声をワイヤレスで
聞くことができます。

Bluetoothオーディオ機器で音声を聞く

機器登録（ペアリング）する
Bluetoothオーディオ機器同士をはじめてワイヤレス接続するときは、お互いの機器
を登録しあう必要があります。この登録のことを「ペアリング」といいます。

1	 接続するBluetoothオーディオ機器をペアリングモードにする。
ウォークマンを1m以内に置いてください。

2	 （オプション／設定）	 ［設定］［Bluetooth］の［オーディオ
機器接続／登録］をタップする。
オーディオ機器接続／登録画面が表示されます。

3	［オーディオ機器接続／登録］を［オン］にし、［機器登録（ペアリング）］を
タップする。
ペアリング可能なBluetoothオーディオ機器の検索が始まり、該当する
機器の機種名が表示されます。

4	 ペアリングしたいBluetoothオーディオ機器を選ぶ。
ペアリングが完了すると接続完了のメッセージが表示されます。

5	 ウォークマンで再生する。
Bluetoothオーディオ機器で音声を聞くことができます。

Bluetooth接続を切断するには
1	 （オプション／設定）	 ［設定］［Bluetooth］の［オーディオ
機器接続／登録］をタップする。

2	 登録済み機器リストから切断するBluetoothオーディオ機器名を選び、
［OK］をタップする。

スマートフォンなどの音楽をウォークマン
で楽しむ（Bluetooth受信モード）

スマートフォンとBluetooth接続して、	
スマートフォンの音楽をウォークマンの
音質で聞くことができます（Bluetooth	
レシーバー機能）。ウォークマンに接続し
たヘッドホンでお楽しみいただけます。

	Q 自動的に電源が切れる。
ˎˎ 電池の消耗を抑えるために、24時間で自動的に電源が切れるように設定され
ています。	
（オプション／設定）ˎ ［設定］［基本設定］の［本体設定］［自動

電源オフ設定］で設定時間を変更できます。

	Q 画面が表示されているが動作しない。
ˎˎ パソコンから一度に多量の音楽などのコンテンツを転送した場合は、データ
ベースの更新に時間がかかります。数十分程度時間がかかる場合があります。

ˎˎ 操作しても反応しない場合は、（電源）ボタンを8秒長押しして、ウォークマ
ンをリスタート（再起動）してください。

	Q タッチパネルが正常に動作しない。
ˎˎ 画面操作する指以外の指が画面に触れている可能性があります。操作したい
場所以外に指が触れていると、正しく操作できません。操作する指以外の指が
画面に触れないようにしてください。

	Q 画面が表示されているがタッチパネル操作ができない。
ˎˎ （オプション／設定）ˎ ［設定］［基本設定］の［本体設定］［ホー
ルド中はタッチ操作を無効にする］のチェックボックスにチェックが入ってい
る可能性があります。HOLDスイッチを矢印（）と逆の方向にスライドし
て、HOLD（ホールド）状態を解除してください。

ˎˎ HOLD（ホールド）状態でタッチパネル操作を有効にするには、 （オプショ
ン／設定）ˎ ［設定］［基本設定］の［本体設定］［ホールド中はタッチ
操作を無効にする］のチェックを外してください。

	Q 曲が転送順に表示されない。
ˎˎ 曲は転送順には表示されません。決まった曲順通りに再生したい場合は、パソ
コンを使ってプレイリストを作成し、ウォークマンに転送するか、ウォークマ
ンのブックマーク機能またはプレイリスト機能をお使いください。

	Q 同じアルバム内に、同じ曲が2つ以上ずつ表示されている。
ˎˎ 本体メモリーとmicroSDカードの両方に同じアルバムまたは曲を転送してい
る可能性があります。どちらかのアルバムまたは曲を削除してください。

	Q 再生したい曲が、本体メモリーとSDカードのどちらに入っているか確
認したい。
ˎˎ 確認したい曲の再生画面で、 （オプション／設定）ˎ ［曲の詳細情報］
をタップして、保存先を確認してください。

ˎˎ 確認したい曲のライブラリーリスト画面や再生リスト画面のコンテキストメ
ニューから、［曲の詳細情報］をタップして、保存先を確認してください。

	Q ウォークマンでmicroSDカードを認識しない。
ˎˎ ウォークマンで認識できない形式でフォーマットされている可能性がありま
す。microSDカード内のすべてのデータをパソコンにバックアップし、
microSDカードをウォークマン上で初期化（フォーマット）してください。

	Q 3極ミニプラグ（バランス接続）x2タイプのヘッドホンケーブルをヘッ
ドホンジャック（バランス標準）に接続したい。
ˎˎ ソニーの修理相談窓口にお問い合わせください。

ウォークマンの本体メモリーを初期化（フォーマット）
するには
下記の手順に従って必ずウォークマン上で行ってください。初期化すると記録され
たデータはすべて消去されますので、初期化する前に内容を確認してください。

1	 （オプション／設定）ˎ ［設定］［基本設定］の［本体設定］［各
種初期化］［本体メモリー初期化］［はい］［はい］の順にタップ
する。
初期化が始まります。

使いかた（ヘルプガイド）とサポート情報を調べる
インターネットに接続できる環境の場合、ウォークマンのサポート
ページ（http://www.sony.jp/support/walkman/）で以下の情報
を得ることができます。

サポートページの主な情報
ˎˎ 使いかた（ヘルプガイド）	
本体、Music	Center	for	PCの使いかたなど
ˎˎ 困ったときは（Q&A）
ˎˎ 接続情報・対応表
ˎˎ ダウンロード	
Music	Center	for	PC、本体ソフトウェアアップデートなど
ˎˎ お問い合わせ
ˎˎ 最新のお知らせ

ウォークマンに音楽を転送するウォークマンに音楽を転送する


