
マニュアルについて

取扱説明書（本書）
接続方法や基本的な使いかたを説明してい
ます。

使用上のご注意／主な仕様・保証書
使用上のご注意や主な仕様、付属品、保証書
を記載しています。

ヘルプガイド
本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場
合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困っ
たときの対処方法もわかりやすく記載してい
ます。
パソコンやスマートフォンでご覧いただけま
す。
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/
srs-xb10/ja/

二次元コード：

対応するBLUETOOTH機器について詳しくは、下記アク
ティブスピーカーサポートページをご覧ください。 
http://www.sony.jp/support/active-speaker/

箱の中身を確認する 

ワイヤレススピーカー（SRS-XB10）

マイクロUSBケーブル（1）

ストラップ（本体に取り付け済み）
取扱説明書（本書）
使用上のご注意／主な仕様・保証書（1）

各部の名前と働き

  （電源）  PAIRINGボタン
電源が入っているときに操作音が鳴るまで約3秒間押し続
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。

 －/＋（音量）ボタン
音量が最小または最大になると、（BLUETOOTH）ランプ
が3回点滅します。
＋（音量）ボタンには凸点（突起）が付いています。操作の
目印としてお使いください。

 ADDボタン
Speaker Add機能を使うときに使います。

 ボタン
再生／一時停止／曲送りをすることができます。また、電
話を受けるときもこのボタンを押します。
凸点（突起）が付いています。操作の目印としてお使いくだ
さい。

 Nマーク
NFC（FeliCa）対応機器をこのマークにタッチします。

 （BLUETOOTH）ランプ（白）

 L（左）/Ｒ（右）ランプ（白）
Speaker Add機能を使うときに点灯します。

 MIC（マイク）

 CHG（充電）ランプ（オレンジ）

 DC IN 5 V端子

 RESET（リセット）ボタン

 AUDIO IN端子
市販の音声ケーブル（ステレオミニプラグ）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。

 キャップ
防水性能を維持するために、マークが上側であることを
確認して確実に閉めてください。

 ストラップ

充電する
はじめて本機を使うときは、以下の方法で充電してく
ださい。

• 水のかかる恐れのある場所では、充電しないでください。

電源が入っていない本機を付属のマイクロUSBケーブ
ルで、起動中のパソコンやUSB ACアダプターにつなぐ
と充電が始まり、CHG（充電）ランプがオレンジ色に点
灯します。約4時間30分*で充電が完了し、ランプが消
灯します。
* 周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合が

あります。

ヒント
本機の電源が入っている場合でも、起動中のパソコンやUSB 
ACアダプターに接続されていれば充電できます。ただし、使用
状況によっては充電時間が長くなることがありますので、充電
するときは本機の電源を切ることをおすすめします。

パソコンから充電する場合

マイクロUSBケーブル 
（付属）

点灯

ヒント
パソコンの出力電流は機器によって異なります。詳しくは、パソ
コンの取扱説明書をご覧ください。

コンセントから充電する場合

マイクロUSBケーブル 
（付属）

点灯

USB ACアダプター
（市販）

ヒント
• 市販のUSB ACアダプターを使用するときは、出力電流

500 mA以上で給電可能なUSB ACアダプターをご使用くだ
さい。これ以外の機器からの充電は保証しておりません。 
推奨USB ACアダプター：AC-UD20（別売）

ペアリング（機器登録）する
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。

• 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。

下記 ～ の方法から選んでください。
ペアリング（機器登録）する 
2台目以降の機器を登録する 
ワンタッチ接続（NFC）する 

ペアリング（機器登録）する

下記の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画
面表示が異なります。

1 （電源）  PAIRINGボタンを押す
本機に1台もペアリングされていないときは、電
源を入れると自動でペアリングモードに入りま
す。
（BLUETOOTH）ランプが速く（1秒間に3回）点
滅します。
手順3へ進んでください。

速く点滅

2 （BLUETOOTH）ランプが速く点滅しな
い場合は、（電源）  PAIRINGボタン
を操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける
（BLUETOOTH）ランプが速く（1秒間に3回）点
滅し、本機がペアリングモードになります。

3 BLUETOOTH機器に本機を登録する

Android™の場合

［設定］［無線とネットワーク］［Bluetooth］

［Bluetooth］を
タッチ

［ ］をタッチして
［ ］にする

［SRS-XB10］を
タッチ
[SRS-XB10]が表
示されない場合
は、[機器の検索]を
タッチしてくださ
い。

iPhone／iPadの場合

［設定］

［Bluetooth］を
タッチ

［ ］をタッチして
［ ］にする

［SRS-XB10］を
タッチ

ウォークマン®の場合
ライブラリ画面  （オプション／設定） ［  
設定］［Bluetooth］の［オーディオ機器接続／登
録］

Bluetooth機能を
［オン］

［機器登録（ペアリ
ング）］を選択

［SRS-XB10］を選択

パソコンの場合

パソコンとの接続はヘルプガイドをご覧ください。
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/
srs-xb10/ja/

二次元コード：

4 （BLUETOOTH）ランプが点滅から点
灯に変わったことを確認する
BLUETOOTH機器と本機が接続されます。

点滅

点灯

• 接続されない場合は、「 2台目以降の機器を登
録する」の手順2から操作してください。

2台目以降の機器を登録する

本機は、合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリン
グすることができます。

1 本機の電源を入れる
（BLUETOOTH）ランプが点滅します。

ヒント
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。

2 （電源）  PAIRINGボタンを操作音が
鳴るまで約3秒間押し続ける
（BLUETOOTH）ランプが速く（1秒間に3回）点
滅し、本機がペアリングモードになります。

速く点滅

3 「 ペアリング（機器登録）する」の手順
3～4を行う

取扱説明書
ワイヤレススピーカー

万一、動作がおかしくなったり、変な音・
においに気づいたら、すぐにご使用を中
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SRS-XB10
©2017 Sony Corporation Printed in China

4-692-892-02(1)

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb10/ja/
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb10/ja/


ワンタッチ接続（NFC）する

接続するBLUETOOTH機器がNFC（FeliCa）に対応し
ている場合、Nマークにタッチするだけで、自動的に本
機の電源が入り、登録や接続をすることができます。

下記の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画
面表示が異なります。

1 NFC（FeliCa）対応機器のNFC機能をオ
ンにする

Androidの場合

［設定］［無線とネットワーク］［その他の設定］

［NFC/おサイフ
ケータイ設定］を
タッチ

［Reader/Writer, 
P2P］をタッチして

［ ］にする

2 NFC（FeliCa）対応機器に本機を登録す
る
NFC対応機器のNマーク部分を、本機のNマーク
部分にタッチします。

NFC対応機器が反応
するまでタッチし続
けてください。

NFC対応機器の指示に従って操作してくださ
い。

3 （BLUETOOTH）ランプが点滅から点
灯に変わったことを確認する
NFC対応機器と本機が接続されます。
接続を切断するには、もう一度Nマーク部分に
タッチします。

ヒント
接続がうまくいかないときは、次のことを行ってくださ
い。
• NFC対応機器を本機のNマーク部分の上でゆっくり動

かす。
• NFC対応機器にケースを付けている場合は、ケースを

はずす。

ペアリング（機器登録）済み
の機器を接続する

1 （電源）ボタンを押す
（BLUETOOTH）ランプが点滅します。

点滅

ヒント
• 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。

2 「 ペアリング（機器登録）する」の手順
3～4を行う

音楽を聞く／通話する
機器と接続できている状態で操作します。

BLUETOOTH接続した機器の音楽を
聞く
対応するプロファイル：A2DP、AVRCP

BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する
接続した機器、もしくは本機の－/＋（音量）ボタンで調
整します。

再生中に、本機のボタンを使って以下の操作をするこ
とができます。

一時停止
再生中にボタンを押すと、一時停止します。もう一
度押すと、一時停止を解除します。

次の曲へ移動
再生中にボタンを2回押します。

ヒント
音が小さいときは、接続先の機器とスピーカーの音量を確認し
てください。

AUDIO IN端子に接続した機器の 
音楽を聞く
AUDIO IN端子に市販のオーディオケーブル（ス
テレオミニプラグ）を使ってポータブルオーディ
オ機器などを接続して、機器を再生し、音量を調
整する
ボタン操作での一時停止、次の曲への移動はでき
ません。
BLUETOOTH機器の音楽を聞いているときは、再生を
停止してください。

ご注意
• 本機はBLUETOOTH接続した機器からの再生や音声の出力

が優先となっています。BLUETOOTH機器を再生している
と、AUDIO IN端子に接続した機器からの音声は出力されま
せん。

• 水のかかる恐れのある場所では、AUDIO IN端子は使用し
ないください。

電話をかける／電話を受ける
対応するプロファイル：HSP、HFP

電話をかけるには、スマートフォンから発信する

着信を受けるには、本機のボタンを押す

電話を切るには、本機のボタンを押す

マイク

ヒント
本機のAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器を接続した
場合、BLUETOOTH接続したスマートフォンからの発信、および
本機から着信した電話を受けることができます。

2台のスピーカーで音楽を聞く
（Speaker Add機能）

SRS-XB10（本機）を2台組み合わせて音楽を楽しめま
す（SRS-XB10以外の機器は使用できません）。

再生方法は、次の2通りです。

ダブルモード
2台のスピーカーから同じ音を再生します。

ステレオモード
1台のスピーカーから左チャンネル（L側）の音を、もう1
台のスピーカーから右チャンネル（R側）の音を出力し
て、ステレオ再生します。

ご注意
設定を始める前に、2台のスピーカーを1 m以内に近づけてくだ
さい。

1台目のスピーカーを設
定する

1 1台のスピーカーの（電源）ボタンを押
す
（BLUETOOTH）ランプが点滅します。

2 ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒
間押し続ける

2台目のスピーカーを設
定する

1 2台目のスピーカーの（電源）ボタンを
押す
電源を入れたスピーカーの （BLUETOOTH）ラ
ンプが点滅します。

2 ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒
間押し続ける
ペアリングが完了すると、2台のスピーカーの

（BLUETOOTH）ランプが点滅し、L/Rランプが点
灯します。

点灯 点灯点滅 点滅点灯 点灯

ヒント
• 2台のスピーカーがすぐにBLUETOOTH接続された場合は、 

（BLUETOOTH）ランプとL/Rランプの両方が点灯すること
があります。

• 2台目のスピーカーの設定は、1分以内に行ってください。1分
以上経過すると１台目のスピーカーの設定が解除されます。





ダブルモード／ステレ
オモードで再生する

1 BLUETOOTH機器と接続する
「ペアリング（機器登録）する」（おもて面）をご覧
ください。
（BLUETOOTH）ランプが点滅から点灯に変
わったら、本機とBLUETOOTH機器が接続され
た状態になります。

点灯 点灯点灯 点灯点灯 点灯

2 BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整
する
初めは、ダブルモードで再生されます。

ダブルモードとステレオモードを切り
換えるには
どちらかのスピーカーのADDボタンを押して、2
台のスピーカーからの音声の出力を切り換える
ADDボタンを押すたびにモードが切り換わります。

ステレオモード（L ch／R ch）

点灯消灯 消灯

点灯消灯 消灯

点灯

ステレオモード（R ch／L ch）

ダブルモード

点灯

点灯

点灯

点灯

点灯

点灯

点灯

点灯

点灯

点灯

点灯

ヒント
通話するときは、発信音または着信音が鳴っているほうのス
ピーカーを操作してください。

 Speaker Add機能を一時解除する
には
ADDボタンと－（音量）ボタンを操作音が鳴るま
で押し続ける

ヒント
• スピーカーの電源を切っても、Speaker Add機能は解除さ

れません。再び電源を入れると本機はSpeaker Add機能で
の再生を試みます。Speaker Add機能を使用する場合は、
もう1台のスピーカーの電源を入れてください。解除したい場
合は、ADDボタンと－（音量）ボタンを操作音が鳴るまで押
し続けてください。

• 2台のスピーカーを使用中にSpeaker Add機能を解除する
ことができます。

• Speaker Add機能はAUDIO IN端子に機器を接続して使用
することもできます。

困ったときは
下記の項目をチェックしてみてください。

スピーカーを充電してみる
充電することで問題が解決することがあります。

RESET（リセット）ボタンを押してみる
本機をリセットすることで症状が回復する場合があり
ます。
電源が入った状態で、裏面のキャップを開き、ピンなど
の先の細いものを使ってRESETボタンを約2秒間押し
てください。

ヒント
リセットしてもペアリング（機器登録）情報は削除されません。

スピーカーを初期化してみる

本機の電源が入っている状態で、－（音量）ボタ
ンを押しながら、（電源）ボタンを7秒以上押し
続けてから、ボタンを離す
ボタンを離すと本機の電源が切れて、すべての設定が
工場出荷時にの状態に戻ります。
ペアリング（機器登録）情報もすべて削除されます。

詳しくは、ヘルプガイドに記載の「よくある質問」をご覧
ください。


