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各部の名前と働き

	（電源）	 PAIRINGボタン／ランプ
電源が入っているときに3秒以上押し続けると、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

	 （BLUETOOTH）ランプ

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

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

	ADDボタン
Speaker	Add機能およびWireless	Party	Chain機能を使うときに使います。

	ボタン
再生／一時停止／曲送り／曲戻しをすることができます。
凸点（突起）がついています。操作の目印としてお使いください。

	 （通話）	 BATTボタン
電話を受けるときに押します。
本機の電源が入っているときに、3秒以上押し続けると、電池残量についての音声
ガイダンスが流れます。

	EXTRA	BASS	 LIGHTボタン／ランプ
音響効果を設定します。出荷時はオンに設定されています。
3秒以上押し続けると、本体内蔵のライティングをオン／オフできます。出荷時は
オンに設定されています。

	Nマーク
NFC（FeliCa）対応機器をこのマークにタッチします。

	マイク
ハンズフリー通話用に内蔵されています。

	ライティング
ライトの光が強いときは部屋を明るくするか、ライティング機能をオフにしてくだ
さい。ライティングの調整は、専用アプリ（SongPal ／ Fiestable）で行うことがで
きます。

	キャップ
防水性能を維持するために、確実に閉めてください。

	DC	OUT	ONLY端子（USB）
スマートフォンなどのUSB機器を接続して充電できます。

	DC	IN	9.5V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／抵抗なし）を接続すると、本機が自動的に
AUDIO	INモードに切り換わります。

充電する
はじめて本機を使うときは、電源を入れる前に、必ず、付属のACアダプターにつ
ないで1時間以上充電してください。

•	水のかかる恐れのある場所では、充電しないでください。

点灯	
（オレンジ）

ACアダプター（付属）

電源が入っていない本機を付属のACアダプターでコンセントにつなぐと充
電が始まり、CHARGE（充電）ランプがオレンジ色に点灯します。約4時間で
充電が完了し、ランプが消灯します。

ヒント
•	本機の電源が入っている場合でも、本機が付属のACアダプターでコンセントに接続さ
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奨めします。
•	電源が入っているときは、充電中でもCHARGE（充電）ランプは点灯しません。

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）ランプが白色に速く（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	
（白）

2	 （BLUETOOTH）ランプが速く点滅しない場合は、（電源）	
	PAIRINGボタンを3秒以上押し続ける
（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-XB40］をタッチ

•	[SRS-XB40]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-XB40］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-XB40］を選択

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-xb40/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-XB40）

本機を縦置きにするときのご注意
•	本機を縦置きにする場合は、平らな場所
に設置してください。傾いた場所に設置
すると、本機自体の振動により転倒・	
落下し、けがや故障・性能劣化の原因と
なることがあります。

ACアダプター（1）

取扱説明書（本書）
使用上のご注意／主な仕様・保証書（1）

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-xb40/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	
（白）

点灯	
（白）

•	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）ランプが白色に点滅します。

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3秒以上押し続ける
（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	
（白）

3	「	ペアリング（機器登録）する」の手順3～ 4を行う

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］をタッチしてチェッ
クマークを付ける

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。
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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）ボタンを押す
（BLUETOOTH）ランプが白色に点滅します。

点滅	
（白）

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、本機の電源を入れただ
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。

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。

x 2

x 3

x 1 ボタンと＋（音量）
ボタンには凸点（突起）
がついています。

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。

曲の頭出し
再生中にボタンを3回押します。

ヒント
•	AUDIO	IN端子に接続して音楽を再生している場合、一時停止、次の曲へ移動、曲の頭出
しはできません。
•	音が小さいときは、接続した機器とスピーカーの音量を確認してください。

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 （通話）ボタンを押す

電話を切るには、本機の （通話）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でも、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-XB40（本機）を2台組み合わせて音楽を楽しめます（SRS-XB40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台目のスピーカーの（電源）ボタンを押す
（BLUETOOTH）ランプが白色に点滅します。

2	ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける
（BLUETOOTH）ランプとL/Rランプが点滅し、約3秒後に操作音が鳴り、
L/Rランプが点灯します。（BLUETOOTH）ランプは点滅し続けます。

点滅	
（白）

点滅
（白）

点滅
（白）

点灯
（白）

点灯
（白）

2台目のスピーカーを設定する

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。

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）ランプが白色に点滅します。

2	ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける
（BLUETOOTH）ランプとL/Rランプが点滅したあと、L/Rランプが点
灯します。（BLUETOOTH）ランプは消灯します。

点滅	
（白）

消灯

点滅
（白）

点滅
（白）

点灯
（白）

点灯
（白）

ヒント
2台のスピーカーがすぐにBLUETOOTH接続された場合には、（BLUETOOTH）ランプと
L/Rランプが点滅せずにL/Rランプだけが点灯することもあります。





ダブルモード／ステレオモードで再
生する

1	 （BLUETOOTH）ランプが点滅しているほうのスピーカー
を操作して、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。

消灯
点滅	
（白）

点灯	
（白）

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。

消灯
点灯	
（白）

ステレオモード（L	ch／ R	ch）
点灯（白） 消灯消灯 点灯（白）

ステレオモード（R	ch／ L	ch）
消灯 点灯（白）点灯（白） 消灯

ダブルモード
点灯（白） 点灯（白）点灯（白） 点灯（白）

ヒント
•	通話するときは、（BLUETOOTH）ランプが点灯しているほうのスピーカーを操作して
ください。
•	Speaker	Add機能時は、コーデックをSBCに切り換えて動作します。

Speaker	Add機能を解除するには
ADDボタンを操作音が鳴るまで約3秒間押し続ける
ヒント
•	スピーカーのAUDIO	IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続すると、スピー
カーが自動的にAUDIO	INモードに切り換わり、Speaker	Add機能は解除されます。
•	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、1分以内にもう1台のスピーカーの電源を入れてください。
•	前回Speaker	Add機能で使っていたスピーカーを1台だけで使用する場合は、電源を入
れた後に、操作音が鳴るまでADDボタンを押し続け、Speaker	Add機能を解除してく
ださい。

 2台以上のWireless	Party	Chain対応機器
を組み合わせて音楽を聞く	
（Wireless	Party	Chain機能）
Wireless	Party	Chain対応機器を組み合わせて音楽を楽しめます（最大10台
まで）。
対応機器
SRS-XB20、SRS-XB30、SRS-XB40
最新の対応機器については、下記サポートページをご覧ください。
http://www.sony.jp/support/active-speaker/

ご注意
設定を始める前に、本機および接続するすべてのスピーカーの電源を切ってください。

1台目のスピーカーを設定する

下記の操作はSRS-XB40（本機）を1台目のスピーカーとして設定するときの
例です。他のWireless	Party	Chain対応機器を設定する場合は、お使いの機
器の取扱説明書をご覧ください。

1	 本機の（電源）ボタンを押す
（BLUETOOTH）ランプが白色に点滅します。

2	本機にBLUETOOTH機器を接続する
「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。

点滅	
（白）

点灯	
（白）

3	ADDボタンと＋（音量）ボタンを操作音が鳴るまで同時に約
3秒間押し続ける
（BLUETOOTH）ランプとL/Rランプが点滅し、L/Rランプがいったん
点灯してから、交互に点滅します。（BLUETOOTH）ランプは点滅し続
けます。

点滅	
（白）

交互に点滅

点滅	
（白）

点灯	
（白）

点滅	
（白）

点灯	
（白）



2台目以降のスピーカーを設定する

スピーカーの設定は、1分以内に行ってください。1分以上経過すると本機の
設定が解除されます。
下記の操作は、SRS-XB20を2台目のスピーカーとして設定するときの例で
す。他のWireless	Party	Chain対応機器を設定する場合は、お使いの機器の
取扱説明書をご覧ください。

1	 接続するスピーカーの（電源）ボタンを押す
電源を入れたスピーカーの（BLUETOOTH）ランプが白色に点滅します。

2	ADDボタンと＋（音量）ボタンを操作音が鳴るまで同時に約
3秒間押し続ける
（BLUETOOTH）ランプとL/Rランプが点滅したあと、L/Rランプが点
灯します。（BLUETOOTH）ランプは消灯します。
Wireless	Party	Chain機能がオンになっている間は、L/Rランプが5秒
ごとに交互に点滅します。

点滅	
（白）

消灯

点滅	
（白）

点灯	
（白）

点滅	
（白）

点灯	
（白）

5秒ごとに	
交互に点滅

3	他のスピーカーも続けて接続するには、手順-1 ～ 2を繰
り返す

ヒント
•	3台目以降のスピーカーの設定は、1つ前のスピーカーの設定をしてから、30秒以内に
行ってください。30秒以上経過すると接続できなくなります。
•	設定終了後（30秒以上経過後）に他のスピーカーを追加して接続したい場合は、
（BLUETOOTH）ランプが点灯しているスピーカーに手順-3の操作をしてから、追加
したいスピーカーに-1~2の操作を行ってください。

再生する

1	 BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する
すべてのスピーカーから同じ音楽が再生されます。

ヒント
音量の調整はそれぞれのスピーカーで行ってください。

Wireless	Party	Chain機能を解除するには
1台のスピーカーだけ解除するには
解除したいスピーカーの（電源）ボタンを押します。

すべての接続を解除してWireless	Party	Chain機能を終了するには
（BLUETOOTH）ランプが点灯しているスピーカー（1台目に設定したスピー
カー）の（電源）ボタンを押します。
•	 （BLUETOOTH）ランプが点灯しているスピーカー（1台目に設定したスピーカー）の
AUDIO	IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続すると、本機が自動的にAUDIO	
INモードに切り換わり、Wireless	Party	Chain機能は解除されます。





スマートフォン／ iPhone用アプリ
SongPalとFiestableを使う

SongPalとFiestableとは、スマートフォン／ iPhoneからSongPalと
Fiestable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。

ダウンロード方法
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ます。

次にSongPalの設定画面でFiestableのアイコンを選ぶと、Google	Play
（Playストア）またはApp	StoreでSongPalに移動しダウンロードができます。

SongPalでできること
•	音量調整
•	音質設定
•	イルミネーションの調整

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

SongPalは必ず最新版をお使いください
本機とスマートフォンをBLUETOOTH接続できない場合は、SongPalをアン
インストールして、再度BLUETOOTH接続をお試しください。
詳しくは、Google	Play（Playストア）またはApp	Storeをご覧ください。

Fiestableでできること
•	DJ	Contorol（DJコントロール）
•	Illumination（ライティングの調整）
•	Motion	Control（モーションコントロール）

詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb40/ja/

接続するBLUETOOTH機器によっては、SongPalおよびFiestableでできる
操作が異なります。
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。

困ったときは

オートパワーオフ機能について
下記の状態が15分間続くと、スピーカーの電源は自動的に切れますが、故障で
はありません。
•	スピーカーを操作していない。
•	音楽（音声）が再生されていない。
•	携帯電話やスマートフォンにHFP/HSPでBLUETOOTH接続されていない。

ヒント
オートパワーオフ機能のOFF/ONを切り換えるには、本機に付属のACアダプターをつな
いで電源を切った状態で、＋ボタンと－ボタンを同時に5秒以上押し続けます。詳しくは、
ヘルプガイドをご覧ください。

RESET（リセット）ボタンの使いかた
本機をリセットすることでペアリングできない、電源が入らないなどの症状
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ボタンを押してください。

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。

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。

充電を開始しても、すぐに充電が止まってしまうときは
電池の残量が十分に残っているため、自動的に充電を停止した可能性があり
ます。
電池の残量を確認するには、（通話）	 ボタンを約3秒間押し続けます。


