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NFC機能の有無によって接続方法が異なります。
お使いの機器に合わせた接続方法を選んでください。

BLUETOOTH接続ガイド
パーソナルオーディオシステム

パターン

A

NFC機能に対応していないスマートフォンや
iPhoneその他のBLUETOOTH機器でペアリングするとき

パターン

B

NFC機能に対応しているAndroid™搭載スマートフォンなどの
BLUETOOTH機器とペアリングするとき
（裏面）

お使いのBLUETOOTH機器に
（Nマーク）
があればNFCに対応しています。
機器によっては表示の無い場合もありますので、
詳しくはお使いの機器の取扱説明書などでご確認
ください。
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。
指定の場所に
「タッチする」
だけで、
簡単にデータ通信が可能となります。NFC機能を搭載してい
るスマートフォンやウォークマン®などの場合は、
本機にタッチするだけで自動的に本機の電源
が入り、
ペアリングから接続までの操作が行われます。
©2017 Sony Corporation

Printed in China
ご注意
本書の内容は一例であり、
各メニューの名称や画面表示は、
お使いの機器により異なる場合があります。詳しくはお使いの機器
に付属の取扱説明書をご覧ください。

ZS-RS81BT

本機で使用できるBLUETOOTH機器についての最新情報は、
次のURLでご確認ください。
http://www.sony.jp/support/radio/
パターン

A

商標
ソニーはライセンスに基づき使用しています。
ˎˎBLUETOOTH®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標で、
ˎˎNマークはNFC Forum, Inc.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。
ˎˎAndroidはGoogle Inc.の商標です。
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
ˎˎiPhoneは、
受け使用しています。
ソニー株式会社の登録商標です。
ˎˎウォークマン、WALKMAN、WALKMANロゴは、
は株式会社NTTドコモの登録商標です。
ˎ「おサイフケータイ」
ˎ
本書に記載されているシステム名、
製品名は、
一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
ˎˎその他、

NFC機能に対応していないスマートフォンやiPhone
その他のBLUETOOTH機器でペアリングするとき

ペアリングとは
BLUETOOTH機器では、
あらかじめ、
接続する互いの機器を登録しておく
必要があります。この登録のことを
「ペアリング」
といいます。
ペアリングは初めて接続する機器に対して必要な操作で、
一度ペアリング
で機器を登録すれば次回からはペアリングの操作は必要ありません。

1 接続する機器を1m以内の距離に配置して、
本機のBLUETOOTH
（ペアリング：長押し）
ボタンを押す。
ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、
本機にペアリング情報がない
状態では、BLUETOOTH
（ペアリング：長押し）
ボタンを押すと自動でペアリングモー
ドになります。

「ペアリング」
と表示され、

2台目以降の
機器をペアリング
する場合

本機の電源が入った状態で、BLUETOOTH
（ペアリング：
長押し）
ボタンをスピーカーから
「ピピッ」
と音がするまで
（約2秒間）
押したままにする。

2 接続するBLUETOOTH機器で
本機を検索する。
操作は一例です。詳しくはお使いの機
器の取扱説明書をご覧ください。

Android 4.x

BLUETOOTHアイコン
（ ）
が
点滅します

¼¼ヒント

ペアリングを途中でやめたいときは、CDボタン、SD/USBボタンなどを押して、BLUETOOTH以外の機能に切り換えて
ください。

Android 5.x/6.x

iPhone

［設定］
［Bluetooth］

［設定］
［Bluetooth］

［設定］
［Bluetooth］

「Bluetooth」
の
」
をタッチして
「
オンにする

「Bluetooth」
をタッチ

「Bluetooth」
をタッチ

「Bluetooth」
をタッチ

「
」
をタッチしてオン
にする

「
」
をタッチしてオン
にする

「ZS-RS81BT」
をタッチ

「ZS-RS81BT」
をタッチ

「ZS-RS81BT」
をタッチ

ウォークマン®

(Android搭載モデル)
（メニュー）
ボタン¼
［システム設定］
¼
［ （Bluetooth）
］

ウォークマン®
［ （Bluetooth）
］

「OFF」
をタッチして
「ON」
にする

「機器登録
（ペアリング）
」
を選択

「ZS-RS81BT」
をタッチ

「ZS-RS81BT」
を選択

3 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。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。

が点滅から点灯に変わったら、
本機とBLUETOOTH機器の接続が完了した状態になります。
本機の表示窓のBLUETOOTHアイコン
（ ）
接続した機器の名称が取得された場合は、
表示窓に名称が表示されます。
接続が完了しない場合は、
もう一度手順1からやり直してください。

4 接続したBLUETOOTH機器を再生して、音量を調節する。

まず、
接続したBLUETOOTH機器側で適度な音量にして、
次に本機の音量＋またはーボタンで調整します。

裏面へつづく

パターン

A

つづき

ペアリング済みのBLUETOOTH機器と接続するには

1 本機のBLUETOOTHボタンを押して、BLUETOOTH機能に切り換える。

正常に接続が完了した場合

すでにペアリングが済んでいるときは、
本機のBLUETOOTHボタンを押すだけで
自動的に機器の検出が始まり、BLUETOOTH接続が完了します。ただし、
お使い
の機器によっては自動検出に対応していないものもあります。また、
機器をお使
いの状況によっても接続されない場合があります。自動的に機器の検出が始まら
ない場合は、
「自動で機器が接続されないときは」
の操作を行ってください。

接続が完了すると、BLUETOOTH
アイコン
（ ）
が点滅から点灯に変わり
ます。接続した機器の名称が取得さ
れた場合は、
表示窓に名称が表示され
ます。

機器を検出できず、接続が完了しなかった場合
接続されない場合は
「ペアリングまた
は接続を行ってください」
と表示され
ます。

2 接続したBLUETOOTH機器を再生して、音量を調節する。
まず、
接続したBLUETOOTH機器側で適度な音量にして、
次に本機の音量＋またはーボタンで調整します。

自動で機器が接続されないときは
自動で接続されない場合は、
接続する機器で
次の操作をしてください。
 BLUETOOTHの設定がオン
（有効）
に
なっていることを確認する。
 本機
（ZS-RS81BT）
を選ぶ。
右の操作は一例です。詳しくはお使いの機
器の取扱説明書をご覧ください。

Android 4.x
［設定］
［Bluetooth］

Android 5.x/6.x
［設定］
［Bluetooth］

iPhone
［設定］
［Bluetooth］

ウォークマン®

(Android搭載モデル)
（メニュー）
ボタン¼
［システム設定］
¼
［ （Bluetooth）
］

ウォークマン®
［ （Bluetooth）
］

オンになっている
ことを確認
「Bluetooth」
をタッチ

「Bluetooth」
をタッチ

「Bluetooth」
をタッチ

「オーディオ機器接続」
を
選択
オンになっている
ことを確認
「ZS-RS81BT」
をタッチ

オンになっている
ことを確認

オンになっている
ことを確認
「ZS-RS81BT」
をタッチ

パターン

B

「ZS-RS81BT」
をタッチ

「ZS-RS81BT」
をタッチ

「ZS-RS81BT」
を選択

NFC機能に対応しているAndroid搭載スマート
フォンなどのBLUETOOTH機器とペアリングするとき
Android搭載スマートフォンなど、
ワンタッチ接続
（NFC）
に対応するBLUETOOTH機器では、
タッチするだけで自動的に本機の電源が入り、
ペアリングや接続ができます。ここでは、
搭載
OSがAndroid 4.1以降で、
「NFC
（FeliCa）
」
対応のおサイフケータイ機能を持つAndroid搭載ス
マートフォンでのワンタッチ接続
（NFC）
の手順について説明します。

接続を切断するには、
もう一度タッチします。

ワンタッチ接続
（NFC)対応機器について
ワンタッチ接続
（NFC)でお使いいただけるAndroid搭載スマートフォ
ˎˎ
ンやウォークマン®、
その他BLUETOOTH機器の対応モデルは、
以下の
サポートサイトでご確認ください。
http://www.sony.jp/support/radio/

¼¼ヒント

ˎˎ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。
ƩƩ Android搭載スマートフォンを本機のNマーク部分の上でゆっくり動かす。
ƩƩ Android搭載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。
ワンタッ
ˎˎヘッドホンなど他のNFC対応機器に接続しているAndroid搭載スマートフォンを本機にタッチすると、
チで本機に接続を切り換えることができます
（乗り換え機能）
。

1 Android搭載スマートフォンのNFC機能をオンにする。

詳しくは、
お使いのAndroid搭載スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

2 Android搭載スマートフォンを本機にタッチする。
本機のNマーク部分にAndroid搭載ス
マートフォンをタッチします。
Android搭載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。
Android搭載スマートフォン側のタッチ
位置については、
お使いのAndroid搭載
スマートフォンの取扱説明書をご覧くだ
さい。

本機の表示窓のBLUETOOTHアイコン
（ ）
が点滅から点灯に変わったら、
本機と
Android搭載スマートフォンの接続が完了した状態になります。接続時に名称が取得で
きた場合は、
表示窓に名称が表示されます。

本機を認識すると
Android搭載スマート
フォンが反応します

接続したAndroid搭載スマートフォンの曲を再生して、
3 音量を調節する。
まず、
接続したAndroid搭載スマートフォン側で適度な音量にして、
次に本機の音量＋ま
たはーボタンで調整します。

ご注意
Android搭載スマートフォンの画面がロックされた状態では、Android搭載スマートフォンが動作しません。
画面のロックを解除してから、
本機にタッチしてください。

本機では次の機能もお楽しみいただけます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

BLUETOOTH接続以外にも
こんなことができます

◦CDを聞く
◦USB機器の音楽を聞く
◦SDカードの音楽を聞く

◦ラジオを聞く
◦CDをUSB機器に録音する
◦CDをSDカードに録音する

◦ラジオをUSB機器に録音する
◦ラジオをSDカードに録音する

