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準備
Google Homeアプリをインストールする
本機をお使いいただくには、Google Homeアプリで初期設定を行う必
要があります。下記の手順に従い、
設定を行ってください。

ワイヤレススピーカー

1

取扱説明書

付属のACアダプターを使って充電する

Google Assistantの設定をする

1

はじめて本機を使うときは、
電源を入れる前に必ず 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。

Google Homeアプリをインストールする

 スマートフォン／ iPhoneなどを無線LANルーターに接続する。
 スマートフォン／ iPhoneなどを接続した無線LANルーターのSSID
とパスワード
（暗号化キー）
をメモする。
無線LANルーターによっては複数のSSIDを持つものがあります。
必ず、
スマートフォン／ iPhoneを接続したSSIDをメモしてください。
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。

点灯
（オレンジ）

お使いのスマートフォン／ iPhoneにGoogle Homeアプリをイン
ストールします。

本機を無線LANルーターのできるだけ近くに置く

 iPhone*をお使いの場合は、BLUETOOTH®機能をオンにする。
スマートフォンをお使いの場合は、BLUETOOTH設定は不要です。
* Google HomeアプリはBLUETOOTH機能を利用して本機を検出します。

ACアダプター
（付属）

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、
すぐにご使用を中止し、
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。
裏面に相談窓口の連絡先があります。

2 Google Homeアプリを起動し、画面の指示に従って本機の

電源コード
（付属）

初期設定を行う

本機をWi-Fi®ネットワークに接続する際は、
お使いのスマートフォン／
iPhoneなどと同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。
ご利用のサービスによっては、
あらかじめアカウントを作成する必要が
あります。

本機のDC IN 12V端子に付属のACアダプターと電源コードをつなぐと充電が
始まり、CHARGE（充電）
ランプがオレンジ色に点灯します。約 5 時間*で充
電が完了し、
ランプが消灯します。
内蔵充電池が満充電の場合、
本機を電源コンセントに接続すると、CHARGE
（充電）
ランプがオレンジ⾊に点灯し、
約 1 分後に消灯します。

https://www.google.co.jp/chromecast/setup/
Google Home

* 本機の電源がオフのとき、
電池残量がない状態から充電完了するまでにかかる時間です。

ご注意
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内蔵充電池でご使用の際は、
キャップが完全に閉まっていることを確認してください。
キャップは、
防水・防じん性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。

ご注意

SRS-XB501G

(BLUETOOTH)ボタン／ PAIRINGボタンやワンタッチ接続
（NFC）
は、
Google Assistantの設定が完了するまでは無効になっています。

Google Assistantを使う

各部の名前と働き

Google Assistantに話しかける



「Ok Google」
と話しかけるか、（再生）
ボタンを長押しすると会話を始めら
れます。









 （電源）
ボタン・ランプ

 内蔵マイク

  *¹（再生）
ボタン

 状態表示ランプ
（Google Assistant）

音楽の再生／一時停止／曲送り／曲戻しをします。

本機の初期化中や、
ボイスコマンド検出中などに点灯／点滅しま
す。

 LINKランプ

Wi-Fiネットワークへの接続状態に合わせて点灯します。

Ok Google
音楽をかけて*

 CHARGE（充電）
ランプ
 －／＋ *¹（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。

Google Play Music
から再生します。

 LIVEボタン・ランプ







音量を調整する











 LIGHT（ライティング）
ボタン

本体内蔵のライティングをオン／オフできます。お買い上げ時
はオンに設定されています。

 （BLUETOOTH）
ボタン・ランプ／ PAIRINGボタン

本機の電源が入っているときに、（BLUETOOTH）
ランプが速く
点滅しはじめるまで約 3 秒間押し続けると、
ペアリング
（機器登
録）
モードになります。
ペアリングモード中に押すと、
ペアリングモードが解除されます。



本機に直接話しかけて、
お好みの音量に設定することもできます。

音楽に連動して光ります。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“Sony | Music Center”で行うことがで
きます。

 三脚用ネジ穴
（底面）

1/4 インチ
（ネジの長さ 12mm以下）
に対応しています。
5 kg以上の荷重に耐えられる三脚
（別売）
をご使用ください。

サウンド効果を切り替えるときに使います。

* 音楽を再生するにはGoogle Play Musicへの登録が必要です。
対応するボイスコマンドなどについて詳しくは、
以下のホームページをご覧ください。
assistant.google.com/intl/ja_jp/

 ライティング

 Nマーク

NFC対応機器をこのマークにタッチします。

 USB Type-C™端子
市販のUSB ACアダプターを使用して、
本機の充電を行った
り、
スマートフォン／ iPhoneなどのUSB機器を接続して充
電
（おすそわけ充電）
*² を行うことができます。
 DC IN 12V端子
 キャップ

防水／防じん性能を維持するために、
しっかりと閉めてください。

*¹ （再生）
および ＋
（音量）
ボタンには、
凸点
（突起）
が付いています。
操作するときの目印としてお使いください。
*² USB機器の仕様によっては、
おすそわけ充電ができない場合があります。

 （マイク消音）
ボタン

一時的に内蔵マイクをオフにして、
本機がボイスコマンドを検出
する機能を無効にすることができます。



 BATTERY（バッテリー）
ボタン

本機の電源が入っているときに押すと、
電池残量についての音声
ガイダンスが流れます。





スマートフォンなどのBLUETOOTH機器の音楽を聞く
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。
• 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、
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。

1

Google Assistantの設定完了後、
本機の
（BLUETOOTH）ボタン／ PAIRINGボタンを、
（BLUETOOTH）
ランプが速く点滅しはじめる
まで約 3 秒間押し続ける
本機がペアリングモードになります。

2 BLUETOOTH機器でGoogle Assistantの設定時に付けた、本機の名前を選ぶ
Android™の場合
（Android 7.X）

iPhone ／ iPodの場合

［設定］［無線とネットワーク］
［Bluetooth］

［設定］

［Bluetooth］
をタッチ

［Bluetooth］
をタッチ

3

（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。

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

設定］

点滅
（青）

4 BLUETOOTH機器の音楽を聞く

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。

x1

点灯
（青）

x2

速く点滅
（青）

x3
BLUETOOTH機能を
［オン］
［機器登録
（ペアリング）
］
を選択

［

］
をタッチして
［

］
にする

［
］
をタッチして
［
する

］
に

• 接続されない場合は、
手順 1 から操作してください。

パソコンの場合

BLUETOOTHの接続を解除するには

パソコンとの接続はヘルプガイドをご覧ください。

お使いのBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機能をオフにする

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb501g/ja/

音量調整
接続した機器、
または本機の－/＋
（音量）
ボタンで調整します。

一時停止
再生中に（再生）
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（再生）
ボタンをすばやく2 回押します。

曲の頭出し
再生中に（再生）
ボタンをすばやく3 回押します。
ヒント

音が小さいときは、
接続した機器と本機の音量を確認してください。

サウンド効果を切り替えて楽しむ

ワンタッチ接続
（NFC）
する
接続するBLUETOOTH機器がNFCに対応している場合、
本機の電源が入っている状態でNマークにタッチするだけで、
ペアリング
（機器登録）
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

2 NFC対応機器と本機をペアリングする

NFC対応機器のNFC機能を有効にする

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対応機器の画面がロックされている場合は、
画面ロックを解除
してください。

Androidの場合
（Android 7.X）
［設定］［無線とネットワーク］［その他の設定］

NFC対応機器が反応する
までタッチし続けてくだ
さい。

本機では３種類のサウンドモード
（Sound Mode）
を楽しむことができます。
お買い上げ時は
「EXTRA BASS」
モードに設定されています。
モード名

LIVEランプ

電源ランプ

特徴

STANDARD

消灯

緑

省電力

EXTRA BASS

消灯

白

重低音

LIVE SOUND

白

白

臨場感

EXTRA BASSモードとSTANDARDモードを
切り替えるには
BATTERYボタンとLIVEボタンを同時に約 5 秒間押し続ける
（電源）
ランプの点灯色が変化し、
サウンドモードが切り替わります。

LIVE SOUNDモードとEXTRA BASSモードを
切り替えるには

［NFC/おサイフケータイ設定］
をタッチ

点灯
（白）

点灯
（緑）

LIVEボタンを押す
ボタンを押すたびにサウンドモードが切り替わります。
“Sony | Music Center”を使ってサウンドモードを設定することもできま
す。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

NFC対応機器の指示に従って操作してください。

［Reader/Writer, P2P］
の
［
にする
して
［ ］

］
をタッチ

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対応機器と本機のペアリングが完了して接続されます。
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

ご注意

ワンタッチ接続
（NFC）
するには、
事前にGoogle Assistantの設定が必要になり
ます。

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、
ケースを外す。

ライティングと一緒に音楽を楽しむ

便利な情報

困ったときは

お買い上げ時にはライティング機能がオンになっています。

内蔵充電池の電池残量を確認する

本機をリスタート
（再起動）
する

本機を初期化する

ライティング機能をオフ
（消灯）／オン
（点灯）
する

本機の電源が入っているときにBATTERY（バッテリー）
ボタンを押すと、
電池残
量に応じて音声ガイダンスが流れます。詳しくは、
ヘルプガイドをご覧ください。

本機をリスタート
（再起動）
することでペアリング
（機器登録）
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）
ボタンを約 8 秒間押し続けてください。

本機の電源が入った状態で、（マイク消音）
ボタンを長押しして、4 つの状
態表示ランプが緑色に点灯したら指を離してください。
初期化には約 80 秒かかります。その後、（電源）
ランプが点灯し初期化が
終了します。

LIGHT（ライティング）
ボタンを押す
ボタンを押すたびにライティングをオン／オフできます。

“Sony | Music Center”の
「イルミネーション」
機能を使って、
ライティング機能
のオン／オフを設定したり、
さまざまなライティングモード
（Lighting Mode）
を選ぶことができます。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。
ご注意

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。

ヘルプガイド／サポートホームページのご案内

内蔵充電池の持続時間
• 約 16 時間
‒‒音量をVol.58 %に設定
‒‒LIGHT（ライティング）
機能オフに設定
‒‒サウンドモードをSTANDARDに設定
• 約 12 時間
‒‒音量をVol.58 %に設定
‒‒LIGHT（ライティング）
機能オンに設定
（工場出荷時の設定）
‒‒サウンドモードをEXTRA BASSに設定
（工場出荷時の設定）
• 約 3 時間
（100 %）
に設定
‒‒音量最大
‒‒LIGHT（ライティング）
機能オンに設定
‒‒サウンドモードをEXTRA BASSに設定
上記の時間は、
‒‒当社規定の音源を使用しています。
‒‒音量・再生楽曲・周囲の温度などの使用状況により、
上記の時間と異な
る場合があります。

詳しくは、
ヘルプガイドに記載の
「困ったときは／よくある質問」
をご覧く
ださい。

点灯
（緑）

ヒント

リスタート
（再起動）
しても、Google Assistantの設定やペアリング情報などは削除さ
れません。

“Fiestable”でできること

“Sony | Music Center”は、
スマートフォン／ iPhoneから
“Sony | Music Center”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“Sony Music Center”
を検索してダウンロードします。

“Sony | Music Center”でできること
対応するBLUETOOTH機器やよくあるお問い合わせについては、
下記スマートスピーカーサポートページをご覧ください。
https://www.sony.jp/support/smart-speaker/

本機が初期化されると、Google Assistant設定など、
すべての情報が削除されます。

スマートフォン／ iPhone用アプリ“Sony | Music Center”でもっと便利にもっと楽しく

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。

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb501g/ja/

ご注意

• 音質設定やイコライザー調整
• ライティング
（イルミネーション）
設定
など
詳しくは、“Sony | Music Center”のヘルプを
ご覧ください。
http://www.sony.net/smcqa/

• DJ Control（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。

“Sony | Music Center”は
必ず最新版をお使いください
本機とスマートフォン／ iPhoneをBLUETOOTH接続できない、
または
音が出ないなどの不具合が起きた場合は、“Sony | Music Center”を
アンインストールして、
再度BLUETOOTH接続をお試しください。

型名：SRS-XB501G

接続するBLUETOOTH機器によっては、“Sony | Music Center”および
“Fiestable”でできる操作が異なります。
“Sony | Music Center”と“Fiestable”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。
“Sony | Music Center”と“Music Center for PC”とは異なりますので、
ご注意ください。

「３０９」＋「＃」

