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SRS-XB01

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。

ワイヤレススピーカー
取扱説明書

箱の中身を確認する

ワイヤレススピーカー（SRS-XB01）

マイクロUSBケーブル（1）

ストラップ（1）
取扱説明書（本書）
使用上のご注意／主な仕様・保証書

各部の名前と働き

	（電源）ボタン／ 	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。

	（再生）ボタン／ （通話）ボタン
音楽の再生／一時停止／曲送り／曲戻しをします。	
電話を受けたり、切ることができます。

	－/＋（音量）ボタン
音量が最小または最大になると、電源／BLUETOOTHラ
ンプが3回点滅します。

	ストラップホール

	電源／BLUETOOTHランプ（青）

	マイク
ハンズフリー通話用に内蔵されています。

	充電ランプ（オレンジ）

	キャップ
防水性能を維持するために、しっかりと閉めてください。

	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モードに切り替わります。

	RESET（リセット）ボタン

	DC	IN	5V端子
市販のUSB	ACアダプターを接続して、本機の充電を行う
ことができます。

充電する
充電ランプ（オレンジ）がゆっくり点滅したときは、
内蔵充電池の電池残量が少なくなっていますので、
本機を充電してください。

•	水のかかる恐れのある場所では、充電しないでください。

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、充電が始まり充電ラ
ンプがオレンジ色に点灯します。約3時間*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。

コンセントから充電する場合

点灯	
（オレンジ）

マイクロUSBケーブル	
（付属）

USB	ACアダプター	
（市販）

充電が終わったら、以下のようにキャップをしっかり
と閉めてください。キャップの上側を先に入れると
より閉めやすくなります。

ヒント
•	市販のUSB	ACアダプターを使用するときは、出力電流が
500	mA以上の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）
•	本機に接続したマイクロUSBケーブルを起動中のパソコン
に接続しても充電できます。ただし、すべてのパソコンで
動作を保証するものではありません。また、自作パソコン
は動作保証対象外です。
•	本機で音楽を聞いている場合でも、本機が市販のUSB	AC
アダプターに接続されているか、起動中のパソコンに接続
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るため、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。
•	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、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。
•	充電はチャージランプ（オレンジ）が点滅してから行ってく
ださい。点滅してから充電を行うことで、電池をより長く
お使いいただけます。

内蔵充電池の持続時間
（BLUETOOTH接続時）
•	約6時間
	‒ 音量26に設定

•	約3時間
	‒ 音量最大（31）に設定

上記の時間は、
	‒ 当社既定の音源を使用しています。
	‒ 再生するコンテンツや、周囲の温度や使用状態により、異な
る場合があります。

マニュアルについて

お読みになった後は、いつでも見られるところに必
ず保管してください。

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、同梱物、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。

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb01/ja/

対応するBLUETOOTH®機器やよくあるお問い合わ
せについては、下記アクティブスピーカーサポート
ページをご覧ください。
https://www.sony.jp/support/active-speaker/

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。

•	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。

ペアリング完了後、BLUETOOTH接続した機器で音
楽を再生します。

ペアリングするには、下記	 または の方法から選
んでください。
	ペアリング（機器登録）する
	2台目以降の機器をペアリング（機器登録）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）ボタン／ 	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。
電源／BLUETOOTHランプが青色に速く点滅し
ます。
手順3へ進んでください。

速く点滅	
（青）

2	電源／BLUETOOTHランプが速く点滅
しない場合は、（電源）ボタン／
	PAIRINGボタンを、ビープ音が聞こえ
て電源／BLUETOOTHランプが速く点
滅しはじめるまで押し続ける
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（Android 7.X）

［設定］［無線とネットワーク］［Bluetooth］

［Bluetooth］をタッチ

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb01/ja/
https://www.sony.jp/support/active-speaker/
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4	電源／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	
（青）

点灯	
（青）

•	接続されない場合は、「	ペアリング（機器登
録）する」の手順2から操作してください。

BLUETOOTHの接続を解除するには
お使いのBLUETOOTH機器のBLUETOOTH機
能をオフにする

2台目以降の機器をペアリング
（機器登録）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
電源／BLUETOOTHランプが青色に点滅します。

ご注意
近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるとき
は、（電源）ボタン／ 	PAIRINGボタンを押しただけで、
自動的に本機が前回接続していた機器に接続されて、
電源／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）ボタン／ 	PAIRINGボタンを、
ビープ音が聞こえて電源／BLUETOOTH
ランプが速く点滅しはじめるまで押し
続ける
本機がペアリングモードになります。

速く点滅	
（青）

3	「	ペアリング（機器登録）する」の手
順3～ 4を行う

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／ 	PAIRINGボ
タンを押す
電源／BLUETOOTHランプが青色に点滅します。

点滅	
（青）

ヒント
スマートフォン／iPhoneのBLUETOOTH機能をオン
にすると、自動的に接続されます。

ご注意
•	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、（電源）ボタン／ 	PAIRINGボタンを押した
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、電源／BLUETOOTHランプが点灯するこ
とがあります。別の機器と接続したい場合は、接続
されたBLUETOOTH機器を操作して接続を切断して
ください。
•	iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhone内に
ある本機の登録を削除してから再度機器登録してく
ださい。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱
説明書をご覧ください。

2	「	ペアリング（機器登録）する」の	
手順3～ 4を行う

BLUETOOTH機器の音楽を
聞く
機器と接続できている状態で操作します。

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、または本機の－/＋（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

一時停止
再生中に（再生）ボタン／ （通話）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／ （通話）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／ （通話）ボタンをすば
やく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、接続した機器と本機の音量を確認して
ください。

［ ］をタッチして
［ ］にする

［SRS-XB01］をタッチ

•	［SRS-XB01］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 ／iPodの場合

［設定］

［Bluetooth］をタッチ

［ ］をタッチして
［ ］にする

［SRS-XB01］をタッチ

•	［SRS-XB01］が表示
されない場合は、
BLUETOOTH機能
を一度オフにして
から再度オンにし
てください。

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-XB01］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。
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb01/ja/

電話をかける／電話を受ける
スマートフォン／iPhoneを、本機と接続した状態で
操作してください。

対応するプロファイル：HSP、HFP

電話をかける
本機とBLUETOOTH接続されたスマートフォン／
iPhoneから発信します。

電話を受ける／切る
（再生）ボタン／ （通話）ボタンを押すと、電話を
受けます。もう一度押すと、電話を切ります。

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
ている場合でも、BLUETOOTH接続されたスマートフォン／
iPhone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。

困ったときは

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（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。
電源が入った状態で、背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（リセット）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「困ったときは／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情報は削除されません。

モデル名：SRS-XB01

「３０９」＋「＃」

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb01/ja/
https://www.sony.jp/support/

