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はじめに充電する

ワイヤレススピーカー
取扱説明書

1

• 水のかかる恐れのある場所では、
充電しないでください。

マイクロUSBケーブル
（付属）
と、USB AC
アダプターを本機につなぐ

2 充電が終わったら、キャップをしっかり閉める

USB AC
アダプター
（市販）

点灯
（オレンジ）

充電が始まり、CHGランプがオレンジ色に点灯し、
充電が完了するとラン
プが消灯します。
（内蔵充電池が満充電の場合は、
約 1 分後に消灯します。
）
500 mA以上を出力できる推奨USB ACアダプター(AC-UD20 ／別売)に
付属のケーブルを接続した場合、
約4時間30分*で充電することができます。

音楽を聞くための準備をする

1

／ PAIRINGボタンを押して、
電源／ ランプの状態を確認する

マークが上側であることを確認してキャップをしっかりと
閉めてください。
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。

点滅

ランプが速く点滅している場合

BLUETOOTH接続を探している状態です

 ADDボタン

 RESET（リセット）
ボタン
 AUDIO IN端子*



 キャップ
 電源／ （BLUETOOTH）
 ストラップ
ランプ
（青）



 L（左）
／Ｒ
（右）
ランプ
（白）

* ⾳声ケーブルを接続すると、
BLUETOOTH機器の音は聞こ
えなくなります。

ランプが点灯している場合
BLUETOOTH機器と接続が完了している状態です

未登録のBLUETOOTH機器をペ
アリングしたいとき
ゆっくり点滅

へ

点灯

へ

点灯

接続機器を変更したいとき
未登録のBLUETOOTH機器を
ペアリングしたいとき
へ

ペアリング済みのBLUETOOTH
機器を再接続したいとき

ペアリング済みのBLUETOOTH
機器を再接続したいとき

へ

へ

• 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。

iPhone/iPodの場合

［Bluetooth］
をタッチ

［
［

］
をタッチして
］
にする

［SRS-XB12］
をタッチ
•［SRS-XB12］
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。

ペアリング済みのBLUETOOTH
機器を再接続する

1

ウォークマン®／パソコンの場合

［設定］

［Bluetooth］
をタッチ

点滅



ランプがゆっくり点滅している場合

ペアリングモード状態です

［設定］［無線とネットワーク］［Bluetooth］

BLUETOOTHランプが速く点滅し、
ペアリング
モードになります。
「 BLUETOOTH機器に本機
を登録する」
の手順に従って操作してください。



 DC IN 5 V端子

• 初回の接続のみ、
ペアリングをする必要があります。次回以降の接続では、
このペアリング操作は必要ありません。

Android™の場合
（Android 7.X）

えるまで押し続ける

 CHG（充電）
ランプ
（オレンジ）

• ペアリング操作時は、BLUETOOTH機器の音楽再生を停止してください。

BLUETOOTH機器に本機を登録する

操作音が聞こ
／ PAIRINGボタンを、

 MIC（マイク）

• 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
（機器登録）
といいます。

または

1

 （電源）
ボタン／
PAIRINGボタン

 ストラップホール

速く点滅

未登録のBLUETOOTH機器をペア
リングする／接続機器を変更する



マイクロUSBケーブル
（付属）

BLUETOOTH機器に本機を登録
してください

本機を登録する



 －/＋
（音量）
ボタン

* 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。

BLUETOOTH機器に





SRS-XB12

1



 （再生）
ボタン／
（通話）
ボタン

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。
型名
（MODEL）
などの重要な情報は、
本機の底面に
表示してあります。
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Printed in China

各部の名前と働き

• 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。

スマートフォン／iPhoneの
BLUETOOTH機能をオンにする
「 BLUETOOTH機器に本機を登録する」
の
手順に従って操作してください。

ご注意
• 上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。
• 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器がある
自
ときは、／ PAIRINGボタンを押しただけで、
動的に本機が前回接続していた機器に接続されて、
電源／ 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。

ヘルプガイドをご覧ください。
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb12/ja/

［
［

］
をタッチして
］
にする

1

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

［SRS-XB12］
をタッチ
•［SRS-XB12］
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。

BLUETOOTH機器の音楽を聞く

2 電源／

点灯

• 接続されない場合は、
「 未登録のBLUETOOTH機器を
ペアリングする／接続機器を変更する」
の手順に従って
操作してください。

機器と接続できている状態で操作します。

BLUETOOTH機器を操作して音楽を

音量調整

再生する

接続した機器、
または本機の－/＋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
x1

再生中に ボタンをすばやく2 回押します。

x2

曲の頭出し

x3

再生中に 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。

ご注意

スピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、
接続する
BLUETOOTH機器とスピーカーの音量を小さくしておいてくだ
さい。

ストラップを使う

本機に装着されているストラップを使い、
かばんやリュックにつり下げることができます。

つり下げて使う

1

ストラップを装着する

取り付けボタンから、
長いほうのベルト
を外す

2 かばんの持ち手などにベルトを通す

3 ベルトを取り付けボタンに戻す

1

本機から取り外したストラップは、
以下の手順で再装着してください。

2 反対側の長いベルトを取り付けボタンに

本機のストラップホールに短いほうのベルト
を通し
（）
、
取り付けボタンにとめる
（）

とめる

ご注意

• 付属のストラップ以外は、
使用しないでください。
• 再装着した場合は、
ベルトとボタンがしっかりと装着されてい
ることを確認してください。
• 本機に装着したストラップを無理やり引っ張ったり、
振り回し
たりしないでください。





2 台のスピーカーで音楽を聞く
（Speaker Add機能）

1

2 台のスピーカーを 1 m以内に近づけて、
両方のスピーカーの  ボタンを押す
電源／ ランプが点滅
（または点灯）
します。

再生モードを切り替えて楽しむ

SRS-XB12（本機）
を 2 台組み合わせて音楽を楽しめます
（SRS-XB12 以外の機器は使用できません）
。

2 2台のスピーカーのADDボタンを操作音が
聞こえるまで約 3 秒間押し続ける

組み合わせが完了すると、2 台のスピーカーの
L/Rランプが点滅から点灯に変わります。

3 電源／

ランプが点滅しているスピーカー

を操作して、BLUETOOTH機器と接続する

「 BLUETOOTH機器に本機を登録する」
または
「 未登録のBLUETOOTH機器をペアリングする／
接続機器を変更する」
（おもて面）
をご覧ください。
電源／ 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。
始めはダブルモードに設定されます。

本機には、2 通りの再生方法があります。

ダブルモード

Speaker Add機能を解除する

1

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

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出力を切り替える
ADDボタンを押すたびにモードが切り替わります。

1

どちらかのスピーカーのADDボタンを
操作音が聞こえるまで約 3 秒間押し続
ける

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。
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。

ダブルモード

ヒント
点灯

点灯

点灯

消灯

点灯

点灯

• 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。

点滅
ステレオモード（R ch/L ch）

ヒント

近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、
自動的にスピーカーが前回接続していた機器に接続され
て、
電源／ 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機器を操作して、
BLUETOOTH機能をオフにするか、
電源を切ってください。

点灯
点滅

点灯

点灯

消灯

点灯

点灯

点灯

点灯

点灯

消灯

点灯

消灯

点灯

消灯

点灯

• 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
に切り替わり、Speaker Add機能は解除されます。

消灯

• 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。

点灯

ステレオモード（L ch/R ch）

点灯

ヘルプガイド／サポートホームページのご案内
ヘルプガイドで調べる
その他便利な使いかたや詳しい使いかたをお知り
になりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。
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。

点灯

消灯

消灯

消灯

点灯

困ったときは
サポートホームページで調べる

RESET（リセット）
ボタンの使いかた

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。

本機をリセットすることでペアリングできない、
ボタンを受け
付け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ボタンを押してください。
リセットした後は、
キャップをしっかりと閉めてください。

型名：SRS-XB12

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。
それでも解決しない場合は、
初期化をお試しください。

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。

「３０９」＋「＃」

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb12/ja/

https://www.sony.jp/support/active-speaker/

