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本機の楽しみかた

BLUETOOTH接続をして

スマートフォンの音楽を楽しむ
ことができます。

Wi-Fi接続をして

プッシュ＆プレイやインターネット上
の音楽配信サービスを楽しむこと
ができます。（裏面をご覧ください）

準備する BLUETOOTH接続をして、スマートフォンなどの音楽を聞く
内容品を確認する

スピーカー USB 
ACアダプター

マイクロ 
USBケーブル

クリーニングクロス
取扱説明書（本書）
使用上のご注意／ 
主な仕様

充電する （初めて使うときは、必ず1時間以上充電してください）

DC IN端子に、付属のマイクロUSBケーブルとUSB ACアダプ
ターをつなぐ
お買い上げ後にはじめて充電を開始すると、自動的に電源が入り、
 （on/standby）ランプ（白色）がゆっくり点滅します。
充電が完了すると、 （on/standby）ランプ（白色）は点灯します。

ヒント
•	本機の電源を切った状態で充電を開始すると、 （on/standby）ランプ（オレ
ンジ色）が点灯します。充電が完了すると消灯します。
•	充電池の残量が少なくなると、 （on/standby）ランプ（赤色）が点滅し、充電
池残量が少なくなったことを知らせる音が鳴ります。しばらく経つと本機の電
源が自動的に切れます。

電源を入れる／切る
 （on/standby）ボタンを押す
 （on/stanby）ランプ（白色）はゆっくり点滅します。

音楽を聞く

1 BLUETOOTH機器で、音楽を再生して適度な音量に調整す
る
あらかじめ、「BLUETOOTH機器を接続する」の手順を行って、
BLUETOOTH機器と接続してください。

2  ／  （音量）ボタンを押して音量を調整する
ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

ヒント
音が途切れるまたはノイズがある場合は、電波干渉の可能性があります。
本機の設置場所を変えるか、BLUETOOTH機器を近づけてください。

2台のスピーカーで音楽を聞くには（Speaker Add機能）
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

これでBLUETOOTH機器の音楽を再生できました。
Wi-Fi接続をしてインターネット上の音楽配信サービス
を楽しむには裏面をご覧ください。

Wi-FiWi-Fi

BLUETOOTH機器を接続する （かのどちらかの方法を選んでください。2台目以降も同じ方法です）

接続

A PAIRING（ペアリング）ボタンを使って接続する

BLUETOOTH機器を操作してペアリング（機器登録）できます。

1 BLUETOOTH ／  PAIRINGボタンを約2秒間押す
ペアリングモードに入ったことを知らせる音が鳴ります。

2 BLUETOOTH機器で本機を検索し、［LSPX-S2］を選ぶ

Android™ 7.x iPhone ウォークマン®

3 接続が完了したことを知らせる音が鳴るのを確認する
BLUETOOTHランプ（白色）も点灯します。

ヒント
操作の途中でランプの点滅が消えた場合は、再度手順1からやり直してください。

接続

B
NFC機能搭載のBLUETOOTH機器で 
ワンタッチ接続する

本機の電源が切れていても、スマートフォンでタッチするだけで、	
ペアリングや接続ができます。

1 画面のロックを解除したBLUETOOTH機器を、本機底面の 
Nマーク部分にタッチする

2 画面の指示に従って接続し、接続が完了したことを知らせる
音が鳴るのを確認する
BLUETOOTHランプ（白色）も点灯します。

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。

接続がうまくいかないときは
•	BLUETOOTH機器をNマーク部分の上でゆっくり動かす。
•	BLUETOOTH機器にケースを付けている場合は、ケースを外す。

さまざまな機能
イルミネーションLEDの明るさを 
調整する

 （イルミネーションLED）＋／－ボタンを押す
ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

キャンドルライトモードを楽しむ
本機の電源が入っている状態で、  （on/standby）ボタンを 
約2秒間押す
ろうそくの明かりのようにイルミネーションLEDの光がゆらぐように
設定できます。

キャンドルライトモードを解除するには
もう一度、  (on/standby）ボタンを約2秒間押します。

キャンドルライトモードの強さを選ぶ
キャンドルライトモードがオンになった状態で  （イルミネー
ションLED）＋／－ボタンを押し、2種類の強さからお好みのも
のを選ぶ
ご注意
キャンドルライトモード中は、「Sony	|	Music	Center」を使ったり、本機の	
   （イルミネーションLED）＋／－ボタンを押したりしてもイルミネーションLED
の明るさを調整することができません。一度キャンドルライトモードをオフにし
てから、明るさを調整してください。

スリープタイマー機能を使う

TIMER ／  WPSボタンを押す
スリープタイマーが設定されたことを知らせる音が鳴ります。60分
後に自動的に本機の電源が切れます。

スリープタイマーを解除するには
もう一度、TIMER／ 	WPSボタンを押します。スリープタイマー
が解除されたことを知らせる音が鳴ります。

ヒント
「Sony	|	Music	Center」を使って、タイマーの時間を設定することもできます。

外部機器を接続して音楽を聞く

1 AUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続
する
市販の接続コード（ステレオミニ⇔ステレオミニ、抵抗なし）を
使用してください。

2 接続した機器を操作して再生する

ヒント
AUDIO	IN端子に接続コードをつないだままBLUETOOTH機器の音楽を出力さ
せるには、本機底面のBLUETOOTH／ 	PAIRINGボタンを押すか、
「Sony	|	Music	Center」を使って再生したいBLUETOOTH機器を切り替えてく
ださい。
音量が小さい場合は、接続したオーディオ機器と本機の両方の音量を調整して
ください。



インターネット音楽配信サービス
（Spotify）を楽しむ

インターネット音楽配信サービス（Spotify）の音楽を本機で再生できます。
スマートフォンを操作して本機でSpotifyを楽しむ（「Spotify Connect」機
能）には、スマートフォンにSpotifyアプリをインストールし、会員登録*を
する必要があります。
*	2018年10月時点で、「Spotify	Connect」機能を使うには有料会員の登録が必要です。

1 本機をWi-Fiに接続する

2 同じWi-Fiに接続されているスマートフォン、タブレットまた
はパソコンにインストールされている「Spotify」を起動する
「Spotify」の詳細は下記URLをご参照ください。
www.Spotify.com/connect

3 楽曲を再生して、［接続可能なデバイス］を選ぶ

4 ［LSPX-S2］を選び、本機から再生される音楽を聞く
「Spotify	Connect」機能が有効になっているときは、Connectアイコ
ン（	 	）が緑色に点灯しています。
接続が完了すると、本機底面のネットワークランプ（緑色）が点灯します。

ヒント
音が途切れるまたはノイズがある場合は、電波干渉があるか、電波が弱い可能性があ
ります。
本機が金属に囲まれていないか確認してください。
また、電子レンジやその他の無線LAN機器などからは離してください。

ご注意
「Spotify」のサービス内容は国や地域により異なる場合があります。
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。

インターネット音楽配信サービス
（Spotify）の音楽をプッシュ＆プレイで
楽しむ

「Spotify Connect」機能を使ったり、お気に入りの音楽に登録したりしたあ
とは、本機の電源が入っていなくても  （プッシュ＆プレイ）ボタンを押す
だけで音楽を楽しむことができます。

1 「インターネット音楽配信サービス（Spotify）を楽しむ」の手
順3まで行ったあと、  （プッシュ＆プレイ）ボタンを押す

   

 （プッシュ＆プレイ）ランプ（白色）
が点灯します。

2  ／  （音量）ボタンを押して音量を調整する
ボタンを押し続けると、連続して調整できます。
「Spotify」を使って音量を調整することもできます。

3 「Sony｜Music Center」を操作して、プッシュ＆プレイで再生
する音楽を選ぶ
以下から選ぶことができます。
•	最後に再生した音楽（お買い上げ時の設定）
•	グラスサウンドスピーカーのおすすめ
•	お気に入りの音楽

お気に入りの音楽に登録するには
曲の再生中に、	 	（プッシュ＆プレイ）ボタンを約2秒間押してください。
登録が完了したことを知らせる音が鳴り、	 	（プッシュ＆プレイ）ランプが
数回点滅したあと、点灯（白色）の状態に戻ります。

「Sony | Music Center」を使って 
詳細設定する

「Sony	|	Music	Center」とは、スマートフォンから「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。

本書で紹介した「Sony | Music Center」を使った機能以外に 
できること
•	ワイヤレスマルチルーム機能の設定
•	ワイヤレスステレオ機能の設定
•	Speaker	Add機能の設定
•	ベースブースター機能の設定
•	ネットワークスタンバイの設定

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。

http://www.sony.net/smcqa/

ご注意
「Sony	|	Music	Center」でできる操作は機器によって異なります。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。

ヘルプガイドのご案内
本機の詳しい使いかたや困ったときの対処方法などを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/lspx-s2/ja/

Wi-Fi接続をしてインターネット上の音楽配信サービス（Spotify）を聞く
Wi-Fiネットワークに接続する （かのどちらかの方法を選んでください。）

接続

A
Wi-Fi Protected Setup™（WPS）ボタンを搭載した
Wi-FiルーターでWi-Fiに接続する

1 本機をWi-Fiルーターの近くに置き、電源を入れる

2 ピピッという音が聞こえるまで、本機のTIMER ／  WPS 
ボタンを約2秒間押し続ける

3 90秒以内に、Wi-FiルーターのWi-Fi Protected Setup™
（WPS）ボタンを押す

4 ネットワークランプ（白色）が点灯するのを確認する
Wi-Fi接続が完了しました。

接続

B スマートフォンを使ってWi-Fiに接続する

1 スマートフォンに「Sony | Music Center」をインストール
する

   Google Play™ (Playストア)またはApp Storeで
「Sony Music Center」を検索

2 スマートフォンを無線LANルーターに接続する

3 スマートフォンと本機をBLUETOOTH接続する
おもて面の「BLUETOOTH機器を接続する」の手順を行って、
BLUETOOTH機器と接続してください。

4 「Sony | Music Center」の画面の指示に従ってWi-Fi接続
を行う
Wi-Fi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、
スマートフォンと本機を同じSSIDに接続してください。

5 ネットワークランプ（白色）が点灯するのを確認する
Wi-Fi接続が完了しました。

困ったときは
詳しくはヘルプガイドの「困ったときは/よくある質問」をご覧ください。	
また、本機を充電することで問題が解決することがあります。	

本機の充電について

電源が入らない場合や長時間使用していない場合は、付属のマイクロUSB
ケーブルとUSB	ACアダプターをコンセントにしっかりと接続し、1時間以
上充電してから電源を入れてください。

パソコンのUSB端子との接続では、一部の場合を除き充電できません。

本機のオートパワーオフ（Auto Standby）機能について

下記の状態が約15分間続くと、本機の電源は自動的に切れますが、故障では
ありません。お買い上げ時はオートパワーオフ（Auto	Standby）機能はオ
ンに設定されています。オートパワーオフ（Auto	Standby）機能のオン／
オフは、「Sony	|	Music	Center」の設定メニューから切り替えることができ
ます。
•	本機を操作していない。
•	BLUETOOTH接続している機器で音楽（音声）が再生されていない。
•	AUDIO	IN端子に接続しているオーディオ機器の音楽（音声）が再生されて
いない、またはオーディオ機器の音楽（音声）出力が著しく小さい。	

Wi-Fi接続の設定を確認する

	（プッシュ＆プレイ）ボタンを押したときに、 	（プッシュ＆プレイ）ランプ
（赤色）が点滅してエラー音が鳴るときは、以下の場合が考えられます。
•	一度も「Spotify	Connect」機能を使っていない場合
•	Wi-Fi接続がされていない場合

「Wi-Fiネットワークに接続する」以降の手順に従って、もう一度設定してく
ださい。

Wi-Fi接続をして音楽を聞いたあとに、BLUETOOTH接続して再生
するには

本機底面のBLUETOOTHランプが消灯していないか確認してください。	
消灯している場合は、本機底面のBLUETOOTH／ 	PAIRINGボタンを押し
て、BLUETOOTHランプが点灯することを確認してください。

本機をリセットする

本機が正常に動作しないときは、本機をリセットすることで症状が回復
する場合があります。本機をリセットするには、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。USB	ACアダプターを接
続していないときは、RESETボタンを押したあと、 （on/standby）ボ
タンを2秒以上押すことで、本機の電源が入ります。

 

本機の電源を入れ直す

本機の （on/standby）ランプ（赤色）が点滅しているときは、本機が
プロテクトモードになっています。しばらく置いてから、再度 （on/
standby）ボタンを押して電源を入れてください。	
電源を入れ直しても同じ状態になる場合は、ソニーの相談窓口にご相談
ください。	

本機を初期化する

「困ったときは」の該当項目をチェックしても正常に動作しないときや、
設定に失敗したときは、本機を初期化してお買い上げ時の状態に戻して
ください。	
初期化するには、本機の電源が入った状態で、本機の （on/standby）ボ
タンと   （音量）ボタンを同時に4秒以上押し続けてください。	
初期化には数十秒かかります。終了すると本機の （on/standby）ラン
プとイルミネーションLEDが点灯し、電源が入った状態になります。	
本機を初期化すると、すべてのBLUETOOTHペアリング情報とネット
ワーク設定が削除されるため、各設定をやり直してください。
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