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SRS-LSR200

取扱説明書・保証書
パーソナルオーディオシステム

お買い上げいただきありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

2 お手元スピーカーを充電する
お手元スピーカーを初めて使うときは、必ず充電してください。

1 送信機を裏返して置く

ケーブルを接続したまま裏返してください。下図はケーブル
のイラストを省略しています。
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突起が上になるように置く
送信機（付属）

2 お手元スピーカーを送信機に載せる
電源が正しく接続されていたら、音が鳴り送信機の送信／スタ
ンバイランプが点灯し充電が始まります。
ランプの色の意味は裏面を参照してください。

送信／スタンバイランプ
送信機（付属）

お手元スピーカー

3 お手元スピーカーの充電ランプがゆっ
くり点滅するのを確認する
お手元スピーカーの電池が空になっていると、充電ランプが点
滅するまでに時間がかかります。30分ほどそのままお待ちく
ださい。充電ランプが消灯すると充電完了です。

充電ランプ

充電が完了しても、送信機とコンセント、テレビはつないだま
まにしておいてください。

約3時間で充電できます
使用可能時間は約13時間です。

充電ランプの色と電池残量の目安
 緑色：4時間以上
 黄色：2時間以上
 赤色：2時間以下

1 送信機を設置する
送信機は、お手元スピーカーを充電するためと、テレビの音を
お手元スピーカーにワイヤレスで送信するために設置します。

1 送信機を裏返して置く
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 ラベルが見える向きに置く
送信機（付属）

2 光デジタル音声出力端子が、お使いの 
テレビにあるか確認する
光デジタル音声出力端子が、テレビの背面や側面などにある
かをご確認ください。テレビの取扱説明書もご覧ください。
テレビの電源が入っている場合、光デジタル音声出力端子は
赤く光ります。

光デジタル
音声出力 テレビに光デジタル音声出力 

端子はありますか？

• ない  右側、本紙3列目の「光デジタル 
音声出力端子がテレビにない 
場合のつなぎかた」に進む

• ある  次の手順3（機器をつなぐ） 
に進む

3 機器をつなぐ 
まず、送信機とテレビをつなぐ
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送信機（付属）

3 2 1

光デジタル
音声出力

テレビ

光デジタルケーブル（付属）

カチッとロック
されるまで差し込む

カチッとロック
されるまで差し込む

ケーブルと端子
の長辺を合わせる

    のラベルが上になる端子
の向きで、差し込む

ケーブル         端子

次に、送信機とコンセントをつなぐ
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送信機（付属）

3 2 1

家庭用コンセントへ

ACアダプター
（付属）

USBケーブル（付属）

4 テレビのデジタル音声出力をPCMに設
定する

デジタル音声出力設定

設定

PCM

PCM の設定方法について詳しくはテレビの取扱説明書をご覧
ください。テレビのデジタル音声出力がPCM以外に設定され
ていると、映画やスポーツ中継番組などで、正しく音が出力さ
れないことがあります。
主な設定方法は以下をご覧ください（機種、メーカーにより異
なる場合があります）。

テレビのメーカー 設定方法
ソニー テレビのリモコンで設定を開き、

（設定）－［画面と音声］－［音声
出力］－［デジタル（光）音声出力］
を［PCM］に設定します。

シャープ、パナソニック、
東芝、日立、三菱

テレビのリモコンで設定（メ
ニュー）を開き、［デジタル（光）音
声出力（設定）］を［PCM］に設定し
ます。

光デジタル音声出力端子がテレビにない場
合のつなぎかた
はじめに送信機とテレビのヘッドホン端子を音声ケーブルでつなぎ
ます。テレビのヘッドホン端子の位置は、テレビの取扱説明書をご確
認ください。
次に送信機とコンセントをUSBケーブルでつなぎます。
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送信機（付属）

3 2 1

家庭用コンセントへ

ACアダプター
（付属）

USBケーブル（付属）

音声ケーブル（付属）

テレビ

ヘッドホン 
端子

音声ケーブルをヘッドホン端子に接続すると、テレビから音が出なく
なる場合があります。テレビにより仕様が異なりますので、詳しくは
テレビの取扱説明書をご覧ください。
なお、音声ケーブルでつないだ場合は、PCMの設定は不要です。

準備する

準備する

3 リモコンを設定する
お手元スピーカーをテレビのリモコンとして使うための設定
をします。ソニー製テレビをお使いの場合は、この手順は不要
です（出荷時はソニーに設定されています）。
機種によって、一部の機能が使えないことがあります。

1 スピーカー電源ボタンを押す
音が鳴り、スピーカー電源ランプが点灯します。

スピーカー電源ボタン

スピーカー
電源ランプ

2 はっきり声ボタンをピッと音が鳴るま
で約5秒間押し続ける
はっきり声ランプが交互に点灯します。

約5秒間

3 テレビメーカー番号の数字ボタンを押す

ソニー 1
パナソニック 2
シャープ 3
東芝 4または5
日立 6
三菱 7
LG 8
FUNAI 9
Hisense 10
リモコンオフ 4K/8K

4 お手元スピーカーのボタンでテレビを
操作できるか確認する

リモコン送信部を
テレビに向けて操作する

テレビを操作できない場合は、手順  -2から設定をやり直してくださ
い。

これで準備は完了です。
裏面を見て、お手元スピーカーでテレビの音を聞いてみましょう。

箱の中身を確かめる
• 送信機 • ACアダプター• お手元スピーカー

• 音声ケーブル 
（約1.5 m） 
（  ラベル付き）

• 光デジタル 
ケーブル（約1.5 m） 

（  ラベル付き）

• USBケーブル（USB-A -  
USB-C™）（約1.5 m） 

（  ラベル付き）

• 取扱説明書・保証書 
（本書）

• 取扱説明書  
「安全のために」



SRS-LSR200
パーソナルオーディオシステム

その他の使いかた 困ったときは ・ その他
お手元スピーカー



  

送信機
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操作音が鳴らないようにする
本機の電源が入った状態で、テレビ音量ボタンの[－]とはっきり声ボタン
を同時に2秒以上押し続けると、ピッと音が鳴り、操作音がオフになります。再度
操作音を出すには、同じ操作を行います。

音声モードを切り替える（はっきり声）
はっきり声ボタンを押すと、音声モードが切り替わります。ランプの点灯で音
声モードの状態が確認できます。

• １つ点灯（標準）：声用スピーカーを使用し、声をはっきり際立たせます

• 2つ点灯：標準に加え、高い周波数帯を強調します

• 消灯：ステレオ再生（L、Rのみ）

電池残量を音で確認する
数字ボタンのとはっきり声ボタンを同時に押すと、音の数で電池残量が
確認できます。

• ピーピーピーと3回：4時間以上

• ピーピーと2回：2時間以上

• ピーと1回：2時間以下

スピーカー電源ランプの意味
• 緑色の点灯：電源オン、送信機と通信中

• 緑色の点滅：電源オン、無線がつながっていません

• 緑色の早い点滅：リモコン送信中

• 黄色の点滅：ペアリングモード

• 赤色の点灯：リモコン設定

• 消灯：電源オフ

送信／スタンバイランプの意味
• 緑色の点灯：お手元スピーカーに音声を送信中

• 黄色の点灯：お手元スピーカーに音声を送信していません（テレビのデジタル
音声出力設定がPCM以外になっています）

• 赤色の点灯：省電力モード、お手元スピーカーに音声を送信していません

• 消灯：電源オフ

その他
• お手元スピーカーのDC IN端子にUSBケーブル（USB-A-USB-C™）とUSB AC

アダプター AC-UD20（いずれも別売、2019年10月現在）をつなぐと、お手元ス
ピーカーを送信機に戻さずに充電しながら使うことができます。

• お手元スピーカーのヘッドホン端子にヘッドホン（別売）をつないで使え
ます。

• お手元スピーカーのRESETボタンや送信機のRESETボタンを先の細いペ
ンなどで押すと、不具合が解消することがあります。

• お手元スピーカーのチャンネルボタンの［＋］、数字ボタンのには凸点
がついています。操作の目印としてお使いください。

困ったときは 

1 本書で調べる
「困ったときにすること」（下記）で該当する項目を確認します。

3 それでも解決しないときは使い方相談窓口、
修理相談窓口へご相談ください。

2 サポートページで調べる
最新のサポート情報やさらに詳しい解決方法を
確認できます。
URL ： https://www.sony.jp/support/
型名 ： SRS-LSR200

困ったときにすること
症状 原因 対処方法

音が出ない（送信
機のランプが赤
色または消灯）

ケーブルが奥まで差し
込まれていない。
接続が正しくない。

テレビと送信機を接続し直してくださ
い。ケーブルは奥までしっかりと差し込
んでください。

テレビの音量が最小に
なっている。

テレビの音量を大きくしてください。

音が出ない
（送信機のランプ
が黄色）

テレビの設定が正しく
ない（光デジタルケー
ブルで接続していると
き）。

テレビのデジタル音声出力の設定が
PCMになっているかご確認ください。
設定方法はテレビの取扱説明書をご確
認ください。

AVアンプやホームシ
アターシステムと光デ
ジタルケーブルで接続
している。

音声出力の設定がPCMになっているか
ご確認ください。
または、付属の音声ケーブルで接続して
ください。

音が出ない
（送信機のランプ
が緑色）

お手元スピーカーの音
量が最小になっている。

お手元スピーカーの音量を上げてくだ
さい。

お手元スピーカーと送
信機のペアリングが切
れている。

ペアリングをしなおします。
1. お手元スピーカーの音量［－］ボタン
とチャンネル［＋］ボタンを同時に2秒
押します（スピーカー電源ランプが黄色
に点滅します）。
2. 送信機の裏の登録ボタンを押します

（送信機の送信／スタンバイランプが黄
色に点滅します）。
送信／スタンバイランプが緑色に点灯
したら完了です。

電池残量がない。 お手元スピーカーを充電してください。

操作を受け付けなく
なっている。

お手元スピーカーと送信機をリセットし
てください。
1. お手元スピーカー背面のふたをあけ、
先の細いペンなどでRESETボタンを押し
ます。
2. 送信機を裏返して先の細いペンなどで
RESETボタンを押します。

テレビから音が
出ない

音声ケーブルで送信機
とテレビを接続してい
る。

光デジタルケーブルで送信機とテレビ
を接続してください。

電源が勝手に切
れる

自動電源オフ機能が働
いている。

音声ケーブルで接続しているとき、無音
または微音の状態が15分以上続くと、お
手元スピーカーの電源が自動的に切れ
ます。送信機のランプは赤色になります。

音量が小さい

テレビのヘッドホン音
量が小さい。

テレビのヘッドホン音量を調節してく
ださい。詳しくはテレビの取扱説明書で、
ヘッドホン音量の調整方法をご確認く
ださい。

充電ができない

充電ランプが点滅しな
い。

電池がほぼ完全に空になっていると、充
電されていても充電ランプが点滅しな
いことがあります。数十分たつと急速充
電に移行して充電ランプが点滅します。

ノイズが出る

テレビのヘッドホン端
子の接触が悪い。

テレビのヘッドホン端子に音声ケーブ
ルがしっかりと奥まで差し込まれてい
るかご確認ください。また、音声ケーブ
ルを何度か抜き差しすると接触が良く
なることがあります。

音が途切れる

電波が干渉している。 周辺に無線機器や電子レンジなどがあ
る場合は、できる限り離れてご使用くだ
さい。
スマートフォンやタブレットは、画面が
消えていても通信をしているため、近く
にあると音が途切れることがあります。

他の無線機器（テレビ、サウンドバーな
ど）への影響がある場合は、送信機の位
置を動かしてください（例えば左に置い
て影響がある場合は、右や中央に置いて
みる、など）。

無音検出機能をオフに
する。

送信機の登録ボタンを押しながら、
RESETボタンをペンなどの細い先で押
します。送信／スタンバイランプが2回
点滅し、無音検出機能がオフになります。
無音検出機能をオンにする場合は、登録
ボタンを10秒間押し続けます。

音の頭が途切れ
る

主な仕様
お手元スピーカー
形式 アンプ内蔵スピーカーシステム
実用最大出力 はっきり声オフの時：1 W+1 W（L、R） 

はっきり声オンの時：0.5 W+0.5 W+1 W（L、R、セ
ンター）

スピーカーユニット Φ40 mm（L、R、センター）
出力端子 3.5 mmφステレオヘッドホン端子
電源 リチウムイオン電池
連続使用時間 約13時間（はっきり声=オフ、JEITA規格による）*
充電時間 約3時間*
使用温度範囲 5 ℃ ～ 40 ℃
最大外形寸法 約182 mm × 77 mm × 87 mm（ハンドルを下げ

た状態、幅×高さ×奥行）
質量 約630 g

* 使用状況により変わります。

送信機
変調方式 その他の方式
送信周波数帯 2.4GHz帯
到達距離 約30 m（直進見通し）
入力端子 ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子（角

型）（fs=48kHzに限る）×1
電源 DC5V（付属のACアダプター AC-UUD12を使用）
最大外形寸法 約194 mm × 25 mm × 105 mm （幅×高さ×奥

行）
質量 約100 g

• 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承く
ださい。

• USB Type-C™およびUSB-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

保証書とアフターサービス 
保証書
• 本書には、保証書が印刷されています。
• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを 
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
お買い上げ店、またはソニーの相談窓口にご相談ください。修理をご依頼の際は、
付属のACアダプター、お手元スピーカー、送信機の3点を一緒にお持ちください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧く
ださい。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきま
す。

部品の保有期間について
当社ではパーソナルオーディオシステムの補修用性能部品（製品の機能を維持す
るために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状
況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承
ください。

1 テレビ電源ボタンを押してテレビの電
源を入れる

リモコン送信部を
テレビに向けて操作する

2 スピーカー電源ランプが消えている場
合は、スピーカー電源ボタンを押す
スピーカー電源ランプが点灯し、お手元スピーカーから音が出
ます。

スピーカー
電源ランプ

スピーカー
電源ボタン

3 スピーカー電源ボタンを回してお手元
スピーカーの音量を調節する

4 使い終わったら電源を切る
音が鳴り、スピーカー電源ランプが消灯します。

• テレビの電源を切り約15分経つと、お手元スピーカーの電源も自動的
に切れます（自動電源オフ機能）。

• お手元スピーカーを使わないときは、送信機に置いて充電することを
おすすめします。

テレビの音を聞く




