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SRS-XB13

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。

ワイヤレススピーカー

取扱説明書

点灯
（オレンジ）

USB Type-C
ケーブル（付属）

USB 
ACアダプター

（市販）

はじめに充電する

音楽を聞くための準備をする

各部の名前•	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。

BLUETOOTH®接続したい機器を登録しておく操作をペアリング（機器登録）といいます。
スピーカーと組み合わせて使う場合は、BLUETOOTH接続したい機器ごとに必ずペアリングが必要です。

•	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。
•	接続完了後、再生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。

機器と接続できている状態で操作します。

1	USB	Type-C®ケーブルと、	
USB	ACアダプターを本機につなぐ

1	（電源）ボタンを押して、（BLUETOOTH）ランプの状態を確認する

点滅
（青）

または

点灯
（青）

（BLUETOOTH）ランプが2回ずつ点滅している場合

ペアリングモード状態です

2回ずつ点滅

BLUETOOTH機器に本機を登録
してください

	へ

（BLUETOOTH）ランプがゆっくり点滅している場合

BLUETOOTH接続を探している状態です

ゆっくり点滅

未登録のBLUETOOTH機器
（2台目以降の機器）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

	へ

（BLUETOOTH）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

点灯

接続機器を変更したいとき	
未登録のBLUETOOTH機器
（2台目以降の機器）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

	へ

2	充電が終わったら、キャップをしっかり閉める

充電が始まり、CHARGE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以上を出力できる市販のUSB	ACアダプターに付属のケーブ
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。
*	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。

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。

  

 











 		（電源）ボタン・ランプ

	CHARGE（充電）ランプ

	（BLUETOOTH）ボタン・
ランプ／	
	ST	PAIR（Stereo	Pair）
ボタン・ランプ

	（再生）ボタン／		
（通話）ボタン

	－／＋（音量）ボタン

	MIC（マイク）

	ストラップホール（上）／	
ストラップホール（下）

	DC	IN	5V端子	
（USB	Type-C）*

	キャップ

	ストラップ

*	音楽再生には対応していません。

		BLUETOOTH機器に本機を登録する

	未登録のBLUETOOTH機器（2台目以降の機器）を接続する／
								接続機器を変更する

	ペアリング済みのBLUETOOTH
								機器を再接続する BLUETOOTH機器の音楽を聞く

1	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。

本機とBLUETOOTH機器が自動的に接続され、操作音が流れ
ます。

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
があるときは、（電源）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、（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。

Android™の場合（Android 8.X）

［設定］

iPhone ／ iPodの場合

［設定］

ウォークマン®／パソコンの場合

ヘルプガイドをご覧ください。	
https://rd1.sony.net/help/
speaker/srs-xb13/ja/

［Bluetooth］をタッチ［機器接続］をタッチ ［ ］をタッチして［ ］にする ［SRS-XB13］をタッチ

•	［SRS-XB13］が表示	
されない場合は、	
［	 	］から［検索］を
タッチしてください。

［Bluetooth］をタッチ ［ ］をタッチして［ ］にする ［SRS-XB13］をタッチ

•	［SRS-XB13］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。

BLUETOOTH機器を操作して音楽を再生します。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。

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。

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。

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。

現在もしくは前の曲の頭へ移動*
再生中に		（再生）ボタンをすばやく3回押します。
*	使用するBLUETOOTH機器によって、動作が異なります。

x 2

x 3

x 1

1	BLUETOOTH機器に本機を登録する

1	（BLUETOOTH）ボタンを押す
本機から操作音が流れ、（BLUETOOTH）ランプが2回ずつ点滅し、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。

2回ずつ点滅
（青）

2	（BLUETOOTH）ランプが点滅から点灯に
変わったことを確認する
本機から操作音が流れ、BLUETOOTH機器と接続
されます。

点滅
（青）

点灯
（青）

•	接続されない場合は、「	未登録のBLUETOOTH機器
（2台目以降の機器）を接続する／接続機器を変更する」の
手順に従って操作してください。

https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb13/ja/
https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb13/ja/
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消灯

点灯
（白）

点灯
（白）

点灯
（青）

SRS-XB
13

2台のスピーカーで音楽を聞く
（Stereo	Pair機能） Stereo	Pair機能を解除する

ストラップを使う

SRS-XB13（本機）を2台組み合わせてよりパワフルな音楽を楽しめます（SRS-XB13以外の機器は使用できません）。

本機に装着されているストラップを使い、つり下げて使用することができます。

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	（電源）ボタンを
押す
（BLUETOOTH）ランプが点滅（または点灯）し
ます。

1	どちらかのスピーカーの 	/ 	ST	PAIR
（Stereo	Pair）ボタンを操作音が聞こえ
るまで約3秒間押し続ける

ヒント
•	スピーカーの電源を切っても、Stereo	Pair機能は解除され
ません。再び電源を入れると本機はStereo	Pair機能での再
生を試みます。Stereo	Pair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。
•	前回Stereo	Pair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
	/ 	ST	PAIR（Stereo	Pair）ボタンを押し続け、Stereo	
Pair機能を解除してください。

2	どちらか一方のスピーカーで、	/ 	ST	PAIR
（Stereo	Pair）ボタンを約3秒間押し続ける
操作音が鳴り、（BLUETOOTH）ランプとST	PAIR
（Stereo	Pair）ランプが点滅します。約5秒後に操
作音が鳴り、ST	PAIR（Stereo	Pair）ランプが点灯
に変わります。

2	かばんの持ち手などにベルトを通し、	
再度フックにかける

1	フックからベルトを外す 2	ベルトをストラップホール（下）に通す 3	つり下げたい場所にベルトをかけ、	
再度フックにかける

4	2台のランプの状態を確認する
Stereo	Pair機能で接続されると、操作音が鳴り、両
方のスピーカーのST	PAIR（Stereo	Pair）ランプが
点灯したままになり、2台目のスピーカーの
（BLUETOOTH）ランプが消灯します。

2台目のスピーカーの設定は、1分以内に行ってく
ださい。1分以上経過すると1台目のスピーカーの
設定が解除されます。

ご注意
•	付属のストラップ以外は、使用しないでください。
•	ストラップを装着する際は、ベルトがフックの奥までしっかり
と挿入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。

ヘルプガイド／サポートホームページのご案内 困ったときは 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。

本機をリスタート（再起動）するサポートホームページで調べるヘルプガイドで調べる

ストラップホール（上）に通して使う ストラップホール（上／下）に通して使う

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。
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。

https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb13/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/

本機をリスタート（再起動）することで、電源を入れても本機の
操作ができない、ペアリング（機器登録）ができないなどの症状
が回復する場合があります。
（電源）ボタンを約10秒間押し続けてください。

ヒント
リスタート（再起動）してもペアリング情報は削除され
ません。

型名：SRS-XB13

「３０９」＋「＃」

1	フックからベルトを外す

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、（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。
•	ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、
スピーカーにペアリング（機器登録）情報がない状態で
は、（BLUETOOTH）ランプが青色に2回ずつ点滅します。

点滅
（青）

点滅
（青）

点滅
（白）

点灯
（白）

点滅
（青）

点滅
（白）

3	もう一方のスピーカーで、	/ 	ST	PAIR
（Stereo	Pair）ボタンを約3秒間押し続ける
（BLUETOOTH）ランプとST	PAIR（Stereo	Pair）
ランプが点滅します。

5	（BLUETOOTH）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

点滅
（青）

消灯

点灯
（白）

点灯
（白）

◆　	相談窓口にお問い合わせの
前に、リスタート（再起動）
をお試しください。

BLUETOOTH接続について詳しくは、おもて面の
～をご覧ください。	
BLUETOOTH機器を再生して、適度な音量に調整し
てください。一方のスピーカーで音量調整すると、
もう一方のスピーカーの音量も自動で調整されます。	
ステレオ再生は、（BLUETOOTH）ランプが点灯してい
るスピーカーは左チャンネル（L側）に設定されています。

https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb13/ja/
https://www.sony.jp/support/active-speaker/
https://www.sony.jp/support/

