グラスサウンドスピーカー
NEW

LSPX-S2 オープン価格

有 機 ガ ラ ス が 奏 で る リ ア ル で クリ ア な サ ウ ンド

音と光による、空間リノベーション

生演奏のようなリアルな音を再現する技術、
「アドバンスド バーティカル ドライブ テクノロジー」

コンパクトで安定感のあるデザ
インは住空間になじみやすく、
生活に自然と溶け込みます。
また、ずっと眺めていたくなる
キャンドルのような揺らぎのあ
る光が、あなたの大切なひとと
きを音楽とともにやさしく包み
込み、リラックス空間をつくり
ます。

弦楽器や打楽器を物理的に指で
はじいたり、たたいて音を出すの
と同じように、加振器が物理的に
有機ガラス管（振動板）の端面を
たたき、振動をガラス管全面に伝
えます。音の出し方の原理が近い
ことで、楽器の音の響きや、人の
細かな息遣いまでもリアルに再
現することを可能にした、ソニー
独自のスピーカー駆動技術です。

スピーカー全体から 360 度に音が広がる
「サークルサウンドステージ」
透明な有機ガラス管は、高域を
再生するトゥイーターになって
おり、真ん中に配置されている
ウーファーからは中域を再生し
ます。
また、下部には低域を再生する
パッシブラジエーターが配置さ
れ、スピーカー全体で音を奏で
ています。
本体を中心に 360 度均一に、立
体的でクリアな音の広がりを実
現。部屋中どこからでも上質な
音が楽しめる、新しい音楽空間
を演出します。

有機ガラス管型トゥイーター（＝振動板）

加振器

明瞭度のある低域で、幅広い音楽ジャンルに対応

高域を再生する
ソニー独自の
有機ガラス管型
トゥイーター

低域を再生するパッシブラジエーターは、ソニー独自の技術で振幅動作を
最適化し、クリアな低域を再現します。好みに合わせて「Music Center」
のアプリから低域を強調する「ベースブースター」を ON/OFF することが
できます。

ワイヤレスでもハイレゾ音質＊1 で楽しめる
中域を再生する
小型35ｍｍ
ウーファー

高音質コーデック「LDAC™」に対応。ハイレゾ音源を従来の最大３倍＊ 2 の
情報量で伝送できるので、ハイレゾコンテンツも原音の細かい表現まで忠
実に再現された音質で楽しめます。

低域を再生する
パッシブラジエーター

＊ 1 LDAC™ は日本オーディオ協会の“Hi-Res Audio Wireless”に認定されたコーデック技術
です。ハイレゾコンテンツを転送速度 990kbps で伝送する場合
＊ 2 Bluetooth® A2DP の SBC
（328kbps、44.1kHz 時）との比較
※ お使いの Bluetooth® 機器が LDAC™ コーデックに対応している
必要があります

ワイヤレスで、さまざまなシーンで音楽を楽しめる

「Spotify」の音楽をワンプッシュで再生

最大８時間駆動 の充電式バッテリーを内蔵。ベッドルームやリビング、ダイ
ニングテーブルなど、場所を選ばずワイヤレスで音楽を楽しめます。

「Spotify Connect」に対応。スマートフォンなどからの操作で、
「Spotify」の
お好きな音楽を高音質で楽しめます。また、
「プッシュ＆プレイ」機能により、
本体をワンプッシュするだけで「Spotify」の音楽をダイレクトに再生するこ
ともできます。

＊

＊ Bluetooth® 接続時。イルミネーション輝度最大時。音量は約半分で使用の場合。音量や再生楽曲、
周囲温度などの使用状況により記載の時間と異なることがあります

※ 製品でご利用可能なサービスは、予告なく変更・停止・終了することが
あります。また、第三者が提供するサービスについて、ソニーはいかなる責
任も負いかねますのであらかじめご了承ください

スマートフォンで操作ができる
「Music Center」アプリ

Sony | Music Center
アプリ

「Music Center」とは、スマートフォンや iPhone、
タブレットから本機をワイヤレスで操作できるアプ
リです。音量調整や輝度調整、スリープタイマーの設
定、
「ベースブースター」設定などの操作ができます。

「Bluetooth ®」と「NFC」で、スマートフォンなどと簡単に接続

妥協なく突き詰めた高音質技術

NFC 搭載機器や、おサイフケータイ 対応 Android™ 搭載スマートフォンな
どと、
「Bluetooth®」のペアリングや接続・切断・接続切り替えがワンタッチ
で行えます。

ハイレゾ音源を忠実に再現する「S-Master HX」や、高圧縮音源も CD 以上
の高音質に変換する「DSEE HX」など、先進的な技術も惜しみなく投入。
ソニーならではの高音質で楽しめます。

®

※ ワンタッチ接続（NFC）機能を利用するには NFC 対応スマート
フォン、または一部のおサイフケータイ ® 対応の Android™ スマー
トフォンが必要です
□ グラスサウンドスピーカーシリーズの主な仕様

LSPX-S2

LSPX-S1

オープン価格

オープン価格

NEW

基本性能

スピーカー部

アンプ部

Bluetooth®
ユーザビリティ
ネットワーク機能
イルミネーション
アプリ対応

充電池持続時間（Bluetooth® 接続時）
最大外形寸法（外径×高さ）
質量
使用スピーカー
エンクロージャー方式
周波数帯域
実用最大出力
デジタルアンプ
外部音声入力
イコライザー機能
圧縮音源高域補完
ハイレゾ対応＊2
Bluetooth®

約 8 時間＊1
約Φ90mm×277mm
約 1,100g（充電池を含む）
有機ガラス管型トゥイーター、35mmウーファー
パッシブラジエーター方式
60 〜 40,000Hz
11W（ウーファーのみ）
S-Master HX
ステレオミニジャック
（オーディオ入力端子）
×1
ベースブースター（Music Center アプリで操作）
DSEE HX
●
＊3
●
（Bluetooth® 標準規格 ver.4.2）
Bluetooth® 対応プロファイル＊4：A2DP、AVRCP
®
＊5
Bluetooth 対応コーデック ：SBC、AAC、LDAC

Bluetooth® 再生機能
NFC
入力端子（充電端子を除く）
Spotify Connect
プッシュ＆プレイ機能
調光
キャンドルライトモード
Music Center（旧 SongPal）対応
Wi-Fi

主な付属品

●

ステレオミニジャック
（オーディオ入力端子）
ー
ー
32 段階
ー

●
●
（Music

32 段階
Center アプリで操作）
●

●

●
（IEEE802.11a/b/g/n）

ー

最大 10 台（Wi-Fi 接続）
最大 2 台（Bluetooth® 接続）
AC 電源、リチウムイオンバッテリー

AC 電源、リチウムイオンバッテリー

約 11W（内蔵電池充電中およびイルミネーション輝度最大時）
約 0.2W（通常スタンバイ時）

約 20W（内蔵電池充電中およびイルミネーション輝度最大時）
約 0.4W（通常スタンバイ時）

USB AC アダプター ×1、マイクロUSB ケーブル ×1、クリーニングクロス ×1

AC アダプター ×1、電源コード ×1、クリーニングクロス ×1

電源
消費電力（AC 電源使用時）

●

ステレオミニジャック
（オーディオ入力端子）
●

複数接続
その他

約 4 時間＊1
約Φ82mm×303mm
約 920g（充電池を含む）
有機ガラス管型トゥイーター、50mmウーファー
パッシブラジエーター方式
60 〜 40,000Hz
13W（ウーファーのみ）
S-Master
ステレオミニジャック
（オーディオ入力端子）
×1
ClearAudio+（Music Center アプリで操作）
DSEE
ー
＊3
●
（Bluetooth® 標準規格 ver.3.0）
Bluetooth® 対応プロファイル＊4：A2DP、AVRCP
®
＊5
Bluetooth 対応コーデック ：SBC、AAC、aptX、LDAC

最大 2 台（Bluetooth® 接続）

＊1 Bluetooth® 接続時。イルミネーション輝度最大時。音量は約半分で使用の場合。音量や再生楽曲、周囲温度などの使用状況により記載の時間と異なることがあります ＊2 あらゆるエンコード／ライティングソフトウェア、録音機器、記録媒体との互換性を保証
するものではありません ＊3 本機と接続するBluetooth® 機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。また映像と音声がズレる可能性があります ＊4 Bluetooth® プロファイルとは、Bluetooth® 機器の特性
ごとに機能を標準化したものです ＊5 音声圧縮変換方式のこと
●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず｢取扱説明書｣をよくお読みください

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

テレビと音響機器の設置上の注意 ●スピーカーをテレビの側に置くと、テレビから出る磁気によってスピーカーから雑音が出るこ
とがあります。この場合は、テレビとスピーカーを目安として15cm 以上離してください
カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のために予告なく変更することがあります ●実際の商品の色とは
印刷の関係で多少異なる場合があります ●画面およびディスプレイはハメコミ合成です ●掲載商品のなかには地域により品
薄・品切れになるものがあります
商品購入時の注意 ●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、Bluetoothスピーカーの
補修用性能部品を製造打ち切り後６年保有しています。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 ●第三者が提供するサービスは、予告なく、変更・停止・終了することがあります。ソニー
は、そのような事態に対していかなる責任も負いません
各 社 商 標など ● SONYはソニー株 式 会 社の商 標です ● LDACおよび LDACロゴは、ソニー株 式 会 社の商 標です
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詳しくは製品ページへ 〉

● SongPalおよび SongPalロゴはソニー株式会社の商標です ● Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc. の
所有であり、ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称について
は、個々の所有者に帰属するものとします ● Nマークは、USAおよびその他の国における、NFC Forum, Inc. の商標または登
録商標です ● Qualcomm® は米国および他の国々で登録されたQualcomm Incorporated の商標で、許可を受けて使用し
ています。Qualcomm® aptXTM audioまたはQualcomm® aptXTM HD audioは米国および他の国々で登録されたQualcomm
Technologies International, Ltd. の商標で、許可を受けて使用しています ● Androidおよびその他のマークは、Google
LLC. の商標および登録商標です ● Apple、iPhone 及び iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標
です。
「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています ● Spotifyおよび SpotifyロゴはSpotify
グループの商標です ● Hi-Res Audioロゴ、Hi-Res Audio Wirelessロゴは、日本オーディオ協会の登録商標、または商標です
●その他記載されているロゴ、システム名、商品名は、各社および商標権者の登録商標あるいは商標です
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