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マニュアルについて
スタートガイド（本書）
BLUETOOTH経由での接続方法や基本的な使
いかたを説明しています。

リファレンスガイド
使用上のご注意や主な仕様を記載していま
す。

ヘルプガイド（Web取扱説明書）
本機の使いかたを詳しく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。
URL:
https://rd1.sony.net/help/speaker/
lst-se300/ja/

二次元コード：

各部の名前と働き
本体

 口金

 リモコン受光部

 スピーカー

リモコン

（リモコン裏面）

（リモコン裏面）

 電池ぶた

 リモコン送信部
図のように本体のリモコン受光部に向けて操作してくださ
い。

リモコン受光部

 （再生／一時停止）／  PAIRING（ペアリング）ボタ
ン
音楽を再生／一時停止します。長く押すと、機器登録（ペア
リング）モードに切り替わります。その場合は、本機から機器
登録（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。

 音量－／＋ボタン
音量を調節します。

  WHITE/COLOR（白／カラー）／  OFF（消灯）ボタ
ン
押すたびに、本機の照明を点灯／カラーモード／消灯と切
り替えます。長く押すと消灯し、BLUETOOTH接続を切断し
ます。
STEREO/DOUBLE（モード切替）／SHIFT（シフト）ボタンと
同時に押すと、スリープタイマーを設定します。

 調光／カラー調整リング
明るさを調節します。右に回すと明るく、左に回すと暗くな
ります。カラーモードのときは、色を調整します。

 STEREO/DOUBLE（モード切替）／SHIFT（シフト）ボタ
ン
Speaker Add機能でステレオモードとダブルモードを切り
替えます。
また、他のボタンと同時に押してシフトボタンとして機能し
ます。シフトボタンの機能についてはリモコンの裏面をご覧
ください。

 Nマーク
ワンタッチ接続（NFC）時にタッチします。

リモコンを連続して操作すると、電池の特性上、一時的にリモコンが
効きにくくなることがあります。その場合は数分間放置してから操作
してください。

リモコンを準備する
お買い上げ時にはリモコンに電池が内蔵されています。初めてご使用になるとき
は、下記の手順に従って、必ず保護シートを取り除いてください。

1 リモコン裏面の電池ぶたの溝にコインなどを差し込んで
左に回し、印をOPENに合わせる

電池ぶたの左側が少し浮いた
状態になります。

2 電池ぶたを開けて（）、電池の下の保護シートを取り外
す（）

3 電池を元通りにはめて、電池ぶたの印をOPENに合わせ
る

電池ぶたの左側が少し浮いた
状態になります。

4 電池ぶたを右に回し、印をLOCKに合わせる

リモコンのリチウム電池を交換するには
新しいリチウム電池CR2032と交換してください。

＋側を上にして入れる

 まず先端を差し込んでから、 電池をしっかりはめてください。

機器登録（ペアリング）する
お使いの状況に合わせて、接続方法を選んでください。

 機器登録（ペアリング）する

 ワンタッチ接続（NFC）する

機器登録（ペアリング）する
本機は、最大7台までのBLUETOOTH機器を機器登録（ペアリング）できます。

1 本機を取り付けた照明器具の電源を入れる
電球スピーカーに電源が入ります。

2 （再生／一時停止）／  PAIRING（ペアリング）ボタン
を長く押す
本機から、機器登録（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。音が鳴ったらボタンから指を離してください。

3 BLUETOOTH機器で本機を検索する
BLUETOOTH機器での各設定画面は一例です。

Android™の場合（Android 8.X）

［設定］［機器接続］

［Bluetooth］をタッチ

［ ］をタッチして［ ］にする

［LST-SE300］をタッチ
• ［LST-SE300］が表示されない場合は、 
［ ］から［検索］をタッチしてください。

iPhone／iPadの場合

［設定］

［Bluetooth］をタッチ

［ ］をタッチして［ ］にする

［LST-SE300］をタッチ

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。
URL:
https://rd1.sony.net/help/speaker/lst-se300/ja/

二次元コード：

機器登録（ペアリング）が完了すると、本機からBLUETOOTH接続されたこ
とを知らせる音が鳴ります。
接続されない場合は、手順2からやり直してください。
機器登録（ペアリング）後は、「登録（ペアリング）済みの機器を使う」をご覧く
ださい。

ワンタッチ接続（NFC）する
接続するBLUETOOTH機器がNFC（Felica）に対応している場合、本機のリモコン
のNマークにタッチするだけで、自動的にBLUETOOTH機器の登録（ペアリング）
や接続ができます。

下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。

1 NFC（Felica）対応機器のNFC機能をオンにする

Androidの場合（Android 8.X）

［設定］［機器接続］

［NFC］をタッチ

2 本機を取り付けた照明器具の電源を入れる
電球スピーカーに電源が入ります。

3 接続機器を本機のリモコンにタッチする
接続機器の画面のロックを解除してください。 
リモコン裏面のNマーク部分に接続機器をタッチします。

接続機器が反応するまでタッチ
したままにしてください。

画面の指示に従って接続してください。

接続が完了すると、本機からBLUETOOTH接続されたことを知らせる音が
鳴ります。

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。本機から、
BLUETOOTH接続が切断されたことを知らせる音が鳴ります。

ヒント
接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。
• 接続機器をリモコンのNマーク部分の上でゆっくり動かす。
• 接続機器にケースを付けている場合は、ケースを外す。

ご注意
ワンタッチ接続（NFC）を行うときは、お買い上げ時に同梱されていたリモコンのみ使用
できます。別の電球スピーカーのリモコンを操作してもワンタッチ接続はできません。

登録（ペアリング）済みの機器を使う

1 本機を取り付けた照明器具の電源を入れる
電球スピーカーに電源が入ります。

2 どの機器ともBLUETOOTH接続されていない状態で、
（再生／一時停止）／  PAIRING（ペアリング）ボタン
を押す
最後に接続した機器に自動的に接続します。

接続がうまくいかないときは
「  機器登録（ペアリング）する」の手順3を行ってください。
ウォークマン®をお使いのときは次の画面で［機器登録（ペアリング）］を選択する
代わりに、［オーディオ機器接続］を選択してください。

ヒント
本機とBLUETOOTH機器が接続された状態で、他の登録（ペアリング）済みの機器から接続を
行うと、あとの機器に接続が切り替わります。

音楽を聞く（対応するプロファイル：A2DP、AVRCP）

機器と接続している状態で操作します。

1 BLUETOOTH機器を再生し、接続機器側で適度な音量
に調整する

2 音量－／＋ボタンで音量を調整する
音量を最小（消音）または最大にすると、本機からピピッという音が鳴りま
す。

音量＋ボタンには
凸点（突起）がつい
ています。

ヒント
• 音楽を再生／一時停止するには、本機のリモコンの（再生／一時停止）／  PAIRING
（ペアリング）ボタンも使用できます。

• 本機のBLUETOOTHコーデック設定は、お買い上げ時にはSBC（接続優先）に設定されてい
ます。BLUETOOTHコーデック設定を変更することにより、高音質な音楽再生を楽しむこと
ができます。BLUETOOTHコーデック設定について詳しくは、「マニュアルについて」（おもて
面）に記載されているヘルプガイド（Web取扱説明書）をご覧ください。

https://rd1.sony.net/help/speaker/lst-se300/ja/


2台の電球スピーカーで音楽を聞く
（Speaker Add機能）

Speaker Add機能とは
2台の電球スピーカーを連携して再生できます。次の2通りの再生方法を選べま
す。

ステレオモード
1台の電球スピーカーから左チャンネル（L側）
の音を、もう1台の電球スピーカーから右チャン
ネル（R側）の音を出力して、2台の電球スピー
カーでステレオ再生します。

L R

ステレオ
音声

ダブルモード
2台の電球スピーカーから同じ音（モノラル音
声）を再生します。

モノラル
音声

モノラル
音声

Speaker Add機能では、1台の電球スピー
カーを「親機」（左チャンネル）に設定し、もう1
台を「子機」（右チャンネル）に設定します。
BLUETOOTH機器は親機のみに接続してくだ
さい。子機へは親機から接続を行います。

親機（L） 子機（R）

BLUETOOTH
機器

親機の設定を行う

ご注意
• 親機に設定した電球スピーカーは、ステレオモードでは左チャンネル（L側）の音を再生しま

す。L側に設定したい電球スピーカーに対して、親機の設定を行ってください。
• 親機の設定は1台の電球スピーカーのみに行ってください。2台以上の電球スピーカーに親

機の設定を行うと、Speaker Add機能を使用できません。
• 本機の電源を切っても、親機の設定は解除されません。

1 L側に設定したい電球スピーカーを取り付けた照明器具
の電源を入れる
電球スピーカーが点灯します。

L R

ご注意
右チャンネル（R側）に設定する電球スピーカーを取り付けた照明器具の電源は、必ず
切っておいてください。2台の電球スピーカーの電源が同時に入る照明器具をお使いの
場合は、R側に設定する電球スピーカーは取り外してください。

2 リモコンをL側の電球スピーカーに向け、STEREO/
DOUBLE（モード切替）／SHIFT（シフト）ボタンを押しな
がら、（再生／一時停止）／  PAIRING（ペアリング）
ボタンを約1秒間押す

L R

親機の設定が完了します。

親機の設定を解除するには
「 親機の設定を行う」の手順を、もう一度行います。

ご注意
親機の設定解除は、必ず親機に対してのみ行ってください。別の電球スピーカー（子機など）が
反応して、誤って親機に設定されてしまう可能性があります。近くに別の電球スピーカーがある
場合は、取り付けた照明器具の電源をお切りください。複数の電球スピーカーの電源が同時に
入る照明器具をお使いの場合は、別の電球スピーカーは取り外しておいてください。

Speaker Add機能を設定する

1 L側の電球スピーカー（親機）が点灯した状態で、R側の
電球スピーカーを取り付けた照明器具の電源を入れる
電球スピーカーが点灯します。

L R

ヒント
「 親機の設定を行う」の手順1で、R側の電球スピーカーを取り外した場合は、電球ス
ピーカーを取り付けてください。

2 リモコンを2台の電球スピーカーに向けて、STEREO/
DOUBLE（モード切替）／SHIFT（シフト）ボタンを押しな
がら、音量＋ボタンを約1秒間押す

L R

L側の電球スピーカーからピッピッピ…という音が、R側からピーッピーッピ
…という音が鳴ります。

ヒント
• 2台の電球スピーカーが離れて設置されている場合などは、手順2で1台ずつ操作して

ください。
• 照明器具の電源を入れた直後の数秒間は、Speaker Add機能の設定を受け付けま

せん。しばらく経ってから手順2の操作を行ってください。





ステレオモード／ダブルモードで再生す
る

1 2台の電球スピーカーが点灯した状態で、L側の電球ス
ピーカー（親機）とBLUETOOTH機器を機器登録（ペアリ
ング）する
詳しくは、「機器登録（ペアリング）する」（おもて面）をご覧ください。
BLUETOOTH機器との機器登録（ペアリング）が完了している場合は、接続
のみを行ってください。

ご注意
BLUETOOTH機器とワンタッチ接続（NFC）を行うときは、必ず、L側の電球スピーカー

（親機）に同梱されていたリモコンを使用してください。

L R

2 音楽を再生する
お買い上げ後に初めてSpeaker Add機能を使用するときは、ステレオモー
ドで再生します。

ステレオモードとダブルモードを切り替えるには
リモコンをL側の電球スピーカー（親機）に向けて、STEREO/DOUBLE（モード切
替）／SHIFT（シフト）ボタンを押します。

L R

親機（左チャンネル）／子機（右チャンネル）を確認するには
本機とBLUETOOTH機器を接続した状態で、リモコンを2台の電球スピーカーに
向けて、  WHITE/COLOR（白／カラー）／  OFF（消灯）ボタンを押します。親機

（左チャンネル）の電球スピーカーが少し先に反応します。

Speaker Add機能を解除するには
リモコンを2台の電球スピーカーに向けて、STEREO/DOUBLE（モード切替）／
SHIFT（シフト）ボタンを押しながら、音量－ボタンを約1秒間押します。

L R

Speaker Add機能を解除すると、L側の電球スピーカーが通常の再生を行い、R
側からの再生は停止します。

ヒント
• 2台の電球スピーカーが離れて設置されている場合は、最初にL側の電球スピーカー（親機）

に解除の操作を行ってください。
• Speaker Add機能で本機を使用後に電源を切り、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、もう1台の電球スピー
カーを取り付けた照明器具の電源を入れてください。

ご注意
• 本機の電源を切っても、Speaker Add機能は解除されません。
• Speaker Add機能を使用中は、R側の電球スピーカーはリモコン操作を受け付けません。リ

モコンで音量や明るさを調整するときは、必ずL側の電球スピーカーに向けて操作してくだ
さい。2台の電球スピーカーの設定が同期します。R側の電球スピーカーを単独で使用したい
ときは、Speaker Add機能を解除してから行ってください。

明るさを調整する

1  WHITE/COLOR（白／カラー）／  OFF（消灯）ボタン
を押して、照明を点灯する
押すたびに、照明が点灯／カラーモード／消灯と切り替わります。

2 調光／カラー調整リングを回して、明るさを調整する

右に回す（）と明るく、左に回す（）と暗くなります。
明るさが最大になると、本機からピピッという音が鳴ります。

ご注意
 WHITE/COLOR（白／カラー）／  OFF（消灯）ボタンを長く押して消灯すると、

BLUETOOTH接続が切断されます。この場合は音楽の再生はできません。再度接続するには、
もう一度  WHITE/COLOR（白／カラー）／  OFF（消灯）ボタンを押して照明を点灯させてく
ださい。

 色を調整する

1  WHITE/COLOR（白／カラー）／  OFF（消灯）ボタン
を押して、照明をカラーモードに切り替える
押すたびに、照明が点灯／カラーモード／消灯と切り替わります。

2 調光／カラー調整リングを回して、色を調整する

スリープタイマー機能を使う

STEREO/DOUBLE（モード切替）／SHIFT（シフト）ボタンを
押しながら、  WHITE/COLOR（白／カラー）／  OFF（消灯）
ボタンを押す。
スリープタイマーが設定され、本機からピッという音が鳴ります。60分後（お買い
上げ時の設定）に本機が消灯します。音楽を再生していた場合は停止します。

ヒント
スリープタイマーの時間はスマートフォン／iPhone用アプリLight Plusから変更できます。詳
しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

スリープタイマーを解除するには
もう一度、上記の操作を行います。解除されると、本機からピーッという音が鳴り
ます。

困ったときは
本機の照明が一定周期で赤く点滅しているときは
本機が保護モードに入っています。
保護モードでは、本機はリモコン操作を受け付けません。本機を取り付けた照明器
具の電源を切り、もう一度電源を入れてください。

お買い上げ時の状態に初期化（リセット）するには
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が、以下の情報はすべ
て削除されますのでご注意ください。

 ‒ 機器登録（ペアリング）情報
 ‒ 明るさや色の設定
 ‒ 音量の設定
 ‒ Speaker Add機能および親機の設定
 ‒ コーデックの設定
 ‒ イコライザーの設定

本機をリセットするには、以下の手順に従ってください。
   リモコンの  WHITE/COLOR（白／カラー）／  OFF（消灯）ボタンを約5秒間

押して、本機を消灯する。 
BLUETOOTH接続が切断されたことを知らせる音が鳴ります。音が鳴ったら、
いったんボタンから指を離してください。

   リモコンの  WHITE/COLOR（白／カラー）／  OFF（消灯）ボタンを約5秒間
押す。 
本機の照明が数回赤く点滅してから、最大の明るさで点灯します。

リセット後に再度BLUETOOTH接続するときは、BLUETOOTH機器側で本機の機
器登録（ペアリング）情報を削除してから、もう一度、「  機器登録（ペアリング）す
る」（おもて面）の手順を行ってください。

よくあるお問い合わせ
スマートフォンの特定のアプリの音が出ない
スマートフォンと接続中に、特定のアプリの音声が本機から出力されないことがあ
りますが、本機の故障ではありません。スマートフォンの音声データが無線出力さ
れていないことが考えられます。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧く
ださい。

BLUETOOTH接続中にノイズが出る
周囲の環境によっては、電波干渉の影響で本機からノイズが発生する場合があり
ます。この場合は、本機の設置場所を変えてみてください。場所によってノイズが消
える場合は本機の故障ではありません。

Speaker Add機能で再生中に音声が途切れる
本機のBLUETOOTHオーディオストリーミングの再生品質（BLUETOOTHコー
デック）を［SBC（接続優先）］に設定すると改善する場合があります。
BLUETOOTHコーデックの切り替えかたについて詳しくは、ヘルプガイド（Web取
扱説明書）をご覧ください。

ヘルプガイドの「よくある質問」には、困ったときの対処方法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。

URL:
https://rd1.sony.net/help/speaker/lst-se300/ja/

スマートフォン／iPhone用アプリLight 
Plusを使うとこんなことができます

Light Plusとはスマートフォン／iPhoneから本機を操作
するためのアプリです。

ダウンロード方法
Google Play（Playストア）またはApp StoreでLight 
Plusを検索してダウンロードします。

Light Plusでできること
• 音量調整
• 音質設定
• 照明の切替（消灯、点灯）
• 照明の明るさ調整（調光）
• スリープタイマー設定
• ウェイクアップタイマー設定（Android端末のみ）
• 操作音ON/OFF設定

ÔÔ詳しくはヘルプガイドをご覧ください
https://rd1.sony.net/help/speaker/lst-se300/ja/




