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はじめに
機能の概要
ワイヤレスステレオヘッドセットSBH50 は、外出先で便利に使える機能を備えてい
ます。携帯電話やタブレットなどの Android 機器や、非 Android の携帯電話、コンピ
ューター、ミュージックプレーヤーなどの Bluetooth 対応機器と合わせて使うことが
できます。互換性のある機器とペアリングすることで、このヘッドセットを使って
以下のすべてまたは一部の操作が可能です。
•
•
•
•
•
•

着信を処理する(応答/拒否など)。
ミュージックプレーヤーから音楽をストリーミング再生する。
ヘッドセットの通話履歴から通話発信する*。
SMS、E メール、カレンダーのイベントアラーム、ソーシャルネットワーキングサ
ービスの更新情報などのイベント通知を表示する*。
イベント通知の読み上げを聴く*。
日時の表示など、その他の基本的な操作を行う。
ヘッドセットは単体の FM ラジオとしても使えます。
* これらの機能を使うには、通話処理や SMS などの各機能に対応した
Android 機器を使用する必要があります。また、スマートコネクトとワイヤレス
ステレオヘッドセット SBH50 アプリケーションを Android 機器にインストール
する必要があります。

ハードウェアの概要
1

2

3

4

5

6

7
8

10

9
1

音量コントロール 音量を調節します。

2

NFC 検出エリア

NFC トランザクション中に、このエリアに他のデバイスが触
れるようにします。

3

3.5mm ステレオ
ミニジャック

ヘッドフォン接続用の 3.5mm ステレオミニジャック。

4

「次へ」キー

このキーを押すと次のことができます。
•
•
•

次のメニュー項目に移動します。
次のトラックに移動します。
FM の周波数帯域を 0.1 MHz ずつ上げます。

長押しすると、チャンネルを探すために周波数帯域を上げま
す。
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5

「再生」キー/「選
択」キー

このキーを押すと次のことができます。
•
•
•

最新のメディアを再生または一時停止します。
メニュー項目を選択します。
新しいイベント通知を表示します。

長押しすると、通話中にマイクをミュートします。
6

「前へ」キー

このキーを押すと次のことができます。
•
•
•

前のメニュー項目に移動します。
前のトラックに移動します。
FM の周波数帯域を 0.1 MHz ずつ下げます。

長押しすると、チャンネルを探すために周波数帯域を下げま
す。
7

8

「戻る」キー/「メ
ニュー」キー
電源キー

このキーを押すと次のことができます。
•
•

メニューを開く、または閉じます。
1 つ前の手順に戻ります。

長押しすると、ヘッドセットをオンまたはオフにします。
ヘッドセットがオフの状態で 15 秒間長押しすると、ヘッドセ
ットをリセットすることができます。

9

Micro USB ポート ケーブルを差し込んで、電池を充電します。

10 「アクション」キー

着信に応答します。
長押しすると、通話を拒否できます。

ステータスアイコンの概要
充電レベル
電池の充電中
着信
発信
通話中
音量レベル
マイクがミュート状態
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基本操作
電池の充電
初めてを使用するときは、ヘッドセットを 2 時間半程度充電してからお使いください。
Sony の充電器を使用することをお勧めします。
ヘッドセットを充電するには

1

2

1
2

USB ケーブルの一方を、充電器またはコンピューターの USB ポートに差し込み
ます。
ケーブルの反対側を、ワイヤレスステレオヘッドセット SBH50 機器の Micro
USB ポートに差し込みます。

ヘッドセットをオン/オフする
•

ヘッドセットをオンにするには
Sony ロゴが表示されるまで、 を長押しします。

•

ヘッドセットをオフにするには
Sony ロゴが消えるまで、電源キー

を長押しします。

ディスプレイ
•
•

ディスプレイを点灯するには
ヘッドセットの任意のキーを押します。
ディスプレイを消灯するには
ワイヤレスステレオヘッドセットのディスプレイは、一定時間使用していないと電力の
節約のため自動で消灯しますが、電源キーを押すことでも消灯できます。

音量の調整
通話や音楽のボリュームを調整するには
•

通話中、または音楽を聴いているときに、音量コントロールキー

を押します。

メニューオプション
次のメニューオプションをヘッドセットで使用できます。
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設定を編集する
新しいイベントを表示する
互換性のある機器で音楽を再生する
通話履歴を表示する
FM ラジオを聴く

新しいイベントアイコンと通話履歴アイコンは、ワイヤレスステレオヘッドセット SBH50 ア
プリケーションがインストールされた Android デバイスとお使いのヘッドセットがペアリン
グされ、接続されているときにのみ表示されます。

•

1
2

メニューを開くには
いずれかのキーを押してヘッドセットのディスプレイをオンにし、「メニュー」
キー を押します。
メニューをナビゲートするには
ヘッドセットのメニューを開いたら、
「次へ」キー または「前へ」キー を押
し、メニューオプションをナビゲートします。
を押します。前に戻
選択したメニューオプションを開くには、「選択」キー
るには、
「戻る」キー を押します。

ヘッドセットのリセット
ヘッドセットが予期しない動作をする場合は、ヘッドセットをリセットしてください。
リセットすると、ペアリングされた機器に関する情報や設定がすべて削除されます。
ヘッドセットをリセットするには
1 ヘッドセットがオフになっていることを確認します。
2 ヘッドセットのディスプレイにリセットアイコン
が表示されるまで、電源キ
ー を長押しします。
3 「次へ」キー
か「前へ」キー
を押し、
を選択し、
「選択」キー
を
押します。
設定メニュー

の中にある

でも、ヘッドセットをリセットすることができます。
.
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準備
Android 機器とヘッドセットを使う準備をする
Android 機器とヘッドセットを使う前に、次のことを行ってください。
•
•
•
•

1
2
3
4

スマートコネクトアプリケーションを Android 機器にインストールする。
ヘッドセットとAndroid機器をペアリングする
ワイヤレスステレオヘッドセットSBH50 アプリケーションを Android 機器にイン
ストールする。
ヘッドセットの機能を最大限に活かすために、Google Play ストアから他のアプリ
ケーションを Android 機器にインストールする。
スマートコネクトアプリケーションを Android 機器にインストールするには
Android 機器のアプリケーション画面から、Google Play ストアを開きます。
右上隅の検索アイコンをタップし、検索フィールドに「スマートコネクト」と
入力して検索アイコンをタップします。
「スマートコネクト」をタップします。
Android 機器の画面に表示される指示に従って、アプリケーションをインスト
ールします。
スマートコネクトアプリケーションは、携帯電話やタブレットなどの Android 機器にのみイン
ストールできます。

1
2
3
4
5

ヘッドセットと Android 機器をペアリング(機器登録)するには
Android 機器: Bluetooth 機能がオンになっていることを確認します。
ヘッドセットをオフにします。
ヘッドセット側の操作: Bluetooth アイコン が表示されるまで、電源キー を
長押しします。
Android 機器: Bluetooth 機器をスキャンします。「SBH50」が利用できる機器の
リストに表示されたら、これを選択します。
Android 機器: 画面に表示されるペアリング手順に従います。
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ヘッドセットと Android 機器を NFC ワンタッチ接続でペアリング(機器登録)するには

1
2
3

Android 機器: NFC 機能をオンに設定し、画面がロック解除されてアクティブな
状態であることを確認します。
Android 機器とヘッドセット双方の NFC 検出エリアが触れ合うように、両者
を近づけます。
Android 機器: 表示されるペアリング手順に従います。
イラストの機器は説明のために使用されており、実際の機器を正確に示すものではありません。
ヘッドセットの電源がオフであっても、NFC を使ってヘッドセットと互換性のある機器をペア
リングできます。

1
2
3

ワイヤレスステレオヘッドセット SBH50 アプリケーションをインストールするには
Android 機器にスマートコネクトアプリケーションがインストールされていることを確認
します。
ヘッドセットと Android 機器をペアリングします。
Android 機器の画面に表示される指示に従って、アプリケーションをインスト
ールします。

新機能の追加
Google Play ストアからアプリケーションをダウンロードして携帯電話にインストール
すると、お使いのワイヤレスステレオヘッドセット SBH50 に新しい機能を追加するこ
とができます。
例えば、ヘッドセット対応の SMS、Eメール、カレンダー等のアプリケーションをイン
ストールすると、各アプリケーションの通知を受け取ることができるようになります。
Google Play ストアからヘッドセット対応のアプリケーションをインストールするには
1
2
3
4

Android 機器のアプリケーション画面で、スマートコネクトをタップします。
機器 > SBH50 > 新規イベントの順にタップします。
アプリケーションの検索をタップするか、マイアプリケーションでアプリケーション
名をタップします。
携帯電話の画面に表示される手順に従いアプリケーションをインストールします。
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ヘッドセットを使う
ヘッドセットを使って通話を処理する
ヘッドセットを使って着信に応答/拒否するなど着信を処理できます。発信者の電話
番号がヘッドセットのディスプレイに表示されます。
Android デバイスでヘッドセットを使用している場合は、電話番号だけでなく、通話
にリンクされた連絡先の名前がヘッドセットのディスプレイに表示されます。ヘッド
セットの通話履歴から発信することもできます。
•

ヘッドセットで着信に応答するには
着信音が聞こえたら、「アクション」キー

を押します。

ヘッドセットの通話履歴から通話発信するには
いずれかのキーを押してヘッドセットのディスプレイをオンにし、「アクショ
を長押しして通話履歴を開きます。
ン」キー
2 「次へ」キー
か「前へ」キー
を押して通話相手の名前か電話番号を選択
を押して通話を発信します。
し、「選択」キー

1

ヘッドセットから通話履歴にアクセスするには、ワイヤレスステレオヘッドセット SBH50 ア
プリケーションがインストールされている必要があります。

•

通話を終了するには
通話中に、「アクション」キー

•

着信を拒否するには
着信音が聞こえたら、「アクション」キー

•

を押します。

キャッチホンに応答するには
通話中に着信音が聞こえたら、
「アクション」キー
通話は保留になります。
また、「次へ」キー または「前へ」キー
り替えることもできます。

•

を長押しします。
を押します。それまでの

を押して、現在の通話を保留にして他の通話に切

キャッチホンを拒否するには
通話中に着信音が聞こえたら、「アクション」キー

を長押しします。

通話中にマイクをミュートするには
を長押しします。
• 「選択」キー

ヘッドセットを使って音楽を再生する
ヘッドセットを使って、携帯電話または他の Bluetooth 対応機器から音楽を再生でき
ます。また、ヘッドセットを単体のラジオとして使うこともできます。まず音楽ソー
スを選ぶ必要があります。
他の機器の音楽を再生するには
1 他の機器で音楽再生アプリケーションが起動されていることを確認します。
2 ヘッドセットをオンにします。
3 「メニュー」キー
を押し、メニューを開きます。
4 「次へ」キー
または「前へ」キー
を押して、
を選択します。
を押します。
5 現在のトラックを再生するには「再生」キー
トラック間を移動する方法
• 「次へ」キー
または「前へ」キー

を押します。
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音楽トラックを早送りおよび巻き戻しするには
• 「次へ」キー
または「前へ」キー
を長押しして、目的の箇所まで音楽トラ
ックを早送りまたは巻き戻しします。
1
2
3
4

FM ラジオを聴く
ヘッドセットをオンにします。
を押し、メニューを開きます。
「メニュー」キー
または「前へ」キー
を押して、
「次へ」キー
を押します。
「再生」キー

•

ラジオ局を検索するには
FM ラジオを聴いているときに、
「次へ」キー
しします。

•

無線周波数を手動で変更するには
FM ラジオを聴いているときに、「次へ」キー
て、100kHz ずつ上下に移動します。

を選択します。

または「前へ」キー

または「前へ」キー

を長押

を押し

2 つの機器で同時にヘッドセットを使う
ヘッドセットには、マルチポイントモードとシングルポイントモードという 2 つの接
続モードがあります。マルチポイントモードでは、2 つの接続を同時に管理できます。
たとえば、片方の機器からの通話を処理しながら、もう 1 つの機器からの SMS を処理
できます。2 つめの機器とヘッドセットをペアリングした後、ヘッドセットを手動で
マルチポイントモードに切り替える必要があります。2 つの機器の片方を使わなくな
った場合は、シングルポイントモードに再度手動で切り替えます。
ヘッドセットはペアリングされた両方の機器を記憶します。シングルポイントモード
からマルチポイントモードに切り替えると、以前ペアリングした機器に簡単に再接続
できます。以前ペアリングした機器は自動的に検出されます。
ヘッドセットが 2 つの Android 機器にペアリングされている場合は、どちらか 1 つ
の機器を、ヘッドセットでのイベント通知や通話処理を行うためのプライマリ機器と
して選ぶ必要があります。
マルチポイントモードで接続できる機器は 2 つまでです。3 つめの機器をヘッドセットにペア
リングすると、最初にペアリングされた機器の接続が解除されます。

•

ヘッドセットを 2 つめの機器に手動でペアリングするには
1 つめの機器とヘッドセットを手動でペアリングした後、もう 1 つの機器とヘッ
ドセットを手動でペアリングするための手順を繰り返します。

•

ヘッドセットを 2 つめの機器に自動的にペアリングするには
1 つめの機器とヘッドセットを自動的にペアリングした後、もう 1 つの機器とヘ
ッドセットを自動的にペアリングするための手順を繰り返します。

マルチポイントモードとシングルポイントモードを切り替えるには
1 ヘッドセットが Bluetooth 対応機器に接続されていることを確認します。
2 「メニュー」キー を押し、メニューを開きます。
3 「次へ」キー か「前へ」キー を押して を選択し、「選択」キー
を押し
ます。
4 「次へ」キー か「前へ」キー を押して
を選択し、
「選択」キー
を押し
ます。(選択するアイコンは設定した内容によって変わります。)
5 「次へ」キー か「前へ」キー を押してオプションを選択し、
「選択」キー
を押します。
2

2

シングルポイントモード: 1つめの機器に接続する場合
シングルポイントモード: 2つめの機器に接続する場合
マルチポイントモード: 1つめの機器をプライマリ機器として選択する場合
マルチポイントモード: 2つめの機器をプライマリ機器として選択する場合
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機器をプライマリ機器として選択するには
1 「メニュー」キー を押し、メニューを開きます。
2 「次へ」キー か「前へ」キー を押して を選択し、「選択」キー
を押し
ます。
3 「次へ」キー か「前へ」キー を押して
を押し
を選択し、
「選択」キー
ます。(選択するアイコンは設定した内容によって変わります。)
4 「次へ」キー か「前へ」キー を押して、プライマリ機器として設定する機器
のアイコンをハイライトし、「選択」キー
を押します。

ヘッドセットを使ってイベント通知を表示する
ヘッドセットのディスプレイ上で、ペアリングされた Android 機器から次のような通
知を受け取ることができます。
•
•
•
•

SMS
E メール
カレンダーのイベントアラーム
Facebook や Twitter などのソーシャルネットワーキングサービスの更新情報
この機能を使うには、ヘッドセット対応の SMS、E メール、カレンダー、ソーシャルネットワ
ーキングのアプリケーションを Android 機器にインストールしておく必要があります。詳細
については、
「ヘッドセットの新しいアプリケーションをダウンロードしてインストールするに
は」を参照してください。

•

ヘッドセットでイベント通知を表示するには
を押します。
通知を受信したら、「選択」キー

音声読み上げ機能を使う
Android 機器が通知を受信したら、関連イベント情報をヘッドセットで読み上げるよ
う設定することができます。たとえば、E メールや SMS、またはカレンダーのアラー
ムを音声で確認することができます。イベント情報にテキストが含まれている場合
は、このテキストが読み上げられると同時にヘッドセットに表示されます。音声読み
上げ機能を使用するには、まずスマートコネクトアプリケーションを使って機能をオ
ンにする必要があります。
音声読み上げ機能は、すべての言語に対応しているわけではありません。初期設定の言語以外で
音声読み上げを使用する場合は、音声エンジンと音声読み上げの音声をダウンロードしてイン
ストールする必要があります。

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

スマートコネクトで音声読み上げ機能をオンにし、読み上げする言語を選択するには
Android 機器のアプリケーション画面で、スマートコネクトをタップします。
機器 > SBH50 > 設定 > テキスト読み上げ の順にタップします。
テキスト読み上げ をタップし、機能をオンにします。
「言語」をタップし、読み上げで使用する音声を選択します。
音声エンジンと音声読み上げの音声をダウンロードおよびインストールするには
Google Play ストアに移動し、「Svox text to speech」を検索します。
Classic Text to Speech Engine をタップし、指示に従ってアプリケーションを
ダウンロードおよびインストールします。
Classic Text to Speech Engine アプリケーションを開きます。
アプリケーションで言語と音声を選択します。
Buy this voice (有料)をタップし、指示に従って選択した音声をダウンロード
およびインストールします。
音声データをインストールしたら、Android 機器で「設定」メニューを開きます。
言語と入力 > テキスト読み上げ をタップします。
優先エンジンで Svox Classic TTS をタップして TTS エンジンを有効にします。
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トラブルシューティング
リダイヤル機能が使えない
•
•
•

機器の通話履歴が空でないことを確認します。
正しい機器が選択されていることを確認します。
お使いの機器が Bluetooth ハンズフリープロファイルをサポートしていることを確
認します。

キャッチホンに応答できない
•
•

お使いの機器が Bluetooth ハンズフリープロファイルをサポートしていることを確
認します。
正しい機器が選択されていることを確認します。

他の機器の音楽をヘッドセットで再生できない
•
•
•

音楽を再生する機器が、ヘッドセットとペアリングされていることを確認します。
音楽を再生する機器のミュージックプレーヤーアプリケーションを再起動します。
正しい音楽ソースが選択されていることを確認します。

ヘッドセットからラジオの音声が聴こえない
•

音楽ソースとして FM ラジオが選択されていることを確認してください。

ヘッドセットが自動的にオフになる
•

ヘッドセットがオフになる直前に短い音が何回か鳴る場合は、電池残量が少なくなっ
ています。電池を充電してください。

ヘッドセットと他の機器を接続できない
•
•

ヘッドセットが充電されており、接続する機器の接続範囲内にあることを確認します。
携帯電話とヘッドセットが半径 10 メートル以内にあり、間に障害物がないようにして
ください。
機器の Bluetooth 設定を確認し、必要であればリセットします。ヘッドセットと機器
をもう一度ペアリングしてください。

予期しない動作が発生した
•

ヘッドセットをリセットします。
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Legal information
Sony
ご利用になる前に、別紙の取扱説明書リーフレットをお読みください。
本スタートアップガイドは、Sony Mobile Communications AB、または各地域の関連会社が保証なしで発行する
ものです。誤植、不正確な情報、またはプログラムおよび/または機器の改良による本ガイドの改訂および変更
は、予告なく任意の時に Sony Mobile Communications AB が行います。当該変更箇所は、本ガイドの改訂版（最
新版）に適用されます。
All rights reserved.
©Sony Mobile Communications AB, 2013
発行番号：
Bluetooth 機器の相互操作性および互換性は、状況に応じて異なります。機器は通常、Bluetooth 1.2 以降と、
ヘッドセットまたはハンズフリープロファイルを利用する製品に対応しています。
Sony はソニー株式会社の商標または登録商標です。Bluetooth は Bluetooth (SIG) Inc.の商標であり、ソニーモバ
イルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。「Facebook」、「Facebook」ロゴは、
Facebook, Inc. の商標または登録商標です。 「Twitter」、「Twitter」ロゴは、Twitter, Inc.の商標または登録商標です。
「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Android」ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。その
他の商標はすべて各所有者に帰属します。All rights reserved.本書に記載された商品および会社名はすべて各所有者
の商標または登録商標です。ここに明示されていない他の権利についても権利を留保します。その他の商標はすべて
各所有者に帰属します。
詳細は、www.sonymobile.com を参照してください。
イラストは説明を目的として使用されており、実際のアクセサリーを正確に示すものではありません。

Declaration of Conformity for
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in
conformity with the appropriate standards following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services
We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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