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はじめに

本書について
本書では、本機のすべての機能と操作方法について詳しく案内しています。
付属のクイックマニュアルでは、本機をネットワークに接続し、モバイル端
末内の音楽ファイルを再生するまでを簡潔に案内しています。お手元に置い
てご活用ください。

• iOS および Android 端末を総称して「モバイル端末」と表記しています。
• 本文中の iPhone という表記は iPod touch/iPad も含みます。
• 本文中のイラストは実物と異なる場合があります。
•「MusicCast CONTROLLER」アプリの画面は、iOS の画面を使用しています。
画面は、アプリや iOS のバージョンによって異なる場合があります。

• マークについて
ご注意 障害または物的損害が発生する可能性があるため、注意を喚起

する内容を示しています。
お知らせ 使用時の注意点や補足情報を示しています。

関連情報が記載されているページです。

付属品

電源コード クイックマニュアル 安全上のご注意

WX-051

WX-051
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本機でできること

• 本機は、ホームネットワークやオーディオシステムと組み合わせて、同一ネットワーク内のメディアサーバー（パソコン、NAS）、インターネットラジオや
AirPlay、Bluetooth などの音声を再生するワイヤレスストリーミングスピーカーです。

• 小さなボディでもヤマハのDSP（Digital Signal Processor）により、豊かなサウンドを実現しました。
• iOS/Android デバイスに対応した専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」を使って本機を操作したり、ホームオーディオネットワークを構築したりできます。
（ P.7「MusicCast CONTROLLER を使ってネットワークに接続する」）

♪MusicCast でできる、簡単ホームオーディオネットワーク♪

* 無線LANルーター（アクセスポイント）が必要
です。

 豊富な入力ソースを高音質で再生 サラウンドスピーカーとして . . .

ヤマハの AV アンプやサウンドバーと組
み合わせて、ワイヤレスサラウンドス
ピーカーとして使えます。
（ P.18「本機をサラウンドスピーカー
として使う （MusicCast サラウンド機
能）」）

 MusicCast 対応機器を組み合わせて . . .

別々の部屋で同時にインターネットラジオを聴い
たり、音楽ファイルを再生したり、MusicCast が家
中を音楽で満たします。
（ P.16「MusicCast ネットワークを構築する」）

本機

Bluetooth AirPlay

本機

パソコン
（NAS）

• インターネット
ラジオ
• ストリーミング
サービス

インストール

外部機器
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各部の名称

上面

インジケーター

1 パワーインジケーター（ P.7）
本機の電源をオンにすると点灯します。

2 入力ソースインジケーター
選択中の入力ソースが点灯します。

3 アラームインジケーター（ P.20）

4 無線 LANインジケーター（ P.24）
本機がWi-Fi で無線 LANルーターに接続しているときに点灯します。LAN
ケーブルを使ってネットワークに接続している場合でも、MusicCast ステ
レオ /MusicCast サラウンド機能を使用している場合は点灯します。

5 Bluetooth インジケーター（ P.13、24）

操作パネル
操作パネルはタッチセンサーです。指先で軽くタッチするだけで操作できます。

6 （電源）/CONNECT
コネクト

（ P.7）
オートスタンバイ
次のいずれかの状態になると、本機は自動的にスタンバイ状態になります
（オートスタンバイ）。
－入力ソースが NETWORK または BLUETOOTH で、20 分間以上再生や操
作をしないとき

－入力ソースが DIGITAL、AUX 1、AUX 2 のいずれかで、8 時間以上操作
をしないとき

オートスタンバイを無効にするには、「オプション設定」（ P.23）をご覧
ください。

7 （ P.13、15）
入力ソースを切り替えます。
タッチするたびに、NETWORK→BLUETOOTH→DIGITAL→AUX 1→AUX 2
の順で切り替わります。

8 1、2、3（ P.19）

9 、
音量を調整します。

0 （ P.20）
アラームを設定します。
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各部の名称
背面
1 電源コード差込口（ P.7）

2 AUX 1 端子（ミニジャック入力）（ P.15）

3 AUX 2 端子（RCA入力）（ P.15）

4 DIGITAL
デジタル

端子（光デジタル入力）（ P.15）

5 サービス用端子
メンテナンス時に使います。

6 NETWORK
ネットワーク

端子（ P.7）

AUX 1 DIGITAL
NETWORK

SERVICE
ONLYAUX 2

L R
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MusicCast CONTROLLER を使ってネットワークに接続する

1 電源に接続する

付属の電源コードを本体に接続し、次に壁のコンセントに接続してくだ
さい。

お知らせ
電源プラグを壁のコンセントに接続すると、約5秒間タッチセンサーの調整を行
います。誤作動を防ぐため、調整中は操作をしないでください。

2 ネットワークに接続する
右記 ～ に従って操作してください。
本機は無線/有線接続のどちらにも対応しています。有線接続する場合
は、LANケーブルを用意してください。

お知らせ
• 有線接続する場合、市販のSTPネットワークケーブル（CAT-5以上のストレー
トケーブル）を背面のNETWORK端子に接続してください。

• インターネットの接続については、お使いのネットワーク機器に付属の取扱説
明書をご覧ください。

• セキュリティソフトや、ネットワーク機器の設定（ファイアウォールなど）に
より、本機がパソコンやインターネットラジオにアクセスできないことがあり
ます。その場合はセキュリティソフトやネットワーク機器の設定を変更してく
ださい。

モバイル端末アプリ「MusicCast CONTROLLER」を App Store または
Google Play からダウンロードする
アプリで設定する

引き続きアプリ画面に従い、設定を完了させる

AUX 1 DIGITAL
NETWORK

SERVICE
ONLYAUX 2

L R 1

2

1 3

1

2

電源がオンになると、zイ
ンジケーターが点灯します。

3
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再生する

MusicCast CONTROLLER アプリを使って再生します。本機を登録した部屋を
選んだら、入力ソースの選択画面を開きます。この画面から、いろいろな入
力ソースにアクセスできます。

モバイル端末の音楽を聴く
アプリをインストールしたモバイル端末の音楽ファイルを再生します。

お知らせ
モバイル端末によっては、再生可能な音声フォーマットが異なります。対応する音声
フォーマットは、モバイル端末の取扱説明書をご覧ください。

WX-051

WX-051

1

2

本機を登録した部屋を選ぶ 入力ソース選択画面

z（電源）

タップ

WX-051 WX-051

1

2

モバイル端末

音楽ファイル

再生が
始まる

入力ソース選択画面
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再生する
インターネットラジオを聴く
インターネット上に配信されている世界中のラジオ放送を聴くことができま
す。

お知らせ
• インターネットラジオ局や時間帯によっては、受信できないことがあります。

• 本サービスは事前の通知なく中止される場合があります。

• この機能は、airable.Radioラジオ局データベースサービスを利用します。

ストリーミングサービスを聴
く
radiko.jp でラジオを聴いたり、Spotify や Deezer で音楽を聴いたりしてお楽
しみいただけます。

お知らせ
サービスは予告なく変更または終了する場合があります。

radiko.jp でラジオ放送を受信します。

お知らせ
• radiko.jpプレミアム（有料）に登録すると、全国のラジオ局を受信できます。

• radiko.jpプレミアムを利用するには、radiko.jpのウェブサイトでユーザー登録を行い、
MusicCast CONTROLLERアプリでログイン名とパスワードを入力してください。

WX-051 WX-051

2
1

インターネットラジオ

放送局

音声が
流れる

入力ソース選択画面

radiko.jp でラジオを聴く

radiko.jp は、地上波ラジオ放送を CMも含めて同時にインターネットで配
信する「IP（Internet Protocol）サイマルラジオ」サービスです。放送エリ
アに準じた地域に配信するサービスのため、エリア（都道府県）ごとに対
応している放送局が異なります。対応しているエリアや放送局については、
radiko.jp のウェブサイトをご覧ください。
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再生する
聴きたい音楽すべてを Spotify で。Spotify なら、何千万もの曲を手軽に聴く
ことができます。

Spotify でできること
• 好きな曲を探したり、Spotify がおすすめする曲を楽しんだりできます。
• モバイル端末、タブレット、パソコン、Wi-Fi スピーカーなどで再生できる
ので、いつでもどこでも、聴きたい音楽を楽しめます。

お知らせ
• ヤマハオーディオ機器でSpotifyの音楽を楽しむにはSpotify Connectを使います。ヤ
マハオーディオ機器がSpotifyの音楽データを直接受信するため、お使いのモバイル
機器のバッテリーを消費することなく、高音質で再生できます。

• Spotify Connectを利用するには、Spotify Premiumへの加入が必要です。ウェブサイ
トhttps://spotify.com/premium/でSpotify Premiumに加入できます。

Spotify Connect で高音質の音楽を聴く
1 本機をWi-Fi ネットワークに接続する。
2 同じ Wi-Fi ネットワークに接続されているモバイル端末またはタブレット、
パソコンでSpotify のアプリを起動する。

3 曲を再生して、「接続可能なデバイス」をタップする。
4 本機を選ぶ。
本機で音楽を再生します。

詳細はウェブサイト https://spotify.com/connect/ をご覧ください。

Deezer なら、4000 万以上の曲をパソコン、タブレット、モバイル機器で探
したり、お気に入りの音楽すべてを一つにまとめたライブラリを持ち歩いた
りできます。

Deezer でできること
• 様々なシーンに合わせたプレイリストを作ることができます。
• 高品質のストリーミングによるロスレスかつクリアな音質を楽しめます。

お知らせ
Deezerを利用するにはDeezerアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場
合は、Deezerのウェブサイトhttps://www.deezer.comであらかじめご登録ください。

Deezer で高音質の音楽を聴く
1 モバイル端末にインストールしたMusicCast CONTROLLER アプリから
Deezer アカウントにサインインする。

2 アプリでDeezer のコンテンツを選ぶ。
本機で音楽を再生します。

Spotify で音楽を聴く Deezer で音楽を聴く
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再生する
パソコンやNASの音楽を聴く
ネットワークにつないだパソコンや NAS（ネットワーク接続ストレージサー
バー）に保存されている音楽ファイルを再生できます。

お知らせ
• 本機とパソコン（NAS）を同じ無線LANルーター（アクセスポイント）に接続してく
ださい。

• 本機で再生できる音楽ファイルについては「対応ファイル形式、機器/メディア」
（ P.31）をご覧ください。

1 音楽ファイルの共有設定をする
パソコン（NAS）に保存されている音楽ファイルを再生するには、本機と
各機器でメディア共有を有効にする必要があります。ここでは、
Windows Media Player12を例として説明します。
下記の画像に従って設定をしてください。

お知らせ
• Windows Media Player以外のサーバーソフトがインストールされているパソコ
ン（NAS）の場合は、パソコン（NAS）またはソフトウェアの取扱説明書を参
照してメディアの共有設定を行ってください。

• 共有設定について詳しくは、WindowsMedia Playerのヘルプをご覧ください。

2 音楽ファイルを再生する

dummydummydummy

4

1

32

5

Windows Media Player 12

本機の「許可」を
クリック

OK

WX-051 WX-051

1

2

サーバー

音楽ファイル

再生が
始まる

入力ソース選択画面
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再生する
AirPlayで音楽を聴く
AirPlay 機能を使って、iTunes や iPhone の音楽ファイルを再生します。

お知らせ
本機とパソコン（NAS）やiPhoneを、同じ無線LANルーター（アクセスポイント）に
接続してください。

1 iTunesを起動する、またはiPhoneの音楽再生画面を表示す
る
iTunes/iPhoneが本機を認識するとAirPlayアイコンが表示されます。

お知らせ
アイコンが表示されない場合は、本機とパソコンやiPhoneが正しく無線LANルー
ターに接続されているか確認してください。

2 iTunes/iPhoneでAirPlayアイコンをクリックまたはタップ
し、音声の出力先として本機（本機を登録した部屋）を選ぶ

3 音楽ファイルを再生する
本機の入力がAirPlayに切り替わり、再生が始まります。

iTunes表示例 iPhone表示例（iOS 12）
12



再生する
Bluetoothで音楽を聴く
モバイル端末やデジタル音楽プレーヤーなどのBluetoothに対応した機器（以
下 Bluetooth 機器）の音楽を再生できます。
お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

お知らせ
• 本機にBluetooth機器を接続したことがある場合、前回接続した機器とつながります。
別のBluetooth機器と接続するには、接続中の機器を切断してください。

• Bluetooth接続を本機側から切断するには、操作パネルの を3秒以上長押ししま
す。

本機とBluetooth機器を接続して、Bluetooth機器の音声を本機で再生します。

1 入力ソースを Bluetooth に切り替える

2 本機とBluetooth機器を接続する
Bluetooth 機器の音楽を本機で聴く

本機Bluetooth 機器

WX-051 Yamaha 本機

Bluetooth機器のBluetooth機器
リストから本機を選ぶ

接続すると イン
ジケーターが点灯
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再生する
3 音楽ファイルを再生する

お知らせ
接続できなかった場合は、Bluetooth機器から本機の登録情報を削除して、手順1～
2の操作をもう一度行ってください。

WX-051 Bluetooth
14



再生する
外部機器の音楽を聴く
CDプレーヤーなどの音楽を聴くことができます。

お知らせ
• 接続前に、本機と外部機器の音量を十分に下げてください。大音量で再生が始まるこ
とがあります。

• 接続する外部機器によって、接続端子が異なります（ P.6）。外部機器の取扱説明
書もご覧ください。

1 電源コードを壁のコンセントから外し、外部機器を本機に
接続する

接続には、市販のケーブルをお使いください。

2 電源コードを壁のコンセントに接続し、本機の電源を入れ
る

3 入力ソースをDIGITAL、AUX 1またはAUX 2に切り替える

4 接続した外部機器を再生する
再生については外部機器の取扱説明書をご覧ください。

AUX 1 DIGITAL
NETWORK

SERVICE
ONLYAUX 2

L R

AUX 1 DIGITAL
AUX 2

L R

L R

携帯音楽プレーヤー CDプレーヤー

ステレオピン
ケーブル

ステレオ
ミニプラグケーブル 光デジタル

ケーブル
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MusicCast 対応機器と本機を組み合わせる

本機を複数台使ったり、他の MusicCast 対応機器と組み合わせたりして、よ
り豊かな音声を楽しむことができます。MusicCast CONTROLLER アプリを
使って、ホームオーディオネットワークを構築しましょう。

MusicCastネットワークを構築
する
本機をMusicCast CONTROLLER アプリに登録してから、他のMusicCast 対応
機器をアプリに登録します。

お知らせ
本機をアプリに登録する方法は7ページの「MusicCast CONTROLLERを使ってネット
ワークに接続する」をご覧ください。

（設定）をタップする
 アプリ画面に従って、他のMusicCast 対応機器を登録する

1
2

WX-051
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MusicCast対応機器と本機を組み合わせる
本機を2台使う（MusicCastステレオ機能）
本機はステレオスピーカーですが、2台用意して 1台を左スピーカー（L）、も
う 1台を右スピーカー（R）に設定すれば、さらなる臨場感が楽しめます。

この機能を使用する前に、本機のファームウェアを最新にアップデートして
ください。（ P.25　「ファームウェアを更新する」）

お知らせ
• MusicCastステレオでは一方を親機、もう一方を子機に設定します。子機では、以下
の機能のみ操作できます。

－電源オン/オフ
－音量調整　

• MusicCastステレオで使用している場合、「本機の初期化」と「チャイルドロック」
（ P.23）以外のオプション設定の項目は設定できません。

• アラームを設定している場合は、MusicCastステレオを設定する前にアラームをオフ
にしてください。

1 １台目と2台目を、MusicCast CONTROLLERアプリの同じロ
ケーションに登録する（ P.16「MusicCast ネットワーク
を構築する」）

2 アプリ画面に従って設定を完了させる

左スピーカー
（本機）

右スピーカー
（本機）

サブウーファーとネットワーク接続して使う
MusicCast対応のネットワークサブウーファーと接続すれば、より迫力ある低音が
得られます。
アプリ画面に従って、本機とMusicCast対応のネットワークサブウーファーを
MusicCast CONTROLLERアプリの同じロケーションに登録してください。
（ P.7「MusicCast CONTROLLERを使ってネットワークに接続する」）

• ご使用の際は、ネットワークサブウーファーの取扱説明書もご覧ください。

• アラームを設定している場合は、ネットワークサブウーファーを接続する前にア
ラームをオフにしてください。
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MusicCast対応機器と本機を組み合わせる
本機をサラウンドスピーカーとして使う
（MusicCastサラウンド機能）
MusicCast サラウンド対応の AVレシーバーやサウンドバーをお持ちなら、本
機と組み合わせて、マルチチャンネルで音声を楽しむことができます。

この機能を使用する前に、本機と MusicCast サラウンド対応機器のファーム
ウェアを最新にアップデートしてください。（ P.25　「ファームウェアを更
新する」）
本機以外の MusicCast サラウンド対応機器については、それぞれの機器に付
属の取扱説明書をご覧ください。

1 本機とMusicCastサラウンド対応のAVレシーバーやサウン
ドバーを、MusicCast CONTROLLER アプリの同じロケー
ションに登録する（ P.16「MusicCast ネットワークを構
築する」）

2 アプリ画面に従って設定を完了させる

お知らせ
• 本機をサラウンドスピーカーとして使う場合、以下の機能は使えません。

－お気に入り機能
－アラーム機能
－音量調整
AVレシーバーやサウンドバーの音量に合わせて調整されます。

－「本機の初期化」と「チャイルドロック」を除くオプション設定（ P.23「オプ
ション設定」）

• 本機2台をサラウンドスピーカーとして使うことができます。2台使う場合は、視聴
位置の右と左に本機を置いてください。

• アラームを設定している場合は、MusicCastサラウンドを設定する前にアラームをオ
フにしてください。

サラウンドスピーカー（本機）

組み合わせる AVレシーバーや
サウンドバー側で設定する
18



もっと便利に使う

お気に入りを登録する
お気に入りの曲やインターネットラジオ局などを登録することができます。登録すれば、次回から簡単に呼び出せます。本機には3つ、MusicCast
CONTROLLERアプリには40まで登録できます。
以下の入力ソースを登録できます。
• パソコン（サーバー）内の曲、インターネットラジオ、ストリーミングサービスなどのネットワークコンテンツ
• Bluetooth

1 MusicCast CONTROLLER アプリで登録したい入力ソースを
再生する

2 再生中に本機の1～3のいずれかを3秒以上長押しする
zインジケーターが3回点滅して、長押しした番号に登録されます。

お知らせ
本機の1～3はMusicCast CONTROLLERアプリの「お気に入り」１～３と同じで
す。本機とアプリのいずれかで１～３の登録内容を変更した場合、もう一方の登録内
容も変更されます。

本機の1～3のいずれかをタッチする

本機で登録する

1 2 3

登録した入力ソースを呼び出す

1 2 3
19



もっと便利に使う
アラーム機能を使う
MusicCast CONTROLLERアプリで設定した時刻に、本機でアラームが鳴ります。パソコンやNAS、インターネットラジオなどのネットワークコンテンツのほ
か、「ピピピ」というビープ音をアラームとして鳴らすことができます。

音楽と「ピピピ」というビープ音を組み合わせた 3 つのアラームタイプから
選べます。

1 MusicCast CONTROLLER でアラームを設定する

お知らせ
選択したネットワークコンテンツの状況によっては音が出ないことがあります。
確実にアラームを鳴らしたい場合は、ビープ音をオンにすることをおすすめしま
す。

アラームタイプ

音楽のみ 設定時刻に音楽が鳴ります。鳴り始めは小さい音量で、
徐々に大きくなります。

音楽とビープ音 設定時刻に音楽とビープ音が鳴ります。設定時刻の 3分前
から小さい音量で音楽が鳴り始め、徐々に大きくなる音量
とともに設定時刻にビープ音が鳴ります。

ビープ音のみ 設定時刻にビープ音が鳴ります。

アラームを設定する

WX-051 3

2

1
をタップし、

本機を登録した
部屋を選ぶ

タップ

アプリ画面に
従ってアラーム
を設定する

「時刻設定」をタップ
し、「自動的に同期す
る」がオンになって
いることを確認する

この操作は初回のみ必要です。
20



もっと便利に使う
2 本機の をタッチする
インジケーターが点灯してアラームがオンになります。
をタッチするたびに、アラームのオン/オフが切り替わります。

お知らせ
アラームをオフにしても設定内容は保持されます。 をタッチしてオンにすれば、前
回の設定内容でアラームが鳴ります。

アラームが鳴っているとき、本機の操作パネルのどのマークをタッチしても
アラームは止まります。

お知らせ
アラームを止めない場合、60分後に自動的に停止します。

アラームを止める

アラームオン
（点灯）

アラームオフ
（消灯）

スヌーズ機能
スヌーズ（アラームを一時的に止めて、5 分後に再び鳴らす機能）を
MusicCast CONTROLLER アプリで設定することができます。

スヌーズを設定しているとき、操作パネルのいずれかのマークをタッチし
てアラームを止めても 5分後に再び鳴り始めます。アラームを完全に止め
るには、操作パネルのいずれかのマークを 5秒以上長押ししてください。

お知らせ
アラームタイプで「音楽とビープ音」を選択した場合、アラームが鳴っているとき
に操作パネルのいずれかのマークをタッチするとビープ音のみ止まり、もう一度い
ずれかのマークをタッチすると音楽も止まります。この場合、5分後に再び鳴り始
めます。音楽とビープ音を完全に止めたいときは、操作パネルのいずれかのマーク
を5秒以上長押ししてください。

アラーム一時停止
（スヌーズ中）

アラーム停止
（スヌーズ解除）

スヌーズ中は インジケーターが点滅します。

インジケーター

点滅 消灯
21



もっと便利に使う
チャイルドロック機能を使う
本機はチャイルドロック機能を備えています。チャイルドロック機能を使う
と操作パネルによる操作が制限され、誤操作を防ぐことができます。
初期設定は「無効」です。
チャイルドロック機能を「有効」にしたとき、操作パネルで操作できる機能
は以下の通りです。その他の操作はMusicCast CONTROLLER アプリで行って
ください。

本機がスタンバイのとき
• 電源を入れる
• オプション設定（ P.23）

本機の電源がオンのとき
• 電源をスタンバイにする
• 鳴っているアラームを止める

1 本機がスタンバイのとき、操作パネルの と を同時に 5
秒間長押しする

2 を3秒間長押しする

AUX 1とAUX 2インジケーターが3回点滅して、チャイルドロック機能が
有効になります。
チャイルドロック機能を無効にする場合は、もう一度手順1～2 を行っ
てください。AUX 1とAUX 2インジケーターが2回点滅して、チャイルド
ロック機能が無効になります。

お知らせ
手順1 の後、10秒間操作をしないと本機はスタンバイになり、設定できなくなりま
す。その場合は、もう一度手順1 から操作をしてください。

チャイルドロック機能の有効 /無効を設定する
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もっと便利に使う
オプション設定
オプション設定モードにすることで、以下の設定メニューを変更できます。本機がスタンバイのとき、操作パネルの と を同時に5秒間長押しして、オプ
ション設定モードにしてください。

お知らせ
• 操作しない状態が10秒間続くと、オプション設定モードは解除されます。

• MusicCastステレオやMusicCastサラウンド機能を使っているときや、MusicCast対応のネットワークサブウーファーが接続されているときに可能なオプション設定は、「本機の初期
化」と「チャイルドロック」だけです。

* スタンバイ中のネットワーク動作を設定します。無効にすると、スタンバイ中のネットワーク動作を停止して消費電力を抑える「エコスタンバイ」に移行します。エコスタンバイ
中は以下の機能を利用できません。本機のz/CONNECTで電源オンにして操作してください。

• MusicCast CONTROLLERアプリから本機の電源を入れる
• AirPlay
• Bluetooth
• MusicCastステレオ機能/ MusicCastサラウンド機能

設定メニュー 初期設定 初期設定の変更操作

本機の初期化 ー 操作パネルのz/CONNECTを3秒間長押しする。
zインジケーターが２回点滅して初期化されます。

ネットワークスタンバイ*
の有効/無効 有効

操作パネルの1を3秒間長押しする。
NETWORK インジケーターが 2回点滅して無効化されます。この操作をするたびに有効 /無効が切り替わります。
有効にしたとき：NETWORKインジケーターが3回点滅

オートスタンバイの
有効/無効 有効

操作パネルの2を3秒間長押しする。
インジケーターが２回点滅して無効化されます。この操作をするたびに有効/無効が切り替わります。

有効にしたとき： インジケーターが3回点滅

本製品は、先進的な省電力設計によりネットワークスタンバイ
時の消費電力 2W以下を実現しています。
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もっと便利に使う
設定メニュー 初期設定 初期設定の変更操作

無線LANの有効/無効 有効

操作パネルの3を3秒間長押しする。
インジケーターが2回点滅して無効化されます。この操作をするたびに有効/無効が切り替わります。

有効にしたとき： インジケーターが3回点滅
本機をネットワークに無線接続するには、MusicCast CONTROLLERアプリを使ってネットワーク設定を再度行ってください
（ P.7）。

Bluetoothの有効/無効 有効
操作パネルの を3秒間長押しする。
インジケーターが2回点滅して無効化されます。この操作をするたびに有効/無効が切り替わります。

有効にしたとき： インジケーターが3回点滅

チャイルドロックの有効/
無効 無効

操作パネルの を3秒間長押しする。
AUX 1とAUX 2インジケーターが3回点滅して有効になります。この操作をするたびに有効/無効が切り替わります。
無効にしたとき：AUX 1とAUX 2インジケーターが2回点滅
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もっと便利に使う
ファームウェアを更新する
本機がインターネットに接続されている場合、ファームウェアをネットワー
ク経由で更新できます。新しいファームウェアが提供されると MusicCast
CONTROLLER アプリの画面にお知らせが表示されます。アプリの案内に従っ
て更新してください。

更新の状態はインジケーターでお知らせします。

お知らせ
• 更新中は本機を操作したり、電源コードやLANケーブルを抜いたりしないでくださ
い。

• インターネット回線の速度が十分に得られない場合や、無線ネットワークの接続状態
によってはファームウェアの更新に失敗することがあります。

インジケーター表示

状態 インジケーター

更新中

、 または インジケーターが点滅

更新成功

点灯

更新が成功すると、本機は自動で再起動します。

更新失敗

点灯または点滅（状態により異なります）

電源プラグをコンセントから抜き差しして再度更新してください。
25



もっと便利に使う
iPhone/iPod touchの設定を共有してネットワークに接続する
購入後、または本機を初期化して初めて本機の電源を入れたとき、 インジ
ケーターが点滅し、自動的に iPhone など（以下 iOS デバイス）の検索を開始
します。このとき、iOS デバイスのネットワーク設定を本機に適用して、簡
単にネットワーク接続できます。

お知らせ
• iOSデバイスが無線LANルーター（アクセスポイント）に接続されていることを確認
してください。

• iOS 7.1以降を搭載したiOSデバイスが必要です。

• 無線LANルーターがWEP暗号化されている場合は、iOSデバイスのネットワーク設定
を共有してネットワークに接続できません。

1 インジケーターの点滅中に iOSデバイスのWi-Fi 設定画
面を開き、本機を AirPlay スピーカーに設定する

2 本機と共有する無線ネットワーク（アクセスポイント）を
選ぶ
共有が完了すると、選択した無線ネットワークに自動的に接続します。

• 本機のすべての機能をお楽しみいただくためには、MusicCast
CONTROLLER アプリを使って本機をネットワークに接続してください
（ P.7）。
• 本機を LANケーブルで接続している場合、この機能は動作しません。

iPhone（iOS 11）表示例

本機の名前

タップすると設定開始

選択した無線ネットワーク
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故障かな？と思ったら

使用中に本機が正常に動作しなくなった場合は、下記をご確認ください。下記以外で異常が認められた場合や下記の対処を行っても正常に動作しない場合は、
本機の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてから、お買上げ店または巻末の「お問合わせ窓口」にお問い合わせください。

全般
症状 原因 対策

電源が入らない。
タッチセンサーが反応しない。

本機の起動中（電源コードをコンセントに差してから約5
秒間）に指先がタッチセンサーに触れていた。

起動中はタッチセンサーに触れず、起動が完了してから電
源を入れてください（ P.5）。

電源を入れてもすぐに切れる。
正常に動作しない。

電源コードが正しく接続されていない。 本機とコンセントに電源コードをしっかり差し込んでくだ
さい。

本機を操作できない。 外部電気ショック（落雷、過度の静電気など）や、電源電
圧の低下により、内部マイコンがフリーズしている。

コンセントから電源コードを抜き、約30秒後に再度差し
込んでください。

音が出ない。 再生したい入力ソースが正しく選ばれていない。 MusicCast CONTROLLERアプリ、または操作パネルの
を使って、再生したい入力ソースを選び直してくださ

い（ P.8）。

AUX 1、AUX 2、DIGITAL端子と外部機器がしっかり接続さ
れていない。

端子と外部機器の接続を確認してください。接続に問題が
ないときは、ケーブルに不具合がないか確認してくださ
い。

音量が最小またはミュートになっている。 音量を大きくしてください。

周囲に設置している電子機器から雑音が出る。 本機と電子機器の位置が近すぎる。 本機をそれらの機器から離して設置してください。
27



故障かな？と思ったら
ネットワーク
症状 原因 対策

MusicCast CONTROLLER アプリで接続の設定
ができない。

モバイル端末が無線LANルーター（アクセスポイント）に
接続されていない。

モバイル端末を無線LANルーターに接続した後、
MusicCast CONTROLLERアプリで設定してください。

本機の電源がオフになっている。 本機の電源をオンにしてください。

MusicCast CONTROLLER アプリで本機が検出
されない。

本機とモバイル端末が同じネットワークに接続されていな
い。

ネットワーク接続やルーターの設定を確認し、同じネット
ワークに接続してください。

マルチSSID対応ルーターを使用している。 ルーターのネットワーク分離機能により、本機へのアクセ
スができなくなっている可能性があります。モバイル端末
を接続する際は、本機へのアクセスが可能なSSIDをお使
いください（プライマリSSIDへの接続をお試しくださ
い）。

ネットワーク機能を使用できない ネットワーク情報（IPアドレス）が正しく取得されていな
い。

ルーターのDHCPサーバー機能を有効にしてください。

本機が起動中（電源コードをコンセントに差してから約20
秒間）である。

起動が完了してから使用してください。

IPv6専用のルーターを使用している IPv4に対応しているルーターを使用してください。

パソコン（サーバー）のファイルが表示（再
生）されない。

本機またはパソコン（サーバー）が非対応のファイル形式
を使用している。

本機およびパソコン（サーバー）が対応しているファイル
形式を使用してください。本機が対応している音楽ファイ
ルについては「対応ファイル形式、機器/メディア」
（ P.31）をご覧ください。

MusicCast CONTROLLER でパソコン（サー
バー）が検出されない。

パソコンのメディアの共有設定が正しくない。 本機がパソコン（サーバー）のフォルダーにアクセスでき
るように、メディアの共有設定を変更してください
（ P.11）。

セキュリティソフトなどの設定により、パソコン（サー
バー）へのアクセスが制限されている。

パソコン（サーバー）またはルーターのセキュリティソフ
トの設定をご確認ください。

本機とパソコン（サーバー）が同じネットワークに接続さ
れていない。

ネットワーク接続やルーターの設定を確認し、同じネット
ワークに接続してください。
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故障かな？と思ったら
インターネットラジオを再生できない。 選択したラジオ局のサービスが現在停止している。 ラジオ局側のネットワークエラーにより受信できない場合
や、サービスを休止している場合があります。しばらく
経ってから再生するか、別のラジオ局を選んでください。

選択したインターネットラジオ局が無音を放送している。 時間帯により無音放送になっているラジオ局があります。
この場合は受信できていても音は出ません。しばらく経っ
てから再生するか、別のラジオ局を選んでください。

ルーターなどネットワーク機器のファイアウォール設定に
より、ネットワークへのアクセスが制限されている。

ファイアウォールの設定をご確認ください。なお、イン
ターネットラジオは各ラジオ局指定のポート経由でのみ再
生できます。ポート番号はラジオ局により異なります。

ファームウェアを更新できない。 ネットワークの接続状態がよくない。 しばらく経ってから再度更新をお試しください。

無線 LANルーター（アクセスポイント）経由
でインターネットに接続できない。

無線LANルーターの電源が切れている。 無線LANルーターの電源を入れてください。

本機と無線LANルーターとの距離が離れすぎている。 本機と無線LANルーターを近づけて設置してください。

本機と無線LANルーターの間に障害物がある。 本機と無線LANルーターの間に障害物がない場所に設置し
てください。

本機の無線LAN機能が無効になっている。 本機の無線LAN機能を有効にしてください（ P.24）。

MusicCast CONTROLLER アプリで無線ネット
ワークが見つからない。

2.4GHz周波数帯を使用する機器（電子レンジ、無線LAN
など）からの干渉により、無線通信が妨害されている。

それらの機器の電源を切るか、本機や無線ルーターから遠
ざけてください。

無線LANルーターのファイアウォール設定により、ネット
ワークへのアクセスが制限されている。

無線LANルーターのファイアウォール設定をご確認くださ
い。

AirPlay 使用時に、iPhone で本機が検出されな
い。

マルチSSID対応ルーターを使用している。 ルーターのネットワーク分離機能により、本機へのアクセ
スができなくなっている可能性があります。iPhoneを接続
する際は、本機へのアクセスが可能なSSIDをお使いくだ
さい（プライマリSSIDへの接続をお試しください）。

症状 原因 対策
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故障かな？と思ったら
Bluetooth
症状 原因 対策

本機と Bluetooth 機器が接続できない。 お使いのBluetooth機器がA2DPプロファイルに対応して
いない。

A2DPプロファイル対応のBluetooth機器をお使いくださ
い。

Bluetoothアダプターなどの機器でパスキーが｢0000｣以外
になっている。

パスキーが｢0000｣の接続機器をお使いください。

本機とBluetoothの距離が離れすぎている。 本機とBluetooth機器を近づけてください。

2.4GHz周波数帯を使用する機器（電子レンジ、無線LAN
など）からの干渉により、無線通信が妨害されている。

本機やBluetooth 機器と、それらの機器を遠ざけてくださ
い。また、無線LAN ルーターが5GHz 周波数帯に対応して
いる場合は、ネットワーク機器を5GHz 周波数帯を使って
ネットワークに接続してください。

本機が他のBluetooth機器と接続されている。 接続中の機器をいったん切断してから、接続してくださ
い。

本機のBluetooth機能が無効になっている。 Bluetooth機能を有効にしてください（ P.24）。

音が出ない、または音が途切れる。 Bluetooth接続が切断された。 再度Bluetooth接続を行ってください（ P.13）。

本機とBluetooth機器の距離が離れすぎている。 本機とBluetooth機器を近づけてください。

2.4GHz周波数帯を使用する機器（電子レンジ、無線LAN
など）からの干渉により、無線通信が妨害されている。

本機やBluetooth 機器と、それらの機器を遠ざけてくださ
い。また、無線LAN ルーターが5GHz 周波数帯に対応して
いる場合は、ネットワーク機器を5GHz 周波数帯を使って
ネットワークに接続してください。

Bluetooth機器の音声出力先が本機になっていない。 Bluetooth機器を操作し、音声出力先として本機を選択し
てください。

Bluetooth機器の音量が小さすぎる。 Bluetooth機器の音量を上げてください。
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対応ファイル形式、機器 /メディア

本機は以下のファイル形式、機器、メディアに対応しています。

ファイル形式

• メディアサーバー（パソコン /NAS）にインストールされているサーバーソ
フトにより、再生可能フォーマットが異なります。詳しくはサーバーソフ
トの取扱説明書をご覧ください。

• DRM（デジタル著作権管理）により保護されたファイルは再生できません。

AirPlay 機器
この AirPlay 2 対応スピーカーをコントロールするには、iOS 11.4 以降が必要
です。

Bluetooth 機器
本機は A2DP プロファイルに対応した Bluetooth 機器に対応しています。す
べての Bluetooth 機器に対する接続を保証するものではありません。

ファイル サンプリング
周波数

量子化
ビット数
（bit）

ビットレート チャン
ネル数

ギャップ
レス再生

WAV
（リニアPCM
フォーマット
のみ）

32/44.1/48/
88.2/96/176.4/
192 kHz

16/24 ̶ 2 ✔

MP3 32/44.1/
48 kHz ̶ ～320 kbps 2 ̶

WMA 32/44.1/
48 kHz ̶ ～320 kbps 2 ̶

MPEG-4 AAC 32/44.1/
48 kHz ̶ ～320 kbps 2 ̶

FLAC
32/44.1/48/
88.2/96/176.4/
192 kHz

16/24 ̶ 2 ✔

ALAC 32/44.1/48/
88.2/96 kHz 16/24 ̶ 2 ✔

AIFF
32/44.1/48/
88.2/96/176.4/
192 kHz

16/24 ̶ 2 ✔
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主な仕様

プレーヤー Bluetooth

総合

この取扱説明書では、発行時点の最新仕様で説明をしております。最新版の
取扱説明書につきましては、ヤマハウェブサイトからダウンロードしてお読
みいただけますようお願いいたします。

入力
Digital 光デジタル端子

AUX 1 3.5 mmステレオミニジャック
最大許容入力：1.4 V

AUX 2 ステレオL/R：RCA端子
最大許容入力：2.3 V

ネットワーク
イーサネット・インター
フェース

100Base-TX/10Base-T

インターネットラジオ airable.radio対応

再生フォーマット WAV、FLAC、AIFF、ALAC、MP3、WMA、
MPEG-4 AAC

AirPlay AirPlay対応

Wi-Fi
無線LAN規格 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac*

* 20 MHzチャンネル帯域幅のみ

無線周波数 2.4 GHz、5 GHz

対応セキュリティー WEP、WPA2-PSK（AES）、Mixed Mode

Bluetoothバージョン Ver. 4.2

対応プロファイル A2DP、AVRCP

対応コーデック SBC、AAC

無線出力 Bluetooth Class 2

最大通信距離 10 m（障害物が無いこと）

対応コンテンツ保護 SCMS-T方式

電源電圧/周波数 AC 100 V、 50/60 Hz

消費電力 20 W

待機時消費電力 ネットワークスタンバイオフ
/Bluetoothスタンバイオフ

0.3 W

ネットワークスタンバイオン 有線 1.6 W

無線（Wi-Fi） 1.7 W

Bluetooth 1.5 W

最大出力 35 W＋35 W（6 Ω、1 kHz、10% THD）

スピーカーユニット 3 cm ソフトドームツイーター×2、
10 cmウーファー×2

質量 4.5 kg

外形寸法
（幅×高さ×奥行き）

400 mm×121 mm×200 mm
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商標
MusicCast はヤマハ株式会社の商標または登録商標です。

ヤマハエコラベルは、優れた環境性能を備えた製品として、ヤマハグループ
が認定するマークです。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有する登
録商標であり、ヤマハ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使
用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に
帰属します。

Windows ™
Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録
商標です。
Internet Explorer、Windows Media Audio、Windows Media Player は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商
標です。

Android ™     Google Play ™
Android および Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。

Wi-Fi CERTIFIED ロゴはWi-Fi Alliance の認証マークです。

「ラジコ」、「radiko」および radiko ロゴは株式会社 radiko の登録商標です。

Spotify および Spotify ロゴは Spotify Group の登録商標です。
Spotify のソフトウェアは、以下に記載のサードパーティソフトウェアを利用
しています。
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Deezer およびDeezer ロゴはフランスおよびその他の国に登録済みのDeezer
S.A. の登録商標です。

ライセンス情報
本製品が使用するサードパーティソフトウェアについては、次で確認できま
す。
http://( 本製品の IP アドレス *)/licenses.html
* 本製品の IP アドレスはMusicCast CONTROLLER で確認できます。

GPL/LGPL について
本製品は、GPL/LGPL ライセンスが適用されたオープンソースソフトウェ
アのコードを一部に使用しています。お客様は GPL/LGPL ライセンスの
条件に従い、これらのソフトウェアのソースコードを入手、改変、再配
布する権利があります。GPL/LGPL ライセンスの適用を受けるソフトウェ
アの概要、ソースコードの入手、GPL/LGPL ライセンスの内容につきまし
ては、以下の弊社ウェブサイトをご覧ください。
https://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/
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商標
Works with Apple バッジを表記したアクセサリーは、バッジが表す技術に適
合するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベ
ロッパーによって認定されたアクセサリーであることを示します。
Apple、AirPlay、Apple TV、Apple Watch、iPad、iPad Air、iPad Pro、
iPhone、Lightning、iTunes は、米国およびその他の国々で登録されている
Apple Inc. の商標です。
日本国内において、iPhone 商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき
使用されています。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
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