
本書について
本書ではサウンドバーの設置から再生までを手順に沿って説明して
います。より詳しい説明は、ヤマハウェブサイトに掲載しているユー
ザーガイドをご覧ください。ユーザーガイドは以下へアクセスして
ご覧いただけます。

   https://manual.yamaha.com/av/20/srb20a/

ヤマハ製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうご
ざいます。
• 製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に本書と別
冊「安全上のご注意」を必ずお読みください。
• お読みになったあとは、保証書とともにいつでも見られるところ
に大切に保管してください。
• 保証書に「購入日、販売店名」が正しく記入されていることを必
ずご確認ください。
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付属品がすべて揃っていることを確認してください。

付属品を確認する

サウンドバー（SR-B20A）

リモコン

光デジタルケーブル

電源コード
取付用テンプレート

スペーサー（2個 /1 シート）

■お知らせ
• HDMI ケーブルは付属していません。市販のものをご用意く
ださい。

• スタートアップガイド（本書）

• 安全上のご注意

• 保証書

サウンドバーを壁に設置するときに使います。
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電池の絶縁シートを引き抜きます。

■お知らせ
リモコンにはあらかじめリチウムコイン電池（CR2025）がセットさ
れています。

リモコンの操作範囲
次の範囲内で操作してください。

据え置きの場合

壁掛けの場合

リモコンを準備する

絶縁シート

6m以内
リモコン受光部

サウンドバーを設置する

ユーザーガイドの「壁面への設置について」に
従ってください。

操作部

操作部

ユーザーガイド
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接続するテレビに応じて、サウンドバーを接続してください。

ARC 対応の HDMI ケーブル（市販品）を使って、次のように接続し
ます。

HDMI ケーブル（市販品）と光デジタルケーブル（付属品）を使っ
て、次にように接続します。必ず両方のケーブルを接続してくださ
い。

テレビと接続する

テレビの HDMI 入力端子に「ARC」の表記がありますか？

はい いいえ

HDMI INOPTICAL

HDMI

HDMI

ARC

サウンドバー（背面）

HDMI OUT/TV (ARC)
端子

ARC 対応テレビ ARC 対応の
HDMI 入力

HDMI INOPTICAL

HDMI

HDMIO
O

O

O

サウンドバー（背面）

HDMI
OUT/TV
(ARC) 端子

テレビ HDMI 入力

TV 端子

音声出力
（光デジタル）

1. キャップをはずす

2. プラグの向きを
確認する
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■お知らせ
• HDMI ケーブルでサウンドバーとテレビを接続した場合は、必ずテ
レビの設定で次のことをご確認ください。
-  HDMI コントロール機能が有効になっている。
-  音声出力が ARC になっている（ARC 対応テレビの場合）。
• HDMI コントロール機能を使うと、テレビのリモコンで次の操作が
できます。
- 電源のオン / オフ
テレビとサウンドバーの電源が連動します。
- 音量の調整
テレビの音声出力がサウンドバーに設定されている場合は、サウ
ンドバーの音量を調整できます。

光デジタルケーブル（付属品）だけで接
続する場合
HDMI コントロール機能をご利用にならない場合や、テレビにHDMI
入力端子がない場合は次のように接続します。

OPTICAL

O
O

O

O

サウンドバー（背面）

テレビ

TV端子

音声出力
（光デジタル）

1. キャップをはずす

2. プラグの向きを確認
する
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すべての接続が完了したら、次のように接続します。

1 テレビの電源をオンにする
HDMI ケーブルで接続し、テレビのHDMI コントロールがオンに
設定されている場合は、サウンドバーの電源もオンになります。
（手順 4へ）

2 サウンドバーの電源をオンにする
リモコンのzボタンを押すか、サウンドバーのzをタッチし
ます。

3 TV ボタンを押す

4 音量（＋ / －）ボタンを押して音量を調節する

サウンドバーを電源に接続する

サウンドバー（背面）

コンセントへ

電源コード（付属）

テレビの音声を再生する

TV

音量（＋ /－）

z
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a視聴する映像や音楽に合ったサウ
ンドで再生する（サウンドモード）
次のサウンドモードで音声をお楽しみい
ただけます。お好みで選んでください。

STANDARD
スポーツやバラエティ番組など、一般
的なテレビ番組に適したサウンドモー
ドです。サラウンドで再生されます。

MOVIE
映画に適したサウンドモードです。サ
ラウンドで再生されます。

GAME
ゲームに適したサウンドモードです。
サラウンドで再生されます。

STEREO
2ch ステレオで再生されます。

b立体感のあるサラウンド音場で再
生する（3D サラウンド）
3D サラウンドをオンにすると、
DTS Virtual:X を使用して、水平方向だけ
でなく、高さ方向の表現を伴ったサラウ
ンド再生を楽しめます。
3D SURROUNDボタンを押すたびに、オ
ン /オフが切り替わります。

c人の声を明瞭に再生する（クリアボ
イス）
クリアボイスをオンにすると、再生音の
中の人の声が聴きやすくなります。
BGMや効果音が多く使われた映画やド
ラマなどにおすすめします。
クリアボイスボタンを押すたびに、オン
/オフが切り替わります。

d迫力がある低音を楽しむ（バスエク
ステンション）
バスエクステンションをオンにすると、
低音が増強され迫力のある音を楽しめ
ます。
BASS EXT ボタンを押すたびに、オン /オ
フが切り替わります。

■お知らせ
初期設定は次の通りです。
サウンドモード：STANDARD
3D サラウンド：オン
クリアボイス：オフ
バスエクステンション：オン

お好みのサウンドを選ぶ

a

b

c

d

点滅 3回（オンにしたとき）
点滅 1回（オフにしたとき）

点滅 3回（オンにしたとき）
点滅 1回（オフにしたとき）
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スマートフォンなどのBluetooth機器の音声をサウンドバーで再生し
ます。

1 BLUETOOTHボタンを押して、サウンドバーの入力を
Bluetoothに切り替える。

2 Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする。
Bluetooth 機器に、接続可能な Bluetooth 機器のリストが表示さ
れます。

3 Bluetooth 機器に表示されるリストから本製品を選ぶ。
リストには「Yamaha SR-B20A」または「Yamaha AV」と表示さ
れます。

4 Bluetooth 機器で曲を再生する。
サウンドバーから音声が出ます。

■お知らせ
• 2台のBluetooth機器を同時に接続できます。（マルチポイント接続）
• 2台同時に再生することはできません。1台目の機器の再生を停止
してから、2台目の機器を再生してください。

専用の無料アプリ「Sound Bar Remote」をスマート
フォンにインストールすると、スマートフォンからサ
ウンドバーを操作できます。
App Store または Google Play で「Sound Bar Remote」
を検索して、インストールしてください。

主な機能：
• 電源オン / オフ、入力選択、音量調節、サブウーファー音量調節
• サウンドモードの選択
• バスエクステンション、クリアボイスのオン / オフ
• ランプの明るさ調節（ディマー）

■お知らせ
• アプリでサウンドバーを操作するには、スマートフォンで次の設定
をしてください。
- Bluetooth 機能をオンにする
- 位置情報の取得を許可する（Android 機器の場合）
位置情報はサウンドバーを検出するために使用します。お客様の
個人情報は一切取得しません。

• 本製品は、Sound Bar Remote のみ対応しています。その他のアプ
リ（Sound Bar Controller など）では操作できません。

Bluetooth®機器の音楽を聴く

Bluetooth 機器

アプリで操作する
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