
ネットワークガイド
CD ステレオシステム

品番 SC-PMX900
F0721MH0

ネットワークに接続する
本機をネットワークに接続することで、同じネットワーク
に接続している機器の音楽を本機のスピーカーでお楽しみ
いただけます。
また、インターネットにつながったネットワークに接続す
れば、音楽ストリーミングサービスを利用し本機をスピー
カーに設定して再生することができます。

本機は、ブロードバンドルーターと有線 LAN または無線
LAN（Wi-Fi®）で接続することができます。
ネットワーク接続時の安定した再生のためには有線 LAN
をお勧めします。

お知らせ
≥電源を入れた直後にネットワークの設定を行うと、開始までに
時間がかかることがあります。
≥ネットワーク接続完了後、「NEW FIRMWARE FOUND/PRESS
[OK]」と表示された場合、本機のファームウェアを更新すること
ができます。
− ファームウェアの更新については「ファームウェアを更新す
る」をご覧ください。

− ファームウェアの更新内容については下記のサイトをご確認
ください。
http://panasonic.jp/support/audio/

準備する
お使いのスマートフォンやタブレットにGoogle Home
アプリをインストールして、接続設定ができます。
≥Chromecast built-inTM から本機で音楽を再生する場合、
Google Homeアプリから接続設定を行ってください。
≥お使いのスマートフォンやタブレットのWi-Fi 機能を「入」にする。

1 お使いのスマートフォンやタブレットに
Google Homeアプリをインストールする
≥Google Homeアプリは下記のサイトからダウン
ロードしてください。
https://www.google.com/cast/setup/

2 本機を接続するネットワークに、あらかじめスマー
トフォンやタブレットを接続しておく
≥インターネットにつながったネットワークに接続し
てください。

1 本機の電源コードを抜く

2 本機とブロードバンドルーターなどを
LANケーブルで接続する

3 本機に電源コードを接続し、
[ 電源 ] を押して電源を入れる
ネットワーク接続を示すネットワークランプ（青色）
が点灯します。

4 [ ラジオ、EXT-IN] を数回押して
「NETWORK」を選ぶ

5 Google Homeアプリを起動して
画面の指示に従って接続設定を行う

お知らせ
≥LANケーブルの抜き差しは電源コードを取り外した状
態で行ってください。
≥カテゴリー7 LANケーブルSTPストレート結線（シー
ルドタイプ）をお勧めします。
≥LANケーブル以外（電話のモジュラーケーブルなど）を
挿入しないでください。故障の原因になります。
≥LANケーブルを接続すると、Wi-Fi機能が無効になります。
≥有線LANで公衆通信回線に接続する場合、電気通信事業
法の認定を受けた端末設備（有線 LAN ルーター、回線
端末装置）に接続してください。
≥LANケーブルを取り外すと、ネットワーク設定が初期化
されます。その場合は設定をやり直してください。

ブロードバンドルーター

パソコン、スマートフォン 本機

例：

有線 LAN接続を行う

ブロードバンドルーターなど

本機

LANケーブル
（市販のものを
ご使用ください）

例：
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準備する
1 本機の電源コードを抜く
2 LANケーブルを取り外す
3 本機を無線ブロードバンドルーターのなるべく

近くに置く
4 本機に電源コードを接続する

お知らせ
≥ネットワーク設定は、時間がかかると中止されることが
あります。その場合、設定をやり直してください。
≥無線ネットワークの接続や設定操作を中止するには [∫]
を押すか、電源を切ってください。
≥本機は2.4 GHz帯と5 GHz帯の周波数帯で使用するこ
とができます。ネットワークへの接続は、802.11ac
または 11n（2.4 GHz/5 GHz 同時使用可）のブロー
ドバンドルーターの使用をお勧めします。
≥無線 LAN 接続が完了すると、ネットワークランプ（青
色）が点灯します。

1 [ 電源 ] を押して電源を入れる
≥「NET SETUP」が表示されます。

2 [2][1] を押して「YES」を選び、
[決定 ] を押す
≥「SETTING」が表示されます。

3 Google Homeアプリを起動して
画面の指示に従って接続設定を行う
ネットワークランプ（青色）が点灯すればお使い
になれます。

お知らせ
≥本機の名前を設定していない場合、本機は
「Panasonic PMX900-****」と表示されます。
（「****」は機器に固有の文字を表しています）
≥Google Home アプリや「Panasonic Music Control」
アプリからネットワーク情報（SSID、MAC アドレス、
IPアドレス）を確認することができます。
≥Google Homeアプリには、本機とは関連性のない表示
もあります。
≥ネットワーク接続設定を途中で中止し、そのあとに本機の電源
を切 / 入すると、再度「NET SETUP」が表示されます。設
定を行うか、「NO」を選択すると以降は表示されません。

1 [ ラジオ、EXT-IN] を数回押して
「NETWORK」を選ぶ

2 [ 設定 ] を押す

3 [3][4]を押して「NET SETUP」を
選び、[ 決定 ]を押す
≥「SETTING」が点滅します。

4 Google Homeアプリを起動して
画面の指示に従って接続設定を行う

■Google Homeアプリから接続する
Chromecast built-inから本機で音楽を再生する場
合、Google Homeアプリからネットワークの接続設
定をする必要があります。

Google Home アプリを起動して画面の指
示に従って接続設定を行う
≥ 接続が完了すると、表示窓に「SUCCESS」と表示
されます。
−接続できなかった場合、表示窓に「FAIL」と表示されま
す。設定メニューからネットワークの接続設定をやり
直してください。

お知らせ
≥本機の名前を設定していない場合、本機は
「Panasonic PMX900-****」と表示されます。
（「****」は機器に固有の文字を表しています）
≥Google Home アプリや「Panasonic Music Control」
アプリからネットワーク情報（SSID、MAC アドレス、IP
アドレス）を確認することができます。
≥Google Homeアプリには、本機とは関連性のない表示
もあります。
≥本機を操作するときは、本機が見える位置で行ってくだ
さい。

無線 LAN接続を行う

初めてネットワーク接続設定をする

設定メニューからネットワークの
接続設定をする
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ネットワークの音楽を楽しむ

ネットワーク接続した機器の音楽を再生する

スマートフォンやパソコンなどの音楽を「Panasonic
Music Control」（無料）などのアプリを使って本機か
ら再生することができます。

例：Panasonic Music Control
≥ iOS 機器： App Store
≥ AndroidTM 機器： Google Play

準備する
≥ 本機をネットワークに接続する
( 「ネットワークに接続する」)

≥ 下記の機器を本機と同じネットワークに接続する
−「Panasonic Music Control」などのアプリをインス
トールした機器

−音楽ファイルが保存してある機器
≥ 説明には「Panasonic Music Control」アプリを使
用しています。

1 [ 電源 ] を押して電源を入れる
≥ネットワークランプ（青色）が点灯していることを
確認してください。
≥ネットワークランプ（青色）が点灯していない場合
はネットワーク設定を確認してください。
( 「ネットワークに接続する」)

2「Panasonic Music Control」アプリを
起動する
≥アプリは常に最新バージョンをお使いください。

3「スピーカー」から本機を選ぶ
4 再生する音源を選ぶ

5 再生する曲を選ぶ

お知らせ
≥本機の名前を設定していない場合、本機は
「Panasonic PMX900-****」と表示されます。
（「****」は機器に固有の文字を表しています）
≥ネットワークサーバー（Windows 8以降を搭載したパ
ソコンやスマートフォンなど）の音楽を再生する場合
は、Windows Media® Player やスマートフォンなどの
ライブラリにコンテンツやフォルダを追加してくださ
い。
≥Windows Media® Player のプレイリストからは、ライ
ブラリに保存されたコンテンツしか再生できません。
≥本機が対応しているファイル形式については、「仕様」を
確認してください。
−お使いのネットワークサーバーが対応していない形式
のファイルは再生できません。

≥コンテンツや接続機器によっては、再生できないことが
あります。
≥電源を切るときは再生を停止してください。

準備する
≥ 本機をネットワークに接続する
( 「ネットワークに接続する」)

≥ ストリーミングする音楽のスピーカーに本機を選ぶ
(  「ネットワーク接続した機器の音楽を再生する」)
−ストリーミングする音楽のスピーカーに本機を選ぶ
と、セレクターが「NETWORK」に切り換わります。

■リモコンでの操作

≥接続しているアプリや機器によっては、本機での操作が
できない場合があります。

「Panasonic Music Control」アプリの操作や画
面表示などは改善のために更新、変更される場合が
あります。最新の情報については下記のサイトをご
覧ください。
https://panasonic.jp/support/audio/app

ネットワークの音楽の再生操作をする

一時停止 [∫] または [1/;] を押す
≥ 再開するには [1/;] を押す

曲を飛ばす
（スキップ）

[:][9] を押す

音量調整 [i音量 j] を押す
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配信サービスの音楽、ラジオなどを再生する

本機はいくつかの音楽配信サービス（Deezer/
Internet Radio/Podcasts）に対応しています。

準備する
対応アプリがインストールされた機器を本機と同じ
ネットワークに接続する（インターネットにつながっ
たネットワークに接続してください。）

1 [ 電源 ] を押して電源を入れる
≥ネットワークランプ（青色）が点灯していることを
確認してください。点灯していない場合はネット
ワーク設定を確認してください。
( 「ネットワークに接続する」)

2「Panasonic Music Control」アプリを
起動する
≥アプリは常に最新バージョンをお使いください。

3「スピーカー」から本機を選ぶ
4 音楽サービスを選ぶ

お知らせ
≥本機の名前を設定していない場合、本機は
「Panasonic PMX900-****」と表示されます。
（「****」は機器に固有の文字を表しています）
≥音楽配信サービスを利用する場合は、登録 / 加入が必要
な場合があります。
≥音楽配信サービスを利用する場合は、使用料金が発生す
る場合があります。
≥提供サービス、アイコンや仕様は変更されることがあります。
≥詳しくは各音楽配信サービスのホームページをご覧ください。
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Chromecast built-in の音楽を聴く

本機ではChromecast built-inをお使いいただけます。
Chromecastに対応したアプリの情報については下記
のサイトをご覧ください。
g.co/cast/apps

準備する
≥ ネットワーク設定をする。（インターネットにつな
がったネットワークに接続してください）

≥ お使いの機器（スマートフォンやタブレットなど）
に対応したアプリをインストールする。

≥ 接続する機器をご家庭でお使いのネットワークに
接続する。

1 お使いの機器（スマートフォンやタブ
レットなど）から Chromecast 対応ア
プリを開いて本機を選択する

2 音楽を再生する

すべての音楽ストリーミングサービスが利用でき
るわけではありません。音楽ストリーミングサービ
スを利用する場合は、登録/ 定期購入が必要になっ
たり、使用料金が発生する場合があります。また、提
供サービスは予告なく変更・停止する場合がありま
す。
詳しくは各音楽ストリーミングサービスのホーム
ページをご覧ください。
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Spotify Connect を使って音楽を再生する

本機は音楽ストリーミングサービス Spotify が楽しめ
る、Spotify Connect に対応しています。スマートフォ
ンやタブレットのアプリを使用して、Spotify の楽曲を
本機でストリーミング再生することができます。

準備する
≥ 本機をネットワークに接続する
( 「ネットワークに接続する」)

≥ 接続する機器を本機と同じネットワークに接続する

スマホ、タブレット、パソコンをリモコンにして、
Spotify で音楽を楽しめます。
詳しくは spotify.com/connect をご覧ください。

お知らせ
≥本機を操作するときは、本機が見える位置で行ってくだ
さい。
≥本機のお買い上げ時のデバイス名は
「Panasonic PMX900-****」※ と表示されます。
≥Google Homeアプリから本機の名前を設定した場合
は、設定した名前が表示されます。
≥ご利用には登録が必要です。
≥サービス内容やアイコン、仕様は予告なく変更・停止す
る場合があります。

※ 機器によって固有の番号が表示されます。

SC-PMX900_S_ネットワーク接続.fm  10 ページ  ２０２１年７月２６日　月曜日　午前９時２８分



AirPlay を楽しむ

iOS機器などに保存した音楽を、AirPlayの機能を
使って再生することができます。

準備する
≥ 本機をネットワークに接続する
( 「ネットワークに接続する」)

≥ iOS機器やパソコンを、ご家庭でお使いの無線ネッ
トワークに接続する

1 [ 電源 ] を押して電源を入れる
≥ネットワークランプ（青色）が点灯していることを
確認してください。点灯していない場合はネット
ワーク設定を確認してください。
( 「ネットワークに接続する」)

3 AirPlayアイコン（例、 ）を選び、
スピーカーを選ぶ
≥初期設定のスピーカー名は
「Panasonic PMX900-**** ※」と表示されます。

4 音楽を再生する

≥音を出す前にiOS機器やiTunesの音量が適切か確かめ
てください。
≥はじめてご使用になるときはiOS機器やiTunesの音量
を絞ってください。
≥再生開始後、実際に音声が出るまで少し時間がかかります。

※ 機器によって固有の番号が表示されます。

■リモコンでの操作

≥ iOS機器や iTunesでも操作することができます。

お知らせ
≥本機が電源切状態でも AirPlay 用スピーカーとして待機
し、AirPlay をご使用のときに自動的に電源が入るよう
に設定することができます。( 「ネットワークスタンバ
イを設定する」)
≥ iOS機器やiTunesの音量を変えると、本機の音量も変わ
ります。（iTunes をお使いのときは設定が必要です。）
≥ iOSやiTunesのバージョンによっては、AirPlay再生中
にセレクターを切り換えたり、本機の電源を切 /入した
りすると、次回にAirPlay の再生ができないことがあり
ます。そのときは左記手順3でいったん別のスピーカー
を選んでから、本機を選び直してください。
≥ iTunesで動画を再生しているときは、本機からAirPlay
の再生ができないことがあります。

2 iOS 機器（iPhone、iPod touch、iPad など）の
とき
「ミュージック」アプリを開く

パソコンのとき
「iTunes」を開く

一時停止 [∫] または [1/;] を押す
≥ 再開するには [1/;] を押す

曲を飛ばす
（スキップ）

[:][9] を押す

音量調整 [i音量 j] を押す
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著作権など
本文で記載されている各種名称、会社名、商品名など
は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では
TM、Rマークは一部記載していません。

Works with Apple バッジの使用は、アクセサリが
バッジに記載された技術で動作するよう設計され、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に
よって認定されたことを示します。
Apple、AirPlay は、米国および他の国々で登録された
Apple Inc. の商標です。
本機は AirPlay 2 対応製品です。iOS 11.4 以降が必
要です。

Android、Google Play、Google Home、
Chromecast built-in は Google LLC の商標です。

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または商標です。

“Wi-Fi CERTIFIEDTM”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”
の認証マークです。
“Wi-Fi®”は“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。
“WPATM”、“WPA2TM”は“Wi-Fi Alliance®”の
商標です。

Spotifyソフトウエアは、以下に記載のサードパーティー
ソフトウエアを利用しています。
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

廃棄 / 譲渡するときのお願い
アカウントの不正利用を防ぐために、本機を廃棄ま
たは第3者へ譲渡するときは必ず音楽ストリーミ
ングサービスのアカウントをログアウトしてくだ
さい。
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