
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

ウェアラブルAIスピーカー/サウンドパートナー

AN-SC1/AN-SS2
オープン価格

https://jp.sharp/soundpartner/

カタログ 2022-2

音声アシスタント機能を搭載、
身につけるAIスピーカー SC1

軽量ボディでくっきり聴こえる、
サウンドを身につける
新スタイル SS2

AN-SC1

AN-SS２-B（ブラック） -P（ローズゴールド） -R（レッド） -W（ホワイト）

-S（シルバー）

NEW



Bluetooth
送信機（同梱）

●問いかけに対する返答は、家電本体ではなくサウンドパートナー本体から流れます。使用シーンの写真はイメージです。　※1 無線LAN対応機種が必要となります。当社製品と連携してご利用いただくには、
シャープの会員サイト「COCORO MEMBERS」への登録、COCORO HOMEアプリのインストールが必要な場合があります。詳細はAQUOSサウンドパートナーサポートをご確認ください。https://jp.sharp/
support/soundpartner/　※2「Amazon Alexa」の独自機能である搭載機器同士の通話やメッセージなど、一部利用できないサービスがあります。　

家中どこでも音楽や情報をリクエスト、家電※1も操作できるサウンドパートナー

AN-SC1 

ベランダに居ても情報検索や家電の操作が可能
（Wi-Fiの届く範囲内での使用が必要です）

ハンズフリーで音楽を聴きながらエクササイズを

スマートフォンが手元に無くても、インターネット検索や家電の操作ができます

クラウド

ES-W114

AY-P40X2

4T-C65DP1

4B-C40DT3

AX-XA20

Wi-Fi

Bluetooth送信機を同梱※4、テレビやスマートフォン
などの音声がワイヤレスで楽しめます。

Wi-Fiが接続されていれば、ウェイク

ワード「アレクサ」を言わなくても本体

のアクションボタンで「Amazon 

Alexa」が起動します※3。

ワンボタンで音声アシスタントが起動

Wi-Fi接続に対応し、音声アシスタント「Amazon Alexa」※2を搭載し

ました。音声操作により、音楽の再生や、天気やニュースの読み上げなど、

さまざまなサービスを利用できます。また、テレビ、エアコンなどの家電

製品や照明器具など、音声アシスタント対応機器の音声操作も可能です。

「Amazon Alexa」の音声アシスタント機能を搭載

リフレクター構造のスピーカーで音声がクリアに

約92ｇの軽量設計で長時間の使用も快適

2℃下げて

洗濯、いつ終わる？

人気のレシピ教えて？ 
COCORO KITCHENを使って

COCORO WASHを使って

COCORO AIRを使って

あと5分で終わります

ドアロック解除

音量上げて

電車は遅れてる？

明日の天気は？

J-POPをかけて
先週人気が高かったグラタンはどうかな

アクションボタン

NEW

ウェアラブルAIスピーカー

AN-SC1
オープン価格

-S（シルバー）



※3 ウェイクワード「アレクサ」では起動しません。　※4 Bluetooth送信機（同梱）をテレビのUSB端子とヘッドホン端子に接続します。接続方法は表4をご覧ください。　※5 aptX LLはQualcomm aptX Low 
Latencyの略です。　※6 使用環境により時間が異なる場合があります。　※7 Bluetooth接続されたスマートフォンの各音声アシスタントを利用できます。

リフレクター構造のスピーカーと
クリアボイス機能で音声がくっきり
耳に向かって音が効率よく流れるように設計されたリフレ
クター構造のスピーカーを搭載。またクリアボイス機能を
使えば、ニュースやドラマなどで流れる人の声がくっきりと
聴こえます。

人の声が聴き取りやすい
クリアボイスボタン
会話音声帯域を増幅することで聴き取りやすさが
アップします。

送信機をテレビに接続すれば、ノイズの少ないクリアな音声がワイヤレスで

楽しめます。映像と音声のズレを少なくするaptX LL※5に対応しています。

濡れた手での

操作や

水しぶきなども

気にせず使えます。

テレビの音声が
耳元でくっきり
聴こえるから
音量を上げずに
楽しめます。

オンライン授業や

テレビ会議などで

快適に会話が

できます。

クリアボイスボタン

リフレクター構造

約88gの軽量ボディでいつでもテレビやスマートフォンの音楽が耳元で楽しめる

AN-SS2

Bluetooth
送信機（同梱）

●Bluetooth送信機（同梱）をテレビのUSB端子とヘッドホン端子に接続します。

家事をしながらテレビの音声や音楽を聴いたり、長時間でも快適に使用できます。

Bluetooth送信機を同梱※4、
テレビ音声がクリアに楽しめる

長時間使用しても気にならない、約88gの軽量設計

約2.5時間の充電※6で、テレビや音楽を約16時間楽しめます。

連続約16時間※6の長時間音楽再生が可能

マイクを搭載しているのでスマートフォンやパソコンとBluetooth接続すれば

ハンズフリー通話が可能です。

スマートフォンやパソコンとハンズフリー通話

Google アシスタント、Siriにも対応、
ハンズフリーで音声検索が可能※7

サウンドパートナー

AN-SS2
オープン価格

-R（レッド）

-P（ローズゴールド）-W（ホワイト）

-B（ブラック）



本　　社　〒590-8522　
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

安全に関する

ご注意
●ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■この新製品ニュースについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記にアクセスください。

●この新製品ニュースの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。
●この新製品ニュースは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●お客様ご相談窓口

※フリーダイヤル･ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5122

固定電話からは
フリーダイヤル
携帯電話からは
ナビダイヤル

スマートフォン
からでもご利用
いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト！

SHARP オンラインサポート 0120-001-251
0570-550-113

〈受付時間〉（年末年始を除く）
◯月曜日～土曜日：午前9時～午後6時
◯日 曜 日・祝 日：午前9時～午後5時

https://jp.sharp/support/

この新製品ニュースの内容は
２０22年2月15日現在のものです。

■AN-SC1/AN-SS2 共通特長

■テレビとの接続

キッチンなどで水しぶきを気にせず使える
生活防水仕様（IPX4相当）

映像と音声のズレを抑える低遅延コーデック
Qualcomm aptX Low Latencyに対応

本機2台で同時に同じテレビ音声が聴ける、
デュアルストリーミング※1

テレビ音声を聞いていてもスマートフォンに着信があれば、
ハンズフリー通話に切り替えが可能

I.150 ANSC1W

Bluetooth送信機（同梱）と各ケーブル（同梱）を使用し、

テレビのUSB端子とヘッドホン端子に接続します。

※テレビと本機の両方から音声を出力したいときは、テレビ側のヘッドホン端子設定が必要です。
●テレビにUSB端子が無い場合は、USB ACアダプター（市販品）をお使いください。
●テレビに光デジタル音声出力端子があるときは、市販の光デジタル音声ケーブルを使用して
Bluetooth送信機と接続できます。 テレビ AN-SC1/AN-SS2

デジタル音声（光）端子（角形）

ヘッドホン端子

USB端子

接続イメージ

■商品ご使用について     ●本機は、0℃～40℃の場所でお使いください。 ●USBケーブルやオーディオケーブルを抜き差しするときは、本機の電源が切れていることを確認してから行ってください。　
■カタログについてのご注意  ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。 ●Qualcomm aptX and 
Qualcomm cVc are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. ●Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other 
countries. ●aptX and cVc are trademarks of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries. ●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、シャープ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。 ●Google は Google LLC の商標です。 ●Siriは、米国およびその他の国 で々登録されたApple Inc.の商
標です。 ●Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-fi Alliance®.Wi-Fi CERTIFIED™ is a trademark of Wi-Fi Alliance®.The Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®. ●その他
記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。　
■ＱＲコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイトのご利用に際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負
うものではありません。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※1 同梱のBluetooth送信機を使用した場合。2台同時接続の場合、Qualcomm aptX Low Latency には対応していません。　※2 使用環境により、時間や距離が異なる場合があります。
※3「Amazon Alexa」の独自機能である搭載機器同士の通話やメッセージなど、一部利用できないサービスがあります。　

型　名

品　名

音楽再生時間※2

充電時間※2

 
通信方式

スマートスピーカー機能

Bluetooth コーデック

マイク

端子（本体）

端子（送信機）

外形寸法（幅×奥行×厚さ）

質量

到達距離※2

付属品

Wi-Fi

Bluetooth

AN-SC1
ウェアラブルAIスピーカー

約10時間（Bluetooth使用時）/約6時間（Wi-Fi使用時）

約2時間30分

Wi-Fi（ IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz）

Bluetooth 5.0（ HSP/HFP/A2DP/AVRCP ）

Amazon  Alexa 搭載※3

SBC/AAC/Qualcomm aptX/Qualcomm aptX Low Latency

3

マイクロUSB（Micro-B）端子（充電用）

マイクロUSB（Micro-B）端子（電源用）、光デジタル音声入力端子、
アナログ音声入力端子（3極φ3.5㎜）

184×185×18㎜(本体)/60×60×22㎜(送信機)

約92g（本体）/約40g（送信機）

Bluetooth使用時 直線見通し約10m、Wi-Fi使用時 直線見通し約25m

Bluetooth送信機、マイクロUSB給電ケーブル、
マイクロUSB充電ケーブル、オーディオケーブル（3極 Φ3.5mm）

AN-SS2
サウンドパートナー　

約16時間

約2時間30分

ー

Bluetooth 5.0（ HSP/HFP/A2DP/AVRCP ）

ー

SBC/AAC/Qualcomm aptX/Qualcomm aptX Low Latency

1

マイクロUSB（Micro-B）端子（充電用）

マイクロUSB（Micro-B）端子（電源用）、光デジタル音声入力端子、
アナログ音声入力端子（3極φ3.5㎜）

184×185×18㎜(本体)/60×60×22㎜(送信機)

約88g（本体）/約40g（送信機）

直線見通し約10m

Bluetooth送信機、マイクロUSB給電ケーブル、

マイクロUSB充電ケーブル、オーディオケーブル（3極 Φ3.5mm）

■AN-SC1/AN-SS2 主な仕様

Bluetooth送信機




