
機器を接続する
以下の手順で、本製品と機器を接続してください。
①すべての接続機器の主電源をオフにする。
②本製品とHDDレコーダをAVケーブル/HDMIケーブルで接続する。
③本製品とテレビをHDMIケーブルで接続する。
④HDDレコーダの主電源をオンにする。
⑤テレビの主電源をオンにする。
⑥本製品にACアダプタを接続し、電源プラグをコンセントに差し込む。

A/V IN

HDMI 入力

HDMI 出力 映像・音声出力

手順③ HDMI ケーブル

手順② AVケーブル
（同梱物）

 

手順② HDMI
ケーブル

手順⑥ ACアダプタ
（同梱物）

Remote TV本体（背面）

手順①、手順④ HDDレコーダ手順①、手順⑤ テレビ

 ◎ 本製品を利用するには、本製品とHDDレコーダを、AVケーブル（手順②）とHDMIケーブル（手順②）の両方で接続する必要が
あります。
 ◎ 上記以外の順番で接続すると、機器を正しく操作できないことがあります。視聴できない場合は、テレビの主電源を一
度オン／オフした後に、本製品のRESETボタンを短く押して本製品を再起動してください。本手順で接続しても映像
を視聴できない場合は、本製品のホームページからFAQを参照してください。
 ◎ 本製品はご利用中にHDDレコーダの電源を自動的にオンにします。お使いのテレビがHDDレコーダの電源に連動し
て電源オンになる設定にされている場合、本製品をご利用中にテレビの電源もオンになります。
 ◎ 接続するHDDレコーダのHDMI-CEC機能は、必ずオンに設定しておいてください。
HDMI-CEC機能（各社○○リンクなど）の名称や設定方法は、お使いのHDDレコーダによって異なります。詳しくは、
お使いのHDDレコーダの取扱説明書やメーカのホームページなどをご覧ください。

Step
1

注意

初期設定ガイド
初期設定ガイドについて

 ● 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定、使いかたを説明しています。本紙
の設定手順に従い本製品を設定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管
してください。
 ● 本製品を正しくご使用いただくために、『セーフティガイド』（別紙）を必ずお読みのう
え安全にお使いください。
 ● 本紙に記載している会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。詳しく
は『セーフティガイド』（別紙）をご覧ください。

 ◎ 本紙に記載されていないRemote TV機能の詳細については、auホームページに
掲載されている『取扱説明書』をご覧ください。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html
 ◎ 本紙に記載されているイラストや画面はイメージです。実際の製品や画面とは異
なる場合があります。また、イラストや画面の一部を省略している場合があります
ので、あらかじめご了承ください。
 ◎ 本紙では本製品とテレビやHDDレコーダおよびWi-Fiルータの接続方法を記載し
ています。詳しい操作方法や設定方法については、お使いの機器の取扱説明書をご
覧ください。

お問い合わせ先番号
お客さまセンター（通話料無料）
年中無休／オペレータ対応は9:00～20:00
一般電話からは  0077-7-111
au電話からは 局番なしの157番
上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）
 0120-977-033（沖縄を除く地域）
 0120-977-699（沖縄）

2013年1月第1版
発売元：KDDI㈱・沖縄セルラー電話㈱

製造元：㈱KDDIテクノロジー

注意

箱の中身を確認する

ご使用いただく前に下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。
 □Remote TV本体（1台）  □ACアダプタ（1本）

 □AVケーブル（1本）（試供品）  □HDMIケーブル（1本）
（試供品）

 □初期設定ガイド（本紙）
 □セーフティガイド（別紙）
 □保証書/Remote TV 問
診票（別紙）

お客様にご用意いただくもの
 □視聴端末(スマートフォン、タブレット、パソコン)
対応OS/バージョンについては、本製品のホームページFAQでご確認ください。
http://www.au.kddi.com/remotetv/
 □HDDレコーダ
本製品の機能をご利用いただくためには、下記に対応したHDDレコーダとの接続が必
要となります。
・アナログ（NTSC映像信号）出力に対応していること
・HDMI-CEC機能（各社○○リンクなど）に対応していること
・HDMI-CEC機能をオンにしてHDMI接続を行っても、アナログ出力が可能なこと
適合機種については以下をご覧ください。
http://www.au.kddi.com/remotetv/

 □HDMIケーブル
HDDレコーダとテレビを本製品に接続するには、HDMIケーブルが2本必要です。同梱
のHDMIケーブル以外に、もう１本シールド付きのHDMIケーブルをご用意ください。
 □Wi-Fiルータ（HOME SPOT CUBEまたはWPS対応ルータ）
Wi-FiルータがWPS機能に対応していない場合は、手動でWi-Fiルータへの接続設定を
行うため、別途以下をご用意ください。
・パソコン（Windows®またはMac OS）
・USBケーブル（Remote TV本体側：microBタイプ)

 ■ 正面

①

④

②
③

⑤

① POWERランプ
正常に起動すると、緑点灯します。
※電源投入後、POWERランプが緑点灯するまでは1～2分程度かかります。
　その間すべてのランプが5秒間橙点灯し、その後POWERランプが橙点灯します。

② Wi-Fiランプ
Wi-Fiルータとの接続状態に合わせて、点灯、点滅、消灯します。

③ STATUSランプ
初期化・映像送信の状態などに合わせて、点灯、点滅、消灯します。

④ RESETボタン
ボタンを短く押すことで再起動します。また5秒以上長押しすることで、すべての設定情
報を初期化します。

⑤ Wi-Fiボタン
2秒以上長押しすることで、Wi-Fiルータへの接続設定を行います。

memo
 ◎ 各ランプの表示については、本紙うら面の「ランプの表示について」をご覧ください。

 ■ 背面

A/V IN

⑩

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑥ HDMI OUT端子
HDMIケーブルでテレビを接続します。

⑦ HDMI IN端子
HDMIケーブルでHDDレコーダを接続します。

⑧ USB端子（microBタイプ）
Wi-Fiルータへの接続設定を手動で行う場合に、パソコンをUSBケーブルで接続します。
※USBケーブルは別売です。

⑨ A/V IN端子
同梱のAVケーブルでHDDレコーダを接続します。

⑩ 電源ジャック
同梱のACアダプタを接続します。

 ◎ 視聴端末へ出力する映像と音声は、A/V IN端子から入力されます。
A/V IN端子にHDDレコーダを必ず接続してください。
 ◎ 本体底面に記載されている機器IDは設定に必要となりますので、事前に確認しメモな
どに控えておいてください。

注意

各部の名称と機能

Remote TVの接続イメージ

インターネット

電源コンセント

Remote TV

Wi-Fiルータ

視聴端末
（スマート
フォンなど）

テレビHDD
レコーダ

参照Step
2 参照

Step
3

Step
4

モデム・ホーム
ゲートウェイ

Step
1 参照

Wi-Fiの設定をする

Wi-Fiルータとの接続設定を行います。本手順ではHOME SPOT CUBEを例に説明します。

 ◎ Wi-Fiルータへの接続設定を行うときは、Wi-Fiルータの電源を入れ、インターネットに接続されている環境で行ってください。
インターネットに接続されていない環境で行うと、設定が正しく行われません。

memo
 ◎ 本設定は以下の環境で行ってください。
• 本製品がWi-Fiルータの通信圏内に設置されている。
• 本製品とWi-Fiルータの間に障害物が無いようにする。

 ◎ Wi-Fiルータへの接続設定を手動で行う方法は、auホームページに掲載されている本製品の『取扱説明書』をご覧ください。
 ◎ HOME SPOT CUBEとかんたん接続を行うと、WPA2方式のセキュリティ設定で接続が行われます。

Step
2

重要

おもて

う
ら
に
進
む

1 HOME SPOT CUBEのかんたん接続（SETTING）ボタンを長押しする。
HOME SPOT CUBEのかんたん接続（SETTING）
ランプが橙点滅するまでボタンを押し続けてくださ
い。ランプが点滅したらルータの設定が始まります。

橙点滅

memo
 ◎ WPSの設定方法は、Wi-Fiルータのメー
カによって異なります。詳細はお使いの
Wi-Fiルータの取扱説明書をご確認くだ
さい。

3 設定の完了を確認する。Wi-Fiランプが緑点灯になり、設定が完了
します。

緑点灯

2 本製品のWi-Fiボタンを2秒以上長押しする。Wi-Fiランプが橙点滅するまでボタンを押し続けてください。
ランプが橙点滅すると、本製品のWi-Fi接続設定が始まります。
機器ID設定中の状態になると、ランプが橙点灯になります。

橙点滅 橙点灯

memo
 ◎ Wi-Fiランプが橙点滅してから設定の完了まで2～3分程かかる場合があります。Wi-Fiランプが緑
点灯するまでそのまましばらくお待ちください。

 ◎ Wi-Fiランプが赤点滅した場合は、本紙うら面の「困ったときは」をご覧ください。



リモコンモードのアイコンと機能
映像視聴中の画面で任意の場所をタップし、  をタップするとリモコンモードに切り替わります。

以
上
で
設
定
は
完
了
で
す
。

 ● 視聴モードに切り替える
リモコンモードから視聴モードに切り替えます。

 ● 視聴を終了する
クライアントソフトウェアのトップ画面に戻ります。

リモコン操作画面

 ● テレビを見る
放送/チャンネル/音声の切り替えを行います。
アイコン 操作説明

地上デジタル放送やBSデジタル放送などの放
送を切り替えます。

 チャンネルを切り替えます。

ステレオ/2カ国語など音声を切り替えます。

リモコン操作画面に戻ります。

TV操作画面

 ● 見たい番組や各種設定メニューなどを操作する
録画番組一覧、ホーム画面のメニュー一覧、番組表一覧から番
組・メニューを選択したり操作することができます。

アイコン 操作説明
サブメニューを表示します。

  

 

録画番組、番組表、メニューを選択するた
めに、カーソル移動を行います。

 で表示したメニューから一つ前の
メニューに戻ります。

  

 

カラーボタンが操作できます。

地上デジタル放送やBSデジタル放送など
の放送を切り替えます。（番組表画面のみ）

選択した録画番組、番組表、メニューを決
定します。

リモコン操作画面に戻ります。

※ ホーム画面の表示はお使いのHDDレコーダにより異なります。

録画一覧画面/ホーム画面

番組表画面

 ● 録画番組を再生する
録画番組を再生します。
アイコン 操作説明

再生します。

停止します。

 チャプタごとにスキップします。

 早送り/巻戻しをします。

一時停止します。

メディアの切り替えを行います。

リモコン操作画面に戻ります。

プレーヤ操作画面

memo
 ◎ リモコンモードは、HDDレコーダのリモコンと同じ操作を行うための
モードです。
• リモコンモードでは、画面がコマ送りとなり音声は出ません。
• お使いの機器によっては、選択したリモコンボタンが対応していな
い場合があります。

 ◎ 視聴モードは、テレビや再生した番組を見るためのモードです。
視聴モードでは、リモコン操作はできません。

ランプの表示について

Wi-Fiランプ
POWERランプ

STATUSランプ

 ■ POWERランプ
ランプ表示 状態
緑点灯 正常に動作中
橙点灯 起動中
消灯 電源オフ状態

 ■ Wi-Fiランプ
ランプ表示 状態
緑点灯 Wi-Fiルータへの接続設定完了
橙点滅 Wi-Fiルータとの接続設定中
橙点灯 機器ID設定中の状態
赤点滅 Wi-Fiルータとの接続設定エラー

 ■ STATUSランプ
ランプ表示 状態
緑点灯 視聴端末に映像を送信中
橙点滅 ファームウェアのアップデート中、初期化中
赤点滅 ファームウェアアップデートのお知らせ
赤点滅（速い）ファームウェアのアップデートエラー、初期化エラー
消灯 接続待機中

memo
 ◎ 電源投入後、POWERランプが緑点灯するまでは1～2分程度かかります。
その間すべてのランプが5秒間橙点灯し、その後POWERランプが橙点灯します。

困ったときは
設定するときの疑問点や、トラブルの解決方法をご紹介します。本紙に
記載されていない設定やトラブル／エラーメッセージの解決方法は、au
ホームページに掲載されている本製品の『取説説明書』をご覧ください。

エラーメッセージが表示されたときは
エラーメッセージ 解決方法

Wi-Fiに接続してご利用ください。 iOS端末はWi-Fi以外の通信環境ではご利用できません。
Wi-Fiネットワークに接続してご利用ください。

Remote TVに接続できませんでした。
（エラーコード　例：A11）

ご利用のネットワーク環境に問題がある可能性がありま
す。本製品のホームページからFAQを参照して、ネット
ワーク環境に問題がないかご確認ください。

A/V IN端子に接続されている機器を確
認してください。(C36)

● AVケーブルが正しく接続されていない可能性があり
ます。「Step1 機器を接続する」をご覧いただき、正し
く接続し直してください。
● お使いのHDDレコーダの設定が正しく行われていな
いか、もしくは本製品の機能に対応していない機種の
可能性があります。本製品のホームページからFAQを
参照してください。
● お使いのHDDレコーダの主電源がオフになっている
可能性があります。主電源をオンにしてください。

HDMIケーブルが検出できないためリ
モコン機能が利用できません。
映像視聴を開始しますか？ (C34)

● HDMIケーブルが正しく接続されていない可能性があ
ります。「Step1 機器を接続する」をご覧いただき、正
しく接続し直してください。
● HDMIケーブルが接続されていない場合は、リモコン
機能を利用することができません。映像を視聴するに
は、HDDレコーダ側での操作が必要となります。
● お使いのHDDレコーダの主電源がオフになっている
可能性があります。主電源をオンにしてください。

映像が受信できなくなりました。
再接続しますか？ (B23)

電波状況が良くない可能性があります。続けて発生する
場合は、しばらくたってから接続し直してください。

インターネットに接続できません。
電波環境（通信環境）をご確認ください。

お使いの視聴端末がネットワークに接続できていない可
能性があります。ご利用のネットワークの電波環境もし
くは通信環境をご確認ください。

本製品を初期化する
本製品に登録した視聴端末情報やパスワード、Wi-Fiルータへの接続設定情報などをすべて消
去します。
本製品を初期化するには、以下の操作を行います。
Wi-Fiランプが緑点灯している状態で、RESETボタンを5秒以上長押しする。

トラブルシューティング
症状 原因 解決方法

すべてのランプ
が点灯しない。

ACアダプタが正しく接
続されていない。

「Step1 機器を接続する」をご覧いただき、ACアダ
プタが正しく接続されているかをご確認ください。

同梱品以外のACアダプ
タを使用している。

本製品に同梱のACアダプタをお使いください。

延長コードや電源タップ
を多く使用している。

延長コードや電源タップを使わないで、再度ご確認
ください。

動作不良を起こしている。いったんACアダプタのプラグを本体から抜き、し
ばらくしてからプラグを差し直して電源を入れて
ください。

本製品が故障している。 本製品の不具合の可能性があります。同梱の「保証
書」裏面の「Remote TV 問診票」をご記入のうえ、
本製品の修理をご依頼ください。

Wi-Fiランプが点
灯しない。

Wi-Fiの設定をしていない。「Step2 Wi-Fiの設定をする」をご覧いただき、
Wi-Fi設定をしてください。

Wi-Fiランプが赤
点滅している。

Wi-Fi設定が正しく完了
していない。

「Step2 Wi-Fiの設定をする」をご覧いただき、正し
く設定し直してください。

Wi-Fiランプが
橙点灯し続けて
いる。

Wi-Fiルータがインター
ネットに接続されてい
ない。

お使いのWi-Fiルータの取扱説明書をご覧いただ
き、インターネット回線に正しく接続されているか
ご確認ください。

ネットワーク環境に問題
がある。

ご利用のネットワーク環境に問題がある可能性があ
ります。本製品のホームページからFAQを参照して、
ネットワーク環境に問題がないかご確認ください。

STATUSラン
プが赤点滅して
いる。

ファームウェアアップ
デートのエラーが発生し
ている。

ご利用のネットワーク環境に問題があったため、
ファームウェアのアップデートが正しく行なわれ
なかった可能性があります。本製品のホームページ
からFAQを参照して、ネットワーク環境に問題が
ないかご確認のうえ、再度ファームウェアアップ
デートを行ってください。

本製品の初期化エラーが
発生している。

ご利用のネットワーク環境に問題があったため、初
期化が正しく行なわれなかった可能性があります。
本製品のホームページからFAQを参照して、ネッ
トワーク環境に問題がないかご確認のうえ、再度本
製品の初期化を行ってください。

STATUSランプ
がゆっくり赤点
滅している。

更新が必要なファーム
ウェアがある。

Wi-FiボタンとRESETボタンを同時に5秒以上長押し
して、ファームウェアアップデートを行ってください。
※ 詳しくは本製品の『取扱説明書』をご確認ください。

テレビに映像が
表示されなく
なった。

HDMIのINとOUTの接続
が間違っている。

「Step1 機器を接続する」をご覧いただき、本製品と
テレビ、HDDレコーダを正しく接続してください。

HDMI IN端子または
HDMI OUT端子の接合
部分がしっかりと接続さ
れていない。

HDMI IN端子またはHDMI OUT端子の接続をもう
一度確認して、いったんACアダプタのプラグを本
体から抜き、しばらくしてからプラグを差し直して
電源を入れてください。

※詳しい内容については、以下のauホームページでご案内しております。
http://www.au.kddi.com/remotetv/

うらクライアントソフトウェアをインストールする
スマートフォンなどの端末から映像を視聴するには、アプリケーション（以下「クライアントソフトウェア」）を端末に
インストールする必要があります。
ここでは、AndroidTM端末とiOS端末にクライアントソフトウェアをインストールする手順について説明します。

memo
 ◎ パソコン（Windows®、Mac OS）にクライアントソフトウェアをインストールする方法は、auホームページに掲載されてい
る本製品の『取扱説明書』をご覧ください。

 ◎ 対応OS/バージョンについては、本製品のホームページFAQでご確認ください。
http://www.au.kddi.com/remotetv/

AndroidTM編

Step
3

1 Playストアより「Remote TV (au)」をダウンロードする。Playストア  を
タップします。

クイック検索ボックスを表示させて、「Remote 
TV (au)」と入力し  をタップします。

2 クライアントソフトウェアをインストールする。
 Remote TV (au)を選択し、ソフトウェアの説

明画面でインストールアイコンをタップし、「同意し
てダウンロード」をタップしてインストールします。

3 アプリ一覧にRemote TV (au)アイコンが表示されたことを確認する。
アプリ一覧にRemote TV (au)アイコンが表示され
るとインストールは完了です。

iOS編

1 App Storeより「Remote TV (au)」をダウンロードする。・ App Storeを利用するにはApple IDが必要となります。IDをお持ち
でない場合は、下記URLを参照して取得してください。 
http://www.au.kddi.com/iphone/support/guide/3.html

App Store  を
タップします。

検索フィールドを表示させて、「Remote TV 
(au)」と入力し「検索」ボタンをタップします。

2 クライアントソフトウェアをインストールする。クライアントソフトウェアをインストールする。
 Remote TV (au)を選択し、ソフトウェアの

情報画面を表示します。
情報画面で「無料」をタップし、表示されるインストー
ルアイコンをタップします。

3 ホーム画面にRemote TV (au)アイコンが表示されたことを確認する。
ホーム画面にRemote TV (au)アイコン
が表示されるとインストールは完了です。

 ◎ iOS端末は、3G／LTEパケット通信経由では視
聴することができません。Wi-Fiネットワーク環
境で視聴してください。

注意

Remote TVに端末を接続する
視聴端末から本製品に接続するための手順を説明します。ここでは、AndroidTM端末を例に説明します。
• Step3までが完了しており、かつ視聴端末がインターネットに接続していることをご確認のうえ、接続を行ってください。

Step
4

1 視聴端末でクライアントソフトウェアを起動する。
アプリ一覧で を
タップします。

3 本製品の機器IDを入力する。
本製品の底面に記載されている「機器ID」を入力して
「次へ」をタップします。

底面をご確認ください。

XX:XX:XX:XX:XX:XX

abcd-1234-△△△△

KTHAAXXXXXX
201XXX

シール

4 Remote TVにパスワードを設定する。任意のパスワードを設定して「次へ」をタップし、確認のため
のパスワードをもう一度入力して「次へ」をタップします。

「OK」をタップします。「OK」をタップします。

接続中のメッセージが表示され、接続が完了する
と視聴画面が表示されます。
・ 接続完了後から視聴画面が表示されるまで30
秒程かかる場合があります。

memo
 ◎ パスワードは、第三者によるRemote TVの利用を防ぐために必要な設定です。
視聴端末を追加する際にも必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

 ◎ パスワードは、任意の半角数字4桁を設定してください。ただし「0000」を設定することはできません。

 ◎ 3G／LTEパケット通信経由で視聴すると、パケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通
信料定額／割引サービスの加入をおすすめします。

注意
次回以降は、クライアントソフトウェアを
起動すると自動で本製品に接続します。
クライアントソフトウェアを起動して、端
末から映像を視聴してください。

2 設定画面が表示されたら、「次へ」をタップする。


