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初期設定をする
KSTB6043の初期設定については、
ご購入時に同封されております取扱説明書をご覧ください。
• 本体を接続する
• リモコンをペアリングする
• ネットワーク設定をする
• Googleアカウントにログインする
※ 取扱説明書は製品Webページからもダウンロードできます。
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動画を視聴する
YouTubeアプリを使う
YouTubeアプリで動画を見る
リモコンのHome（ホーム）
ボタンを長押ししてアプリ一覧を表示し、YouTubeを選択します。
YouTubeアプリが起動し、
動画一覧が表示されます。
.
一覧からお好みの動画を選択すれば再生されます。

YouTubeで動画を検索する
1.
2.
3.

YouTubeアプリを起動し、 （検索）
アイコンを選択する。
検索画面にキーボードが表示されます。

リモコンの▲▼◀▶ボタンで文字を入力する。
文字入力が完了したら、
キーボードの下部に表示されている
［検索］
ボタンを選択する。
入力した文字で検索が行われ、
動画の一覧が表示されます。

4

YouTubeにGoogleアカウントでログインする
初期設定時に
「Googleアカウントにログインする」
を完了している場合
YouTubeアプリの起動時に、
ログイン済みのGoogleアカウントで自動的にログインされます。

手動でYouTubeにログインしたい場合
YouTubeアプリを起動し、 （アカウント）
アイコンを選択してください。
KSTB6043が既にGoogleアカウントにログインされていれば、
ログイン画面で
［ログイン］
ボタンを選択した時
に自動的にログインされます。

KSTB6043が複数のGoogleアカウントにログインされている場合
ログインするアカウントの選択画面が表示されます。任意のアカウントを選択してください。

KSTB6043がGoogleにログインされていない場合
アカウント入力画面が表示されます。
ログインするGoogleアカウントの情報を入力して、
画面キーボード上の
［→］
キーを選択するとログインされま
す。
※ YouTubeからログインすると、KSTB6043も同様のGoogleアカウントにログインされます。

Chromecastを使う
Google Chromeを使用して動画を見る
1.

お手持ちのPC・スマートフォン等をKSTB6043と同じネットワークに接続して、Chromeブラ
ウザを起動する。

2.
3.

Chromeブラウザ内の （ChromeCast）
アイコンをクリックする。
表示されたデバイスのリストからKSTB6043を選択する。
KSTB6043にChromeブラウザの画面が表示されます。
この状態で、Chromeブラウザで動画を再生することでKSTB6043での視聴が可能です。

ChromeCast対応アプリを使用して動画を見る
1.

お手持ちのPC・スマートフォン等でChromeCast対応アプリ
（YouTube等）
を起動し、
任意の動
画を再生する。

2.
3.

対応アプリ内の （ChromeCast）
アイコンをクリックする。
表示されたデバイスのリストからKSTB6043を選択する。
お手持ちのデバイスで再生されている動画がKSTB6043で再生されます。
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見たい動画を検索する
検索ウィンドウから検索する
1.

2.
3.

ホーム画面最上部の （マイク）
アイコンにカーソルをあてる。
（マイク）
アイコンの隣に （キーボード）
アイコンが表示されます。

（キーボード）
アイコンを選択する。
検索文字列の入力画面になります。

検索したい文字を入力し、 （検索）
アイコンを選択する。
入力された文字列で検索が開始されます。
インストールしたアプリのうち、
検索対象として設定されているアプリのコンテンツを一括で検索するこ
とができます。
• アプリを検索対象として設定するには、
「検索の対象とするアプリを制限する」
（18ページ）
をご参照く
ださい。
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音声で検索する
リモコンのマイクボタンを押すか、
ホーム画面最上部の （マイク）
アイコンを選択すると、
画面に
「お話しくだ
さい...」
などのメッセージが表示されます。

このメッセージが出ている間に、
リモコンに向かって検索したい文字列を話しかけることで音声による制御を行
えます。
これにより、
インストール済みのアプリのコンテンツを検索できるほか、Google Assistantを使用できます。
操作例：
•「今日の天気は？」
と話しかけると、Google Assistantが今日の天気予報をお伝えします。
•「YouTubeでおすすめの動画を再生して」
と話しかけると、YouTubeアプリが起動しておすすめの動画を再生
します。
•「動物の動画を検索して」
と話しかけると、
検索対象として設定されているアプリのコンテンツから動物の動画
が一括で検索されます。
※ アプリを検索対象として設定するには、
「検索の対象とするアプリを制限する」
（18ページ）
をご参照くださ
い。
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アプリを使う/入手する/管理する
インストールされているアプリを使用する
アプリ一覧表示
リモコンのHome（ホーム）
ボタンを長押しするか、
ホーム画面で （アプリ）
アイコンを選択すると、
アプリ一覧
画面が表示されます。

動作確認済みアプリ一覧
KSTB6043では以下のアプリが動作することを確認しております。
（2018年11月時点）
• YouTube
• VideoMarket
• Gyao!
• AbemaTV
• DAZN
• TSUTAYA movie
• U-NEXT
• dTV
（4K動画以外）
• ビデオパス
• Paravi
※ これらアプリの動作確認はアイワ
（株）
で行っております。お問い合わせはアイワお客様ご相談窓口
（29
ページ）
までお願い致します。

非対応アプリ一覧
KSTB6043では以下のアプリは動作いたしません。
（2018年11月時点）
• NetFlix
•. ビデオパス
（4K動画のみ非対応）
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お気に入りにアプリを追加する/削除する/表示順を変える
インストールされているアプリをお気に入りに追加すると、
ホーム画面の （アプリ）
アイコンの隣にアプリの
アイコンが表示されるようになり、
簡単にアプリを起動できるようになります。

お気に入りにアプリを追加するには

1.

お気に入り欄にある

2.

お気に入りに追加したいアプリを選択する。

（追加）
アイコンを選択する。

アプリの選択画面が表示されます。
お気に入り欄にアプリが追加されます。

お気に入りからアプリを削除するには

1.

お気に入り欄に表示されているアプリの上で、
リモコンのOKボタンを長押しする。

2.

"お気に入りから削除"を選択する。

設定画面が表示されます。
お気に入り欄からアプリが削除されます。
• お気に入りからアプリを削除しても、
アプリはアンインストールされません。

お気に入り欄に表示されるアプリの表示順を変更するには

1.

お気に入り欄に表示されているアプリの上で、
リモコンのOKボタンを長押しする。

2.
3.

"移動"を選択する。

設定画面が表示されます。

リモコンの◀▶ボタンでアプリの順番を変更し、
リモコンのOKボタンを押す。
順番が確定します。
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チャンネルにアプリを追加する/削除する
インストールされているアプリをチャンネルに追加すると、
ホーム画面に各アプリのおすすめ動画が表示される
ようになります。

チャンネルにアプリを追加/削除するには

1.
2.
3.

ホーム画面最下部の"チャンネルをカスタマイズ"を選択する。
アプリの選択画面にチャンネル登録可能なアプリの一覧が表示されます。

任意のアプリにチェックをつけ、
チャンネルの表示/非表示を選択する。
リモコンのBack（戻る）
ボタンを押す。
設定完了です。

チャンネルに表示されるアプリの表示順を変えるには

1.
2.
3.

順番を変えたいアプリのチャンネル上で、
リモコンの◀ボタンを押す。
（並べ替え）
アイコンを選択し、OKボタンを押す。
並べ替え状態になります。

リモコンの▲▼ボタンでチャンネルの表示順を変更し、
リモコンのBack（戻る）
ボタンを押す。
変更完了です。

動作中のアプリを強制停止する
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［アプリ］
→強制停止したいアプリ名→
［強制停止］
を選択すると、
任意
のアプリを強制停止できます。
アプリの強制停止を行うと、
停止対象のアプリは、
その実行状態にかかわらずに即時に終了されます。
• 選択したアプリが既に停止状態である場合は、
アプリの操作メニューに強制停止が表示されません。
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アプリのキャッシュやデータを削除する
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［アプリ］
→キャッシュやデータを削除したいアプリ名→
［データを消
去］
を選択すると、
そのアプリが保持しているデータは全て削除されます。
•［アプリ］
→キャッシュやデータを削除したいアプリ名→
［キャッシュを消去］
を選択すると、
そのアプリが使用
しているキャッシュが消去されます。
• データやキャッシュの消去を行うと、
選択したアプリが保持していたユーザーデータや動画のキャッシュが使
用していた容量が、
ストレージから解放されます。

使いたいアプリを探してインストールする
Google Playについて/アプリのインストールについて
初期状態でインストールされているGoogle Playアプリからお好みのアプリを検索/インストールすることがで
きます。
Google Playを使用するには、
リモコンのHome（ホーム）
ボタンを長押ししてアプリ一覧を表示し、
［Google
を選択します。
Playストア］
※ Google Playのご利用にはGoogleアカウントへのログインが必要になります。
.
Google Playについての詳細は以下のWebページをご確認ください。
.
https://support.google.com/googleplay/#topic=

Google Playで使用するGoogleアカウントを切り替える
「Google Playで使用するGoogleアカウントを切り替える」
（15ページ）
をご参照ください。

アプリ購入時の認証間隔を設定する
Google Playから有料アプリを購入してインストールする際は、
購入のための認証手続きが必要になります。
本設定項目を設定することで、
連続して有料アプリを購入する際に、
毎回認証を行うか、
一定時間内であれば認
証手続きを不要にするかを設定できます。

認証間隔を設定するには

1.

リモコンのHome（ホーム）
ボタンを長押ししてアプリ一覧を表示し、
［Google Playストア］
を
選択する。
Google Playが起動します。

2.
3.

左端メニューから
［設定］
→
［購入の認証］
を選択する。
表示された設定オプションから任意のものを選択し、Googleアカウントのパスワードを入力
する。
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インストールされているアプリを管理する
インストール済みのアプリのバージョン番号を確認する
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［アプリ］
からバージョン番号を確認したいアプリ名を選択します。
アプリの操作メニューの一番上に、
バージョン番号が表示されます。

インストール済みのアプリの自動更新を許可する/禁止する
1.

リモコンのHome（ホーム）
ボタンを長押ししてアプリ一覧を表示し、Google Playストアを起
動する。

2. 左端のメニューから［設定］→［アプリの自動更新］を選択する。
3. ［常に自動更新する］/［アプリを自動更新しない］を選択する。

•［常に自動更新する］
を選択すると、
アプリが常に最新のバージョンに自動的に更新されます。
•［アプリを自動更新しない］
を選択すると、
アプリが自動的に更新されなくなります。

ストレージの残容量を確認する
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［ストレージとリセット］
→
［内部共有ストレージ］
を選択すると、
現在
のストレージ使用量および使用可能な残容量を確認することができます。
• ストレージの残容量が少ない場合は、
［アプリをアンインストールする/アプリのデータを消去する/アプリの
キャッシュを消去する］
のいずれかを行うことで残容量が回復します。必要に応じて実施してください。

アプリをアンインストール
（削除）
する
アプリのアンインストールを行うと、
アンインストールしたアプリが完全に消去されます。

アプリをアンインストールするには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［アプリ］
→アンインストールしたいアプリ名→
［アンインストール］
を選択します。
注意
•［アップデートのアンインストール］
と表示されるアプリに関しては、
標準でインストールされているアプリで
あるため、
完全にアンインストールすることはできません。
.
［アップデートのアンインストール］
を実行すると、KSTB6043のご購入時にインストールされているバージョ
ンのアプリに戻ります。
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ボイスアシスタント
（GVA）
を使う
KSTB6043をGoogle Home機器として設定する（Google Home使用方法）
KSTB6043をGoogle Home機器として使用するには、
お手持ちのスマートデバイス向けのGoogle Homeアプ
リから設定が必要です。
詳しくは下記のWebページをご参照ください。
https://support.google.com/googlehome/answer/7071794?hl=ja

Google Voice Assistantの使用方法
ご使用のGoogleアカウントにリンクされているGVA対応機器を、KSTB6043のマイクを通じて制御できます。
※ Google Homeの設定が完了している必要があります。
.
「KSTB6043をGoogle Home機器として設定する
（Google Home使用方法）
（
」13ページ）
をご参照くださ
い。

Google Voice Assistantを使用するには
リモコンのマイクボタンを押し、
画面に音声入力表示
（"お話しください"や"はい、
なんでしょう？ "などの表示が
出ます）
が出ている間に、
リモコンに向かって話しかけてください。
例1：
リモコンに向かって
「今日の天気は？」
と話しかけると、
お住まいの地域の天気情報が読み上げられます。
例2：
リモコンに向かって
「YouTubeでおすすめの動画を再生して」
と話しかけると、YouTubeのおすすめ動画からラ
ンダムで動画が再生されます。

不適切な語句のブロック機能を使用する
Google Voice Assistantを使用する際に、
音声での不適切な語句の入力が行われないように設定できます。
不適切な語句には、
軽い悪態
（卑俗な表現を含む）
、
差別的な言葉、
ひわいな言葉が含まれます。

本機能の有効/無効を切り替えるには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［音声］
→
［不適切な語句のブロック］
を選択してください。

13

各種設定をする
ホーム画面を設定する
チャンネルにアプリを追加/削除する
設定メニューからもホーム画面に表示されるチャンネルの設定が行えます。

1.

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押して、
［ホーム画面］
→
［チャンネルのカスタマイズ］
を選
択する。
チャンネルに表示可能なアプリの一覧画面が表示されます。
.
この一覧画面で有効化されたアプリがホーム画面に表示されます。

2.

有効化したいアプリを選択して、
リモコンのBack（戻る）
ボタンを押す。
設定完了です。

Googleアカウント設定をする
Googleアカウントにログインする
1.
2.

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
メニュー最下部の
［アカウントを追加］
を選択する。
画面の指示に従ってGoogleアカウント情報を入力する。
正しいアカウント情報の入力が完了すると、
ログイン完了となります。

Googleアカウントからログアウトする
1.
2.

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押す。
メニュー最下部までスクロールし、
ログアウトしたいGoogleアカウント名→
［アカウントの削
除］
→
［OK］
を選択する。
アカウントからのログアウトが完了します。

Google Voice Assistantで使用するGoogleアカウントを切り替える
ご使用のKSTB6043が複数のGoogleアカウントにログインしている場合、Google Voice Assistantによる検索
に使用するGoogleアカウントを切り替えることができます。
ご自身のGoogleアカウントを使用することで、
よりユーザーの好みに沿った検索結果を表示できるようになり
ます。

Googleアカウントを切り替えるには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［Google］
→
［アカウント］
→検索に使用したいアカウント名を選択し
てください。
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Google Playで使用するGoogleアカウントを切り替える
Google Playストアでのアプリの購入で使用する支払情報は、
使用しているGoogleアカウントに登録されたも
のが使用されます。
ご使用のKSTB6043が複数のGoogleアカウントにログインしている場合は、Google Playで使用するアカウン
トを切り替えることができます。

Google Playストアで使用するGoogleアカウントを切り替えるには

1.

リモコンのHome（ホーム）
ボタンを長押ししてアプリ一覧を表示し、"Google Playストア"を
起動する。

2.

左端メニューから
［設定］
→ご使用中のGoogleアカウント名を選択する。

3.

KSTB6043にログイン済みのGoogleアカウントのリストが表示されます。

使用したいアカウントを選択する。
Google Playでの使用アカウントが切り替わります。

ネットワーク設定をする
LAN（有線）
接続からWi-Fi（無線）
接続へ切り替える
Wi-Fi接続を使用するには

1.
2.

KSTB6043からLANケーブルを抜く。
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［ネットワーク］
を選択する。
ネットワークメニューが表示されます。
Wi-Fiが有効化状態になっていれば、
［利用可能なネットワーク］
以下にアクセスポイントが表示されます。
• ネットワークメニューの
［Wi-Fi］
のチェックが有効状態になっていない場合は、
チェックを有効化してく
ださい。

表示されているアクセスポイントに接続したいものがない場合

1.

リスト下部の
［すべて表示］
を選択する。

2.
3.

接続したいアクセスポイントを選択する。

利用可能なすべてのアクセスポイントが表示されます。

正しいパスワードを入力し、 （実行）
アイコンを選択する。
接続が開始されます。
接続が成功すると画面に"接続しました"と表示され、
ネットワークメニューに戻ります。

アクセスポイントリストに任意のものが表示されていない場合

1.
2.
3.

ネットワークメニューから
［新しいネットワークを追加］
を選択する。
ネットワーク名
（SSID）
を入力し、 （実行）
アイコンを選択する。
正しいパスワードを入力し、 （実行）
アイコンを選択する。
接続が開始されます。
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Wi-Fi（無線）
接続からLAN（有線）
接続へ切り替える
Wi-Fi接続からLAN接続へ切り替える際は、
ご使用のルーターのLANポートとKSTB6043本体背面のLANポート
をLANケーブルで接続してください。
自動的にLAN接続が使用されます。
※ 切り替えを行っても、Wi-Fiの接続設定は保存されており、LANケーブルが抜かれると自動的にWi-Fi接続に
切り替わります。

別のWi-Fiルーターに接続する
Wi-Fi接続を使用中に、
別のアクセスポイントへ接続したい場合

1.

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［ネットワーク］
を選択する。
ネットワークメニューが表示されます。

2. ［利用可能なネットワーク］に表示されるアクセスポイントから接続したいものを選択し、パス
ワードを入力する。

3.

正しいパスワードを入力し、 （実行）
アイコンを選択する。
接続が開始されます。
接続が成功すると画面に"接続しました"と表示され、
ネットワークメニューに戻ります。
• 切り替えを行っても、
切り替える前のWi-Fiアクセスポイントの接続情報は保持されており、
再度リスト
からそのアクセスポイントを選択するとパスワードの入力無しで接続が可能です。

WPSを使ってWi-Fi（無線）
接続設定する
WPS機能を使うと、
かんたんにルーター機器に接続することができます。
※ ルーター機器側もWPS機能に対応している必要があります。

1.

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［ネットワーク］
→
［WPS経由の接続］
を選択する。

2.

KSTB6043に捜索画面が表示されたら、
ルーター機器側のWPSボタンを押す。

捜索画面が表示され、WPS機能を探して接続を行います。
KSTB6043がルーターを捜索して接続を行います。
KSTB6043はWPS対応ルーターが見つかるまで捜索を続けます。
• 捜索を中止する場合は、
リモコンのBack（戻る）
ボタンを押すとネットワークメニューに戻ります。

DHCPを使用せずにインターネット接続する
有線LAN接続では、DHCPを無効化して静的ルーティングによるネットワーク接続をご利用いただけます。
注意
• この機能はネットワーク設定に詳しい方のご使用が推奨されます。通常はDHCPをご利用ください。

DHCPを無効化するには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［設定］
→
［ネットワーク］
→
［IP設定］
→
［静的］
を選択します。
表示される静的ルーティング設定項目を適宜設定してください。
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プロキシを使用してインターネット接続する
有線LAN接続では、
手動でプロキシを設定してネットワーク接続をご利用いただけます。
注意
• この機能はネットワーク設定に詳しい方のご使用が推奨されます。通常はご購入時の状態でご使用ください。

手動設定したプロキシを使用するには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［設定］
→
［ネットワーク］
→
［プロキシ設定］
→
［手動］
を選択します。
表示されるプロキシ設定項目を適宜設定してください。

KSTB6043のIPアドレスを確認する
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［端末情報］
→
［ステータス］
→
［IPアドレス］
でIPアドレスを確認できま
す。
ここに表示されるIPは、KSTB6043がネットワーク通信時に使用しているIPアドレスになります。
.
各ネットワークインターフェースに割り当てられているIPは以下の方法でご確認いただけます。

LANインターフェース／ Wi-Fiインターフェースに割り振られたIPアドレスを確認するには
以下をご確認ください。
LANインターフェースのIPアドレス：
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［ネットワーク］
→
［イーサネット］
→
［接続済み］
で確認できます。
※ 有線LAN未接続時は表示されません。
Wi-FiインターフェースのIPアドレス：
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［ネットワーク］
→接続済みと表示されたアクセスポイント名→
［IPア
ドレス］
で確認できます。
※ Wi-Fi未接続時は表示されません。

検索関連の設定をする
セーフサーチの有効/無効を切り替える
セーフサーチ設定を使用すると、
露骨な表現
（ポルノなど）
を含むものや不適切な検索結果が表示されないよう
になります。
（100% の精度を保証するものではありません）

セーフサーチを有効にするには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［Google］
→
［セーフサーチ］
にてチェックを有効にしてください。

検索に使用するGoogleアカウントを切り替える
ご使用のKSTB6043で複数のGoogleアカウントにログインしている場合、Google Voice Assistantによる検索
に使用するGoogleアカウントを切り替えることができます。
Googleアカウントを切り替えることで、
よりユーザーの好みに沿った検索結果を表示することができるように
なります。

Googleアカウントを切り替えるには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［Google］
→
［アカウント］
から検索に使用したいアカウントを選択し
てください。
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検索の対象とするアプリを制限する
音声検索および文字検索において、Google Assistantによる検索を行うアプリを設定できます。検索範囲とし
て設定されたアプリのコンテンツが検索対象となります。

検索対象とするアプリを設定するには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［Google］
→
［検索対象のアプリ］
にて検索対象にしたいアプリの
チェックを有効にしてください。

スリープ関連の設定をする
自動スリープの設定をする
自動スリープを設定すると、
一定時間KSTB6043が操作されなかった場合、
自動的に低電力
（スタンバイ）
状態に
することができます。

自動スリープの設定を行うには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［スクリーンセーバー］
→
［端末をスリープ状態にする］
から以下のど
れかを選択してください。
30分/1時間/3時間/6時間/12時間/OFFにしない
（自動スリープ無効）

スクリーンセーバーの設定をする
KSTB6043に対する操作が一定時間行われない場合に、
スクリーンセーバーが表示されます。
スクリーンセーバーについては、
表示されるまでの時間と表示される映像を設定できます。

表示されるまでの時間を設定するには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［スクリーンセーバー］
→
［開始までの時間］
から任意の時間を選択し
てください。

表示される映像を設定するには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［スクリーンセーバー］
→
［スクリーンセーバー］
からお好みのものを
選択してください。

本体の設定を変更する
本体のデバイス名を変更する
1.

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［端末情報］
→
［端末名］
→
［変更する］
を選択する。

2.

お好みの端末名を選択する。

端末名のリストが表示されます。
• リスト最下部の
［カスタム名を入力…］
を選択すると、
任意の端末名を入力することができます。

注意
• 端末名を変更すると、Google Homeなどで表示される端末名が変更されたものになりますのでご注意くだ
さい。
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リモコン名を変更する
1.

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押す。
［リモートとアクセサリ］
のリストが表示されます。

2. ［RC-A25］→［名前の変更］を選択する。
3. 任意のリモコン名を入力する。
注意
• 変更後は
［リモートとアクセサリ］
のリストに表示されるリモコンの名称が変わりますのでご注意ください。

時刻設定を変更する
KSTB6043で使用している時刻情報はインターネットから自動で取得していますが、
インターネットに接続でき
ない環境であっても手動で時刻設定を行うことができます。

手動による時刻設定を行うには

1.

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［日付と時刻］
→
［日付と時刻の自動設定］
のスイッチ
をOFFに設定する。
手動設定項目が表示されます。

2.

各項目を適宜設定する。

注意
• 手動で設定された時刻は、KSTB6043を再起動したり、
電源を切ったりするとリセットされますのでご注意く
ださい。

言語設定を変更する
1.
2.

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［言語］
を選択する。
利用可能な言語の一覧が表示されます。

任意の言語を選択する。
KSTB6043の言語が変更されます。
• リモコンのBack（戻る）
ボタンを押すと設定メニューに戻ります。

キーボードの入力言語を変更する
KSTB6043での文字入力時に表示される仮想キーボードの言語を切り替えることができます。

1.

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［キーボード］
→
［現在のキーボード］
を選択する。

2.

任意のキーボードを選択する。

利用可能なキーボードがリストアップされます。
キーボード一覧にご使用になりたいものがない場合、
［キーボード］
→
［キーボードの管理］
からご使用にな
りたいものを選択すると、
［現在のキーボード］
のリストに表示されるようになります。
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電源を切る/再起動する/リセットする
低電力
（スタンバイ）
状態にする
リモコンの （電源）
ボタンを押すと、KSTB6043が低電力状態
（スタンバイ状態）
になります。
低電力状態では、KSTB6043は省電力のまま操作を待機する状態になります。この際、
ネットワーク接続状態は
維持されます。
ボタン
（もしくはHome（ホーム）
ボタンやOKボタンなど）
を押すと、
電源オン状態
もう一度リモコンの （電源）
（通常状態）
に復帰します。

電源オフ状態にする
リモコンの （電源）
ボタンを長押し→表示された電源メニューで
［電源を切る］
を選択すると、KSTB6043が電
源オフ状態になります。
電源オフ状態では一切の機能が停止し、
リモコンからの操作も受け付けなくなります。
ボタンを押すと、
電源オン状態
（通常状態）
に復帰します。
KSTB6043本体上部にある （電源）

再起動する
電源メニューからの再起動
リモコンの （電源）
ボタンを長押し→表示された電源メニューで
［再起動］
を選択すると、KSTB6043が再起動
を開始します。
再起動が完了するまではリモコンからの操作を受け付けなくなります。

設定メニューからの再起動
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［端末情報］
→
［再起動］
→
［再起動］
を選択すると、KSTB6043が再起
動を開始します。
再起動が完了するまではリモコンからの操作を受け付けなくなります。

リセットする
（購入時の状態に戻す）
データの初期化を実行することで、
ご使用のKSTB6043をご購入時の状態に戻すことができます。
注意
• リセット後は、
インストールされているアプリやKSTB6043内部に保存されているデータなどが全て削除され、
再度初期設定からやりなおす必要があります。

1. リモコンのSettings（設定）ボタンを押す。
2. ［ストレージとリセット］→［データの初期化］を選択する。
KSTB6043の初期化が行われます。
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便利機能・補助機能を使う
KSTB6043をTVのリモコンから操作できるようにする
KSTB6043が接続されているTVのHDMI入力ポートがCEC対応であり、TVのリモコンに上下左右ボタンや決定
ボタンがある場合、KSTB6043をTVのリモコンから操作することができます。
※ TVとKSTB6043をそれぞれ設定する必要があります。

KSTB6043の設定方法
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［HDMI CEC］
→
［CEC Switch］
を有効にしてください。

TVの設定方法
AIWA製TVをご利用の場合
TVリモコンのメニューボタンを押し、
［機器設定］
→
［HDMI設定］
→
［HDMI連動］
をオンに設定してください。
他社のTVをご利用の場合
設定方法についてはTVの説明書をご覧になるか、
各メーカーにお問い合わせください。

KSTB6043と連動してTVの電源が入るようにする
KSTB6043が接続されているTVのHDMI入力ポートがCEC対応であり、
ご利用のTVがHDMI CECによる電源制御
に対応している場合、KSTB6043の電源オン操作でTVも電源オンにすることができます。
※ TVとKSTB6043をそれぞれ設定する必要があります。

KSTB6043の設定方法
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［HDMI CEC］
→
［One key play］
を有効にしてください。

TVの設定方法
AIWA製TVをご利用の場合
TVリモコンのメニューボタンを押し、
［機器設定］
→
［HDMI設定］
→
［HDMI連動］
および
［電源入連動］
をオンに設
定してください。
他社のTVをご利用の場合
設定方法についてはTVの説明書をご覧になるか、
各メーカーにお問い合わせください。

KSTB6043と連動してTVの電源が切れるようにする
KSTB6043が接続されているTVのHDMI入力ポートがCEC対応であり、
ご利用のTVがHDMI CECによる電源制御
に対応している場合、KSTB6043の電源オフ操作でTVも電源オフにすることができます。
※ TVとKSTB6043をそれぞれ設定する必要があります。

KSTB6043の設定方法
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［HDMI CEC］
→
［One key power off］
を有効にしてください。

TVの設定方法
AIWA製TVをご利用の場合
TVリモコンのメニューボタンを押し、
［機器設定］
→
［HDMI設定］
→
［HDMI連動］
および
［電源切連動］
をオンに設
定してください。
他社のTVをご利用の場合
設定方法についてはTVの説明書をご覧になるか、
各メーカーにお問い合わせください。
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使用制限機能を設定する
インストールできるアプリを制限する
Google Playからのインストールを許可するアプリに、
対象年齢に応じた制限を設けることができます。
また、Googleが損害をもたらす可能性があることを検出したアプリのインストールを警告/禁止することがで
きます。
※ 危険なアプリのインストールの前に警告が表示されるようになります。

年齢制限によるインストール許可を設定するには

1.

リモコンのHome（ホーム）
ボタンを長押ししてアプリ一覧を表示し、
［Google Playストア］
を
選択する。
Google Playストアが起動します。

2.

左端のメニューから
［設定］
→
［保護者による使用制限］
を選択する。

3.

インストールを許可する対象年齢のチェックを有効にする。

対象年齢のリストが表示されます。

損害をもたらす可能性のあるアプリ
（Googleが認可した以外のアプリ）
のインストールを禁止するには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［セキュリティと制限］
→
［アプリの確認］
のチェックを有効にします。

制限付きプロファイルの設定と適用
制限付きプロファイルを使うと、KSTB6043にインストールされたアプリの使用を制限することができます。
注意
• 制限付きプロファイルが適用されている間は、
指定したアプリ以外の使用ができなくなり、Google Playスト
アも使用できなくなります。

制限付きプロファイルを作成する

1.

Settings（設定）
ボタンを押し、
［セキュリティと制限］
→
［制限付きプロファイルの作成］
を選択
する。

2.

任意のPINコード
（プロファイル適用解除や設定変更に使用するパスワード）
を設定する。
このPINコードはプロファイル適用解除などで使用する重要なものです。忘れると制限を解除できなくな
りますので、
忘れないように十分ご注意ください。
リモコンの◀▶ボタンで桁を選択し、
▲▼ボタンで数字を選択します。入力が終わったらOKボタンで決定
します。
PINの設定が終わると、
インストールされているキーボードおよびアプリの一覧が表示されます。

3.
4.

プロファイル適用中に使用を許可するものを選択し、OKボタンを押す。
使用を許可するアプリの選択が完了したら、
リモコンのBack（戻る）
ボタンを押す。
プロファイル作成を完了します。

制限付きプロファイルを適用する
既に制限付きプロファイルを作成済みである場合、Settings（設定）
ボタンを押し、
［セキュリティと制限］
→
［制
限付きプロファイルの開始］
を選択できます。
制限付きプロファイルを開始すると、
制限付きプロファイルが適用された状態のホーム画面に移行します。
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制限付きプロファイルの適用を解除する
制限付きプロファイルが適用されている間、
ホーム画面右上には （制限付きプロファイル）
アイコンが表示さ
れます。
このアイコンを選択→表示された制限付きプロファイルメニューから
［制限付きプロファイルを終了］
を選択し、
正しいPINコードを入力すると、
制限付きプロファイルの適用が解除されます。

制限付きアプリの設定を変更する
既に制限付きプロファイルを作成済みである場合、Settings（設定）
ボタンを押し［
、セキュリティと制限］
→
［許
可されたアプリ］
および
［PINの変更］
が選択できます。
•［許可されたアプリ］
を選択すると、
制限プロファイル適用中に使用を許可するアプリやキーボードを変更する
ことができます。
•［PINの変更］
を選択すると、
プロファイル作成時に設定したPINコードを変更することができます。

作成済みの制限付きプロファイルを削除する
既に作成してある制限付きプロファイルを削除できます。
ボタンを押し［
、セキュリティと制限］
→
［制限付きプロファイルを削除］
を選択し、
正しいPINコー
Settings（設定）
ドを入力してOKボタンを押してください。

テキスト読み上げ機能を使用する
テキスト読み上げ機能は、
リモコンで選択した項目や画面に表示されたメッセージを読み上げる機能です。

テキスト読み上げ機能を有効にするには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し［
、ユーザー補助］
→
［TalkBack］
→
［有効にする］
を選択します。

読み上げ機能の詳細を設定するには
［ユーザー補助］
→
［TalkBack］
→
［設定］
を選択すると、
読み上げ音量の調整やパスワード入力時の読み上げの有
効/無効などが設定できます。

USBデバイスを接続する
本体左側面にあるUSBポートには、USBマウスやUSBキーボードなどの機器を接続してご利用いただけます。
※USB機器によってはKSTB6043本体に異常を引き起こす可能性があります。ご注意ください。
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ソフトウェアのアップデートを行う
ソフトウェアのアップデートをする
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［端末情報］
→
［システムアップデート］
を選択すると、
ソフトウェアの
アップデートが実施されます。
アップデートを実施するとアップデート有無の確認が自動的に行われ、
ご利用可能なアップデートがある場合
は、
画面の指示に従ってアップデートを実行することができます。
注意
• システムアップデート中はKSTB6043の電源を切らないでください。正常に動作しなくなる恐れがあります。

現在のソフトウェアのバージョンを確認する
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［端末情報］
→
［Firmware version］
を選択すると、
ご使用中の
KSTB6043のソフトウェアのバージョン番号が表示されます。
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困ったときは
初期設定中なのにリモコンがペアリングできない
➡BT
➡ RESET（Bluetoothリ
セット）
ボタンを使用する

初期設定手順のリモコンのペアリングにおいて、
なんらかの原因でペアリン
グが失敗した場合は、
ペアリング失敗メッセージが数秒間表示され、
画面右
端にペアリング失敗したリモコンのIDが表示されます。

この状態になった場合は、BT RESET（Bluetoothリセット）
ボタンを使用し
て再度リモコンのペアリングを行います。
.
次の手順に従って操作してください。
1 KSTB6043本体背面のBT RESET（Bluetooth リセット）
ボタンを細い針金
などで1秒以上押す。
.
初期設定ペアリング画面が一番最初の状態に戻ります。
2 リモコンのPlay（再生/一時停止）
ボタンとBack（戻る）
ボタンを同時に数
ボタンのLEDが点滅し始めるまで）
押し続ける。
.
秒間
（ （電源）
ペアリングが実行されます。初期設定手順に従って設定を完了してくださ
い。

リモコンが効かなくなった
➡➡電池交換をする

リモコンの電池残量が少なくなると、
リモコン上部の
「電池残量少ランプ」
が
点滅します。
.
ボタンの
また、
リモコンのボタン
（どれか）
を押してもリモコンの （電源）
LEDが光らない場合は、
電池が切れている恐れがあります。
.
これらの場合はリモコンの電池を交換してください。
ボタンのLEDが光らない場合は、
アイワの相談
※ 電池を交換しても （電源）
窓口までご連絡ください。

➡BT
➡ RESET（Bluetoothリ
セット）
ボタンを使用する

ボタンが発光するに
リモコンの任意のボタンを押すとリモコンの （電源）
もかかわらず、KSTB6043本体を操作できない場合、KSTB6043本体背面に
あるBT RESET（Bluetoothリセット）
ボタンを使用して再度リモコンのペア
リングをし直すことで、
復旧できることがあります。
.
次の手順に従って操作してください。
1 KSTB6043本体背面のBT RESET（Bluetooth リセット）
ボタンを細い針金
などで1秒以上押す。
.
押してから10秒以内にペアリング画面が表示されます。
ボタンとBack（戻る）
ボタンを同時に数
2 リモコンのPlay（再生/一時停止）
ボタンのLEDが点滅し始めるまで）
押し続ける。
.
秒間
（ （電源）
ペアリングが実行されます。
.
ペアリングが完了すると元の画面に戻り、
リモコンで操作できるようにな
ります。
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KSTB6043がインターネットにつながらない
➡KSTB6043のIPアドレスを
➡
確認する

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［端末情報］
→
［ステータス］
→
［IP
アドレス］
にてKSTB6043に割り振られているIPアドレスを確認することが
できます。
.
IPアドレスが"使用不可"と表示されている場合は、
インターネットへの接続
が利用できない状態となっております。ご使用のルーター機器の設定をご
確認ください。

➡LANケーブルの接続チェッ
➡
ク/Wi-Fiルーターの接続
チェックをする

リモコンのSettings（設定）
ボタンを押して
［ネットワーク］
を選択すると、
KSTB6043のネットワーク接続設定を確認することができます。
LANケーブルでインターネットに接続している場合
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［ネットワーク］
→
［イーサネット］
をご確認ください。
• 接続が確立できている場合は、"接続済み"と記載され、IPアドレスが表示
されます。
• "未接続"と表示されている場合は、
ご使用のルーター機器とのLANケーブ
ル接続状態をご確認ください。
Wi-Fiでインターネットに接続している場合
KSTB6043にLANケーブルが接続されていないことをご確認のうえ、
リモコ
ンのSettings（設定）
ボタンを押して
［ネットワーク］
→
［Wi-Fi］
のチェックが
有効になっていることをご確認ください。
• Wi-Fiのチェックが無効になっている場合は有効化してください。
• 接続が確立できている場合は、
［利用可能なネットワーク］
のリスト内の接
続済みアクセスポイントに"接続済み"と表示されます。
• どのアクセスポイントにも"接続済み"と記載されていない場合、
任意のア
クセスポイントを選択してパスワードを入力してください。

➡➡再起動する

上記の確認を行ってもネットワークへの接続ができない場合、KSTB6043を
再起動することでインターネット接続が復旧できることがあります。
KSTB6043を再起動するには
ボタンを長押しして電源メニューを表示し、
［再起動］
を
リモコンの （電源）
選択します。
.
再起動が完了するまではリモコンからの操作を受け付けなくなります。

アプリがインストールできない
➡➡ストレージの残容量を確認

アプリをインストールするには、
ストレージに十分な空き容量がある必要が

し、
必要であれば空き容量を

あります。
.

増やす

アプリをインストールできないなどのエラーが発生する場合は、
以下の手順
でストレージの容量を確認し、
不必要なアプリをアンインストールして空き
容量を増やしてください。
1 リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［ストレージとリセット］
→
［内
部共有ストレージ］
→
［使用可能］
を表示して空き容量を確認する。
.
空き容量が0と表示されている場合、
アプリをインストールする容量があ
りません。
.
以降の手順で空き容量を確保する必要があります。
→
［内部共有ストレージ］
→
［アプリ］
を選択する。
.
2［ストレージとリセット］
アプリ一覧が表示されます。
3［ダウンロードしたアプリ］
から不要なアプリを選択し、
［アンインストー
ル］
を選択する。
.
アプリおよびそのアプリが保持していたデータが削除されますのでご注意
ください。
.
アンインストールを実行したアプリがKSTB6043から削除され、
削除され
た分の容量が空き容量として使用できるようになります。
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アプリが起動できない/アプリで再生できない
➡ 非対応アプリを確認する

KSTB6043にインストールしたアプリを起動しようとしてもエラーメッセー
ジが表示されて起動できない場合や、
起動後にコンテンツを選んでも再生で
きない場合、
そのアプリはKSTB6043では動作できないものであることが考
えられます。
非対応のアプリかどうかを
「動作確認済みアプリ一覧（
」8ページ）
および
「非対応アプリ一覧（
」8ページ）
でご確認いただくか、
アプリの提供元へ
対応機種をご確認ください。

動画がスムーズに再生できない
➡ネットワーク設定や回線速
度を見直す

ご視聴中に動画の再生が止まってしまったり、
頻繁にロードを行う場合、
イン
ターネット回線への接続をご確認いただくと動作が改善することがあります。
特にWi-Fiでご利用いただいている場合は、
ネットワーク接続設定から有線
LAN接続に切り替えていただくことで改善が期待できます。
有線LAN接続に切り替えるには
「Wi-Fi（無線）
接続からLAN（有線）
接続へ切り替える（
」16ページ）
をご参
照ください。
その他、
ご使用中のネットワークルータをご確認いただき、5GHz帯のWi-Fi
が使用できる場合は5GHz帯をご利用いただくことで動作が改善することが
あります。
また、
ネットワーク接続回線の回線速度を上げることで動作の改善が期待で
きます。詳しくはご契約中のインターネットサービスプロバイダにお問い合
わせください。

アプリでの再生が停止できない
➡アプリの強制停止を行う

アプリの動作を強制的に停止することで、
再生を停止できないアプリでも強
制的に停止させることができます。
アプリの動作を強制的に停止するには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し［
、アプリ］
→強制終了したいアプリ
名→
［強制停止］
を選択します。
※ 選択したアプリが既に停止状態である場合は、
アプリの操作メニューに
［強制停止］
は表示されません。

YouTubeでHDR再生ができない
2018年11月時点では、AndroidTV向けのYouTubeアプリは4K/HDを問わずHDR再生を行えませんが、
将来的
にYouTubeアプリのアップデートにより対応可能となる予定です。
対応された際にYouTubeアプリをアップデートするには、
アプリの自動更新を有効にしていただくか、
ご自身
でGoogle Playストアから最新版を取得頂く必要があります。
自動更新の設定については
「インストール済みのアプリの自動更新を許可する/禁止する（
」12ページ）
をご
参照ください。
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マイクボタンを押したあと、
音声入力が正常に行えない
マイクボタンを押したのに一向に音声が入力できない場合、リモコンから電池を抜き差ししていただくこと
で改善する場合があります。
また、2018年 11月時点では、
動画を再生しながらマイクボタンを押している場合、
正常に音声を取得できない
ことがあります。
リモコンのMute（ミュート）
ボタンを押してミュートにするか、
再生を一時停止してから音声入力していただ
くことで正常に音声を取得できるようになることがあります。
本現象はAndroidTVの改善により修正される場合がありますので、
定期的にアップデートのご確認をしていた
だけますようお願い致します。
アップデートの確認については
「ソフトウェアのアップデートを行う（
」24ページ）
をご参照ください。

KSTB6043の動作が遅くなってきた
➡アプリのキャッシュ削除を行 ご使用中にKSTB6043の反応が遅くなったり、
アプリの起動がスムーズに行
う

えなくなった場合、
各アプリが使用しているキャッシュ（一時的なものとし
て記憶しているデータ）
を削除することにより動作が改善することがありま
す。
アプリのキャッシュを削除するには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し［
、アプリ］
→キャッシュやデータを
削除したいアプリ名→
［キャッシュを消去］
を選択してください。

➡アプリのデータ削除を行う

ご使用中にKSTB6043の反応が遅くなったり、
アプリの起動がスムーズに行
えなくなった場合、
各アプリが保持しているデータを削除することにより動
作が改善することがあります。
データを削除するには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し［
、アプリ］
→データを削除したいア
プリ名→
［データを消去］
を選択してください。
注意
• データ消去を行うと、
アプリが保持している情報は全て削除されますので
ご注意ください。

➡ 再起動する

ご使用中にKSTB6043の反応が遅くなったり、
アプリの起動がスムーズに行
えなくなった場合、KSTB6043の再起動により動作が改善することがありま
す。
KSTB6043を再起動するには
ボタンを長押しして電源メニューを表示し［
、再起動］
を
リモコンの （電源）
選択します。
再起動が完了するまではリモコンからの操作を受け付けなくなります。

言語設定が日本語から切り替わってしまった
➡ 言語 設定 から 再度 日本語を 日本語以外の言語に切り替えてしまい、日本語に戻せなくなってしまった
選択する

場合、以下の手順を行うことで日本語に設定しなおせます。
1 リモコンのSettings(設定)ボタンを押す。
設定メニューが表示されます。
2 設定メニューから地球儀のようなアイコン(言語設定)を探して選択する。
以下のアイコンを選択すると言語選択メニューが表示されます。

3 リストから"日本語"を選択する。
KSTB6043の言語設定が日本語になります。
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正常に動作しなくなった
➡アプリをアンインストールす
➡
KSTB6043が正常に動作しなくなった場合、
直前にインストールしたアプリ
る

の影響によることがあります。
.
この場合は直前にインストールしたアプリをアンインストールすることによ
り動作の改善が見込めます。
アプリをアンインストールするには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［アプリ］
→アンインストールした
いアプリ名→
［アンインストール］
からアンインストールを実行してください。
注意
• アプリのアンインストールを行うと、
アプリ本体やそのアプリが保持して
いたデータが完全に消去されますのでご注意ください。

➡➡再起動する

KSTB6043が正常に動作しなくなった場合、
再起動による動作の回復が期待
できます。
KSTB6043を再起動するには
ボタンを長押しして電源メニューを表示し、
［再起動］
を
リモコンの （電源）
選択します。
.
再起動が完了するまではリモコンからの操作を受け付けなくなります。

それでも解決しないときは
➡リセットする
➡

KSTB6043に何らかの異常がある場合、KSTB6043をご購入時の状態に戻す
ことによって異常の回復が期待できます。
注意
• ご購入時の状態にリセットすると、KSTB6043本体にインストールされて
いるアプリや保存されている写真や動画などが全て削除されます。
• リセット後のKSTB6043はご購入時の状態へ戻りますので、
初期設定から
やりなおす必要があります。
ご購入時の状態へリセットするには
リモコンのSettings（設定）
ボタンを押し、
［ストレージとリセット］
→
［デー
タの初期化］
を実行してください。

➡アイワの相談窓口へ連絡す
➡
る

商品、
操作方法やトラブルに関するご相談、
お問い合わせ
アイワお客様ご相談窓口：0570-062-312
修理のご依頼及び部品、
修理品に関するお問い合わせ
アイワ修理ご相談窓口：0570-000-271
受付時間：平日9時～ 17時
（土日、
祝祭日、
長期連休を除く）
※ ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

商標について
• YouTube, Chromecast, Google Play, Google Home, Google Voiceは、Google LLCの商標です。
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