Amazon Fire TV Stick で JSTV を視聴する方法
How to view JSTV via Amazon Fire Stick

1. Amazon Fire TV Stick リモコンのナビゲーションで、ホーム画面から internet (Silk Browser) にカーソ
ルを合わせ、選択ボタンを押す。
In the Home screen, move the cursor to ‘internet’ (Silk Browser) using the Amazon Fire Stick remote
control and press the Select button.

2. リモコンのメニューボタン
Select the Menu button

を押すと、検索画面が表示される。
on the remote control.

3.

‘ウェブを検索/Search the web’にカーソルを合わせ、ログイン画面 (https://jstv.uk/login) にアクセ
スする。
Move the cursor to the search bar and enter the JSTV Player URL (https://jstv.uk/login ).

4. ユーザーネームとパスワードを入力し、カーソルをログインボタンに合わせて、選択する。
Enter your login username and password, then press the Login button to proceed.

※ユーザーネームを入力した後（入力例の画面では abcde）、リモコンの戻るボタン

を押すと、上の

画面に戻り、ユーザーネームが入力されたのがわかります。続けて、カーソルをパスワードに移動して、同じよう
に入力、リモコンの戻るボタン

を押してログイン画面に戻り、ログインボタンを押してください。

Please press the Return button
after typing your username. It goes back to the Login screen on
which you can see the username in the box you have just input. Move the cursor to the password
box, enter your password, press the Return button

again, and then click Login button.

※ログイン画面に「私はロボットではありません」、「○○○○（例：横断歩道）の画像をすべて選択して
下さい。」など認証のためのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って入力後、ログインを選択し
て下さい。
If ‘I am not a robot’ or ‘Select all images with xxxxx’ (e.g. crosswalks) is displayed, please follow the
instruction, and then select Login.

※初めてログインする場合、またはログイン情報を保存していない場合、『パスワードを保存しますか?』という

メッセージがポップアップすることがあります。【保存】が明るいオレンジでハイライトされていること（【使用し
ない】や【X】がグレーでハイライトされていないこと）を確認し、カーソルは動かさずリモコンの選択ボタンを
押すとユーザーネームとパスワードが保存され、次回から自動的にログイン ID が入力されます。（詳細
は６ページの「Amazon Fire TV Stick でアカウントを記憶させる方法」をご覧ください。）
A pop-up screen might appears asking ‘Save Password?’ when you login for the first time or if the
password has not been saved. If you would like to save the password, press Select button when ‘Save’
is highlighted in bright orange. Make sure ‘Never’ nor ‘X’ is not highlighted in grey. Once your login
details are saved, your login ID will be entered automatically from next time.

5. 画面に表示される「JSTV 1」・「JSTV 2」にカーソルを移動し、選択ボタンを押すことでチャンネルが選
ばれ、放送が始まります。
By moving the cursor to JSTV1 or JSTV2 and pressing Select button, you can select a channel, and you
can start watching JSTV.

6. 視聴中に、リモコンの Play/Pause ボタン

を押すか、画面上部にカーソ

ルを移動すると、今どちらのチャンネルを見ているかが表示されます。
また、JSTV１、JSTV2、ログアウトボタンにカーソルを合わせ、選択ボタンを
押すことで、チャンネルを変更したりログアウトすることができます。
右下の吹き出しマーク(Audio track selector) をクリックすると、二か国語
放送の番組の言語（日本語/英語）を変更できます。（二か国語放送
以外の番組は、英語を選択しても、日本語で放送されます。）
By pressing the Play/Pause button
or moving the cursor to top of the
screen, it is displayed which channel you are watching. If you place the
cursor on JSTV1, JSTV2 or Logout button and press Select, you can change
the channel or logout.
The speech bubble mark (Audio track selector) on the right bottom of the
screen is the button to switch the language Japanese/ English. If the
programme is not bilingual broadcasting, it broadcasts in Japanese.

ブックマーク登録
Adding JSTV to your Bookmarks
ブックマークを追加してすぐに JSTV にアクセスすることができます。
You can access the JSTV user site simply by adding the page to your bookmarks.

1. JSTV ログイン画面、チャンネル選択画面、画面右上の星マーク

にカーソルを移動すると「ブックマ

ークを追加」の表示が出るので、選択する。
Move the cursor to
remote control.

2. メニュー

“Add Bookmark” and press select the Menu button on your Amazon Fire Stick

に、下図のように JSTV がブックマークに追加されると、登録完了。

When you have added it to your bookmark, the page will appear as below in Menu

.

Amazon Fire TV Stick でアカウントを記憶させる方法
How to save your login details

1. JSTV ログイン画面でメニューボタンを選択。
Select ‘Menu’ on the JSTV login site.

2. メニュー画面の下の方に移動し、リモコンの選択ボタンで設定を選択。
Move downwards and select ‘Setting’.

3. パスワードを選択。
Select ‘Passwords’.

4. 「パスワードの保存」と「自動ログイン」を両方とも On にする。
Select ‘On’ for both ‘Save Passwords’ and ‘Auto Sign-in’.

5. 何度かリモコンの戻るボタン

を押すことで JSTV ログイン画面に戻るので、ユーザーネームとパス

ワードを入力しログイン。
Go back to JSTV Login Site by pressing ‘Return’
Username and Password and log in.

on the remote control. Then input your

6. 『パスワードを保存しますか?』と聞かれるので、【保存】がオレンジでハイライトされていることを確認
し、カーソルは動かさずリモコンの選択ボタンを押すとユーザーネームとパスワードが保存され、次回か
ら自動的にログイン ID が入力されます。
【使用しない】や「X」がグレーでハイライトされている場合は、カーソルを動かし、【保存】がオレンジで
ハイライトされた状態で選択ボタンを押してください。
A pop-up screen comes up asking ‘Save Password?’ Press Select button when ‘Save’ is highlighted in
bright orange. Once your login details are saved, your login ID will be entered automatically from next
time.
If ‘Never’ or ‘X’ is highlighted in grey, move the cursor until ‘Save’ is highlighted, then press Select
button.

※参考：【使用しない】や【X】がハイライトされている状態
→下図ののように【使用しない】や【X】がハイライトされている状態で選択ボタンを押してもパスワードが
保存されません。リモコンの丸い選択ボタン外側の、左右上下ボタンで上の図のように【保存】が明るい
オレンジでハイライトされている状態に変更してから選択ボタンを押す。
Note: How it looks when ‘Never’ or ‘X’ is highlighted
→ If ‘Never’ or ‘X’ is highlighted like below when you press Select button, the password would
not be saved. Highlight ‘Save’ in bright orange using Right/Left/Up/Down button around Select
button, and press Select button.

すでにアカウントを記憶させている場合のログイン方法
How to login if your login details are already saved
1. ログイン画面 (https://jstv.uk/login) にアクセス後、ユーザーネームにカーソルを当てて選択すると、キ
ーボードが表示されるので、何も入力せずにリモコンの戻るボタン

を押すと、下記の画面に戻

る。選択したいユーザーネーム（下記の例の場合は「abcde」）がグレーにハイライトされていることを
確認して選択する。
When you move the cursor to the username input box and select on the Login Screen
(https://jstv.uk/login), a keyboard is displayed. Press the control’s Return button
without
inputting anything to go back to the Login Screen. Check if your username is highlighted in grey
like the example below (In this example, a username ‘abcde’ is highlighted.), and select.

2. 続けて、パスワードの入力ボックスにカーソルを当てセレクトボタンを押すと、再度キーボードが表示さ
れるので、再び何も入力せずにリモコンの戻るボタン

を押すと、下記の画面に戻る。１で選択し

たものと同じユーザーネーム（下記の例の場合は「abcde」）がグレーにハイライトされていることを確
認の上、選択すると、ユーザーネームに紐づけされて保存されているパスワードが入力される。ログイ
ンボタンを押してログインする。
Move the cursor to the password input box and select. The keyboard is displayed again. Press the
controller’s Return button
without inputting anything, go back to the Login Screen, make
sure the username you selected in number 1 is highlighted in grey, and select. The password you
saved which was related to the username will be automatically entered in the password input
box. Press the Login button to login.

※ログイン画面に「私はロボットではありません」、「○○○○（例：横断歩道）の画像をすべて選択して
下さい。」など認証のためのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って入力後、ログインを選択し
て下さい。
If ‘I am not a robot’ or ‘Select all images with xxxxx’ (e.g. crosswalks) is displayed, please follow the
instruction, and then select Login.

