
Amazon Fire TV Stick初期設定方法 
How to set-up your Amazon Fire Stick 

 

〇準備 

1. Amazon Fire TV Stick 本体に付属の USB ケーブルで電源アダプターをつなぎ、電源コンセント

に差し込む。 

Plug your Amazon Fire TV Stick power adapter into a mains outlet. Use the USB cable to connect 
the power adapter and your Amazon Fire TV Stick. 
 

2. Amazon Fire TV Stick 本体をテレビの HDMI ポートに接続する。（直接接続できない場合は、

付属の HDMI 延長ケーブルを使用。） 

Plug your Amazon Fire TV Stick into your TV's HDMI port. (Use the HDMI extender if it cannot be 
plugged directly into the port.) 

 

3. 付属のリモコンに電池を入れる。 

Put batteries in your Amazon Fire TV Stick remote controller. 

 

〇設定 

1. テレビの電源を入れ、テレビの入力モードを Amazon Fire TV Stick を接続したポート（HDMI、

HDMI１、HDMI２など）に切り替える。 

Turn on your TV and switch to the correct HDMI input.  
 

4. Press  to start" という表示が出てきたら、再生/一時停止ボタン（    ）を押す。（左記

の表示が出てこない場合は、リモコンをテレビに近づける、リモコンのホームボタン（ ）を１０

秒程度押し続ける、またはリモコンの電池を確認する、をお試しください） 

If your remote controller doesn't pair automatically, press the Home button about 10 seconds 

until "Press   to start" appears on-screen. If it still doesn’t pair, try placing the controller closer 
to your Amazon Fire TV Stick, or check the batteries in the controller. 

 



 

5. 言語を選ぶ 

※選択した言語でどの国の Amazon アカウントに接続するかが変わります。また、例えば日本

語を選択すると日本の Amazon のアプリが規定値として表示されます。ただし、後から言語や

アカウントを変更することはできます。 

Select a language. If you choose ‘Japanese’, it will prompt to sign into Amazon Japan with your 
Amazon Japan account, and apps for Amazon Japan will be set as default apps. The language 
and/or the registered account can be changed later. 

 
 
 

6. 画面の指示に従って、Wi-Fi ネットワークを選択してインターネットに接続し、最新のソフトウェア

アップデートをダウンロードします。 

Follow the on-screen instructions to connect to Wi-Fi and download the latest software update. 

 



 

 
 

7. 画面の指示に従って、Amazon アカウントの設定をする。（TV の画面に表示される Activation 

Code を入力するために、PC やスマートフォンなど他のデバイスまたはテレビにて、Amazon のア

カウントにログインする必要があります。） 

Sign in with your Amazon account. (You need to log into your Amazon account on your 
PC/smartphone or other devices to input the activation code displayed on your TV screen.) 

 
 



 

PC 等で、TV 画面上に表示される URL（上図の場合は amazon.co.uk/code）に Amazon ア

カウントでログインして（下図がログイン画面）、TV に表示されている「activation code」（上

の画面では「xxxxxx」）を入力して「Continue」をクリックする。 

Access the Amazon URL displayed on your TV (amazon.co.uk/code in the case above) on your PC 
or another device, login with your Amazon account, input the unique activation code displayed 
on your TV (showed as ‘xxxxxx’ in the above), and click ‘Continue’. 

 
 

8. 機能制限（ペアレンタルコントロール）を設定する場合は、表示にそって設定。しない場合は

「No Parental Controls」を選択して、次に進む。 

If you would like to enable Parental Controls on your Amazon Fire TV Stick, click ‘Enable Parental 
Controls’ on the next screen.  
If you don’t need Parental Controls, simply click No Parental Controls to proceed. 



 
 

9. 画面表示に従って、サウンドテストを行う（表示されない機種もある。） 

Follow the on-screen instructions to test the volume controls on your Amazon Fire TV Stick 
remote controller. Note: Some models of Amazon Fire TV Stick remote controllers do not have 
volume controls. 
 

10. 表示されるアプリからダウンロードしておきたいアプリを選択し、各種アプリを事前にまとめてダウ

ンロード、インストールできる。必要ない場合は「必要ない」を選択し、次に進む。アプリは後か

ら追加でダウンロードすることもできる。 

Choose Apps you would like to download, or click ‘No Thanks’ to skip. Select the popular services 
you want, and click right to TV channels. Apps also can be downloaded later on.  

 
 
 



11. セットアップ完了。JSTV を視聴するにはウェブ・ブラウザ Amazon Silk（メニューには「Internet」

と表示されています。）を起動してください。はじめて Silk を使う時はダウンロードが必要です。

画面に従ってダウンロードしてください。 

Set-up is completed. Start the web browser, Amazon Silk, to watch JSTV. Amazon Silk is displayed 
as ‘internet’. Download the app following the instructions on the screen if the app has not been 
used before.   
 

    

例えば「Internet」（Amazon Silk）を選択すると、はじめて使う場合は、下記の画面のように

「Download」と表示される。 

For example, the ‘Download‘ icon is displayed when you start ‘Internet’ (Amazon Silk) for first 

time. 

 

「Download」を選択すると、「Downloading」と表示が変わり、Amazon Silk ブラウザのダウンロ

ードが完了すると、「Open」と表示が変わり、起動できるようになる。 



Once you select ‘Download’, the display changes to ‘Downloading’. When ‘Open’ is displayed, 
download is completed, and the app is ready to start. 

   

 

 

  



【Amazon Fire TV Stickを有線 LANケーブルでインターネットに接続する場合】 

If you prefer to connect your Amazon Fire TV Stick to the Internet with an Ethernet 
LAN cable  
 

※有線 LANケーブルで Amazon Fire TV Stickをインターネットに接続する場合は、別売りの Amazon イ

ーサネットアダプターが必要です。 

You need an Amazon Ethernet Adapter if you connect your Amazon Fire TV Stick to the Internet 

using an Ethernet LAN cable. 

 

○Amazon イーサネットアダプター接続方法 

How to connect Amazon Ethernet Adapter 

 

※Amazon イーサネットアダプターに同梱されているマニュアルの、接続の全体図もご参照ください。 

 You can see illustrations how to connect Amazon Ethernet Adapter on the manual comes with the 

adapter. 

 

1. Amazon Fire TV Stick 本体に、Amazon イーサネットアダプターの USB ケーブルを接続。

Amazon イーサネットアダプターの残り二つの差込口には、有線 LAN ケーブルと Amazon Fire 

TV Stick 付属の電源アダプターをつなぎ、電源アダプターは電源コンセントに差し込む。 

Connect your Amazon Ethernet Adapter USB cable into your Amazon Fire TV Stick. Plug your 
Ethernet LAN cable and Amazon Fire TV Stick power cable into the ports on the Amazon Ethernet 
Adapter. Then, plug your Amazon Fire TV Stick power adapter into a mains outlet.  
 

 

有線 LAN ケーブル/ LAN Cable 

Amazon イーサネットアダプターケーブル

/Amazon Ethernet USB Cable 

電源アダプターケーブル/ Power Cable 



2. Amazon Fire TV Stick 本体をテレビの HDMI ポートに接続する。（直接接続できない場合は、

付属の HDMI 延長ケーブルを使用。） 

Plug your Amazon Fire TV Stick into your TV's HDMI port. (Use the HDMI extender if it cannot be 
plugged directly into the port.) 
 

 
 

3. メニューの「ネットワーク」を選択すると、下記のように「有線（接続済み）」と表示され、Amazon 

Fire TV Stick 有線 LAN に接続されていることが確認できる。 

If your Amazon TV Fire Stick is successfully connected to the Internet through the ethernet 
adapter and cable, it shows ‘Wired (Connected) when you select ‘Network’ from the Menu. 

 

 

 

 


