
本機（STW2000）を、ホームゲートウェイ
とテレビに接続した後に本手順を
行ってください。接続方法は、同梱の
【STW2000簡単ガイド】のSTEP1
からSTEP4をご覧ください。

画面①が表示されたら、リモコ
ンの【決定】ボタンを押します。
次にリモコンの【ビデオパス】と
【ｄ】ボタンを同時にリモコンの
LEDランプが点滅するまで長押
しします。
※Goog l eの同意画面が表示中にも
リモコンのペアリング設定は可能です。

※システムアップデート完了ポップアップが表示された場合は、
リモコンの【決定】ボタンを押しポップアップを閉じてください。

※バージョンにより画面中央の記載内容が異なる場合があります。

※本機をLANケーブルで直接ホームゲートウェイに接続してください。
※本機をHUBにつないでいる場合、設定がうまくできません。
※本設定には20分程度かかります。（お使いのネットワーク環境によって前後することがあります）

※この初期設定ガイドでは、リモコンの下記のボタンを利用します。
  　【決定】ボタン   　 【ビデオパス】ボタン  　 【d】ボタン   【番組表】ボタン   　 【IPTV】ボタン

初期設定をする
STEP

02 Googleの設定をする
STEP

03

ペアリング完了後に「ようこそ
画面」→「利用規約画面」→「言語
選択画面」が順番に表示される
ので画面の指示に従って画面
③まで進みます。

本ガイドのペアリングとはリモコンでSTW2000を操作できるよう
にする為の設定のことです。
ペアリングが完了するとリモコンがSTW2000と無線接続する為
STW2000にリモコンを向けることなく操作が可能です。

画面⑧で、リモコンの【決定】
ボタンを押してください。
バージョンにより画面⑨に進
みます。
画面⑦が表示される場合は完
了を選択して【決定】ボタンを
押します。もう一度、画面⑦と
画面⑧が表示されますが同じ
操作を行ってください。

画面⑨で「更新する」を選択後に画
面⑩が表示される場合は「キャンセ
ル」を選択してください。
その後、リモコンの【番組表】ボタン
を押して、ご自身が契約されている
チャンネルを選択の上、画面⑨のラ

イセンスの更新を行っ
てください。
画面⑩は未契約のチャ
ンネルを選択した場合
に表示される画面です。

画面⑪が表示されたら、「同意する」を
選択しリモコンの【決定】ボタンを
押して、ポップアップを閉じてくだ
さい。

「更新する」を選択します。ライ
センス情報の更新画面が表示
されテレビ視聴が可能となります。
これで設定は完了です。auひかり
サービスをお楽しみください。

ライセンス情報を更新しても再度本メッセージが表示される場合は、10分程度
待ってから再度お試しください。

画面③では、「スキップ」を選択
すると設定が簡単に行えます。
画面の案内に従って画面④ま
で進みます。 

画面⑦で「IpTvInput」を選択
し【決定】ボタンを押します。
取得したチャンネル数が表示
されます。
「完了」を選択し【決定】ボタン
を押します。

※バージョンによりこの画面⑦はスキッ
プされ画面⑧が表示されます。

画面④で、リモコンの【决定】
ボタンを押してください。

スキップしても後からGoogleにログインできます。
ホーム⇒設定⇒ユーザー設定⇒アカウントを追加⇒Google 

「チャンネルがありません」と表示される場合は、STW2000がHUBにつながれて
いないか確認してください。
HUBがある場合は取り除き、STW2000をホームゲートウェイに直接つなぎ再起
動してください。
起動後、画面⑤以降の操作を行ってください。

放送受信の設定をする
STEP

04

リモコンの【auひかり】ボタンを
押します。もしくは右のホーム
画面（画面⑤）の「auひかり」
アイコンを選択して【決定】ボ
タンを押します。

画面⑥が表示されたら、リモ
コンの【决定】ボタンを押してく
ださい。画面⑦が表示されます。

画面⑤に戻ってしまう場合は、リモコンの【IPTV】ボタンを押
してください。
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画面① 画面③

画面④

画面⑦画面⑤

画面⑥

画面②

●

●

STW2000がホームゲートウェ
イにLANケーブルで直接つなが
れているか確認します。
ACアダプタを電源コンセントに
接続します。

※このステップでは、電源を切らないでください。テレビ画面の確認
およびリモコン操作は不要です。

※必ずお読みください

※Googleの同意ポップアップ（画面⑪）が表示される場合がありますが、
「同意する」を選択しリモコンの【決定】ボタンを押してください。

※Googleの同意ポップアップ（画面⑪）が表示される場合がありますが、
「同意する」を選択しリモコンの【決定】ボタンを押してください。

接続と起動の確認をする
STEP

01

電源を入れてから1分ほどで本体の
ランプが右記のようになります。
右記の状態になったらSTEP02に
進みます。

なお、バージョンアップが発生する場
合がありますが、この場合は電源を入
れると、自動的にバージョンアップが始まります。
バージョンアップ中は本体のSTATUSランプとPOWERランプが点灯・点滅します
が、15分ほどで上記の状態になります。上記の状態になったらSTEP02に進みます。

リモコンの検索までに数分かかることがあります。
リモコンのLEDランプが消えてもペアリングが完了しない場合は、STW2000の
電源を入れ直して再度ペアリング設定を行ってください。
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画面⑧ 画面⑩

画面⑪

画面⑨

注意

注意
●

Googleの同意ポップアップ

初期設定ガイド
2016年10月版
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注意

ネットワーク接続ができていない場合、STATUSランプが赤点滅します。
この場合はネットワーク接続が正しいかご確認ください。

●

誤った手順で設定を始めてしまった場合も、本ガイドの手順通りSTEP01から
順番に設定を行ってください。

●注意

注意

※バージョンアップ完了までの時間は、お使いのネットワーク環境によって前後することがあります。
※各ランプの動きについての詳細は「簡単ガイド」の「ご利用にあたって」に記載があります。

注意

　赤点滅 または   緑点灯 　消灯

サポート＞月額プラン・チャンネル／パック申込

プラチナセレクトパック

本パックには以下のチャンネルが含まれます。

月額1,980円（税込）

人気の高いスポーツや国内ドラマ・バラエティなど
厳選された39チャンネルをパックで提供。

上へ

上へ キャンセル申込

・「プラチナセレクトパック」には6ヵ月の最低利用期間がご
ざいます。
・最低利用期間内に解約した場合は、違約金として3,960円
（税込）をお支払いいただく場合があります。
【ベーシックチャンネルパック　または　ミュージックセレ

プラチナ
セレクトパック

【決定】ボタン

点滅

【決定】ボタン

【番組表】ボタン

【d】ボタン

【ビデオパス】ボタン

【決定】ボタン

【IPTV】ボタン

リモコンペアリングについて

裏面に続く

ビデオパスの設定



以下URLにパソコン・スマート
フォンからアクセスし、「固定
通信サービスをご契約の方」内
の「固定インターネットサービ
ス/固定電話サービス」から「au 
IDの登録」を選択します。
画面の案内に従い、au  IDの
新規登録を行います。

Androidホーム画面（画面⑥）で
「ビデオパス」アイコンを選択す
るか、リモコンの【ビデオパス】
ボタンを押します。
ビデオパス起動後の作品の視聴・
レンタルにはau IDログインが必
要です。au ID設定画面が表示され
たら、「au IDを設定」を選択し、【決
定】ボタンを押します。画面⑦が表
示されるので手順にしたがって、
au IDログインをしてください。

ビデオパスにログインする前にauかんたん決済の暗証番号設定が必要です。下記手順
に従って、auかんたん決済の暗証番号を設定してください。

下記お客さまセンターにお問い合わせください。

au IDを確認する
STEP

01

 暗証番号の設定をする
STEP

02

STEP

03

設定ガイド

はじめに

作品をレンタルする

見放題プランに加入する

ビデオパスログイン時エラー

auひかりのau IDはauひかりご契約時に書類で通知されます。
au IDとパスワードを確認の上STEP02にお進みください。
2014年4月以前にauひかりにご契約のお客様はセルフIDとして通知されています。
セルフIDがau IDに変更されていますのでセルフIDをご確認の上、　 からau IDを
新規登録後にSTEP02にお進みください。

ビデオパスをご利用頂くにはauひかりのau IDが必要です。
※スマートフォン・タブレットのau IDをお持ちの方はそちらのau IDもお使いいただけます。
※スマートフォン・タブレットのau IDをお持ちの方はSTEP03にお進みください。

画面①

スマートフォンやタブレットのau IDを入力した場合、そのau IDが設定されて
いるスマートフォン・タブレットに二段階認証のSMS（Cメール）が送信されま
す。SMS（Cメール）に記載されたURLにアクセスして、表示されたWEBサイトの
「許可する」ボタンをタップしてください。

●

注意

ソフトウェアキーボードは【戻る】ボタンを2回押して閉じてください●注意

設定した暗証番号は「作品をレンタルする」の　　で入力する暗証番号です。●注意

パソコン・スマートフォンから下記
のサイトにアクセスします。
画面右上のログインを選択します。

01

画面②

※暗証番号の設定がされていないと、STEP03の     （ビデオパスログイン）で
エラーとなります。必ず本STEP02の暗証番号を設定してから
STEP03にお進みください。

※暗証番号の設定がされていないと、STEP03の　 で下記エラーが表示さ
れます。かならず暗証番号の設定を行ってからSTEP03に進んでください。

au IDとはビデオパスなどのauのサービスをご利用になるための、専用のIDです。au 
IDを登録すると、auスマートパスや、auかんたん決済、auお客さまサポートなど、au
の様々なサービスをご利用いただけます。au IDの詳細には下記ページをご覧下さい。 
https://id.auone.jp/

au IDとは？

01 契約時の書類をお持ちの方

01 ビデオパスを起動する
STEP01の　  で確認したパス
ワードを入力します。入力が
完了したら、リモコンの【戻る】
ボタンを2回押してソフトウェア
キーボードを閉じます。

03 パスワード入力画面 画面⑩のビデオパスTOP画面で
「レンタル」を選択し【矢印】ボタン
の右を押します。
レンタル作品の一覧が表示される
ので見たい作品を選択し【決定】ボ
タンを押します。
作品詳細画面が表示されるので
「XX円（税抜）レンタル」を選択し
【決定】ボタンを押します。

リモコンの【矢印】ボタンの下で画
面をスクロールして「auかんたん決
済を利用してレンタルする」を選択
し、【決定】ボタンを押します。
※コインをお持ちの場合はコインでの購
入も可能です。コインの詳細についてはビ
デオパス内の「マイページ⇒ビデオコイン
⇒コインとは」を参照ください。

01 ビデオパスTOP画面

暗証番号入力欄で【決定】ボタンを
押すとソフトウェアキーボードが
表示され、ソフトウェアキーボード
からの入力もできます。ソフトウェア
キーボードを閉じる場合は【戻る】
ボタンを2回押してください

作品の購入が完了し、レンタル完了
画面が表示されます。【矢印】ボタン
の下で画面下部にスクロールしま
す。「OK」を選択し、【決定】ボタンを
押します。レンタルした作品の視聴
が可能となりますのでレンタルし
た作品をお楽しみください。

見放題プランへは下記の手順でご加入いただけます。
①画面⑩の【設定】から【加入状態】を選択し、【見放題プランに加入する】選択します。
②画面の案内にしたがって見放題プランに加入してください。
③見放題プランのご加入には別途料金が発生します。（初回加入時30日間無料）

04 レンタル購入完了画面

02 レンタル購入確認画面

リモコンの【数字】ボタンを押して、
STEP02で設定した暗証番号を入力
します。暗証番号入力後、リモコンの
【矢印】ボタンの上下左右で「購入する」
を選択し【決定】ボタンを押します。

03 かんたん決済
暗証番号入力画面

入力内容確認の上「OK」を選
択し【決定】ボタンを押しま
す。au  ID登録確認画面が表
示されるので「OK」を選択し
て【決定】ボタンを押します。
au ID登録画面が表示される
ので「OK」を選択して【決定】
ボタンを押します。
ビデオパスが起動します。

04 au ID登録画面

au ID入力欄にてリモコンの
【決定】ボタンを押してソフト
ウェアキーボードを表示しま
す。ソフトウェアキーボードを
使い、STEP01の 　 で確認した
au IDを入力します。

02 au ID入力画面

02 契約時の書類をお持ちの方で
セルフIDとして通知されている方

03 契約時の書類をお持ちでない方

機器同梱または
封書で通知される場合 セルフIDとして通知される場合

20100510   

 

 

20100510   

 

 

 

葉書で通知される場合

1x123456789

abcdabc****
エービーシーディーエービーシー＊＊＊＊

URL：https://id.auone.jp/id/pc/assigned/index.html

画面①

画面⑥ 画面⑧

画面⑩

画面⑪

画面⑫

画面⑨画面⑦

9:00～20:00（年中無休）受付時間

※ID・パスワードについてのお問い合わせは、書面でのご案内となる場合がありますので予めご了承ください。

(無料)

9:00～20:00（年中無休）
一般電話から 0077-777

(無料)0120-22-0077

受付時間

上記番号がご利用に
なれない場合

※auかんたん決済の暗証番号は、STEP01の    契約時の書類に記載されているTVパスワードとは異なります。

au IDポータルにアクセスする

URL：https://id.auone.jp/

スマートフォンからの
アクセスはこちら

STEP01の　　で確認したau ID
とパスワード、画面に表示される
認証文字列を入力しログインボタ
ンを選択します。

02

画面③

au IDでログインする

スマートフォンからのアクセスはこちら

auかんたん決済利用時（ビデオパ
スでの作品レンタル時のお支払い
等）に使用する任意の暗証番号を
入力します。
「確定」を選択します。
暗証番号設定完了画面が表示さ
れ、暗証番号の設定が完了します。

入力したID/パスワードが正しいこ
とをご確認ください。
ID/パスワードが正しい場合は、au 
かんたん決済の暗証番号が設定され
ていない可能性があります。STEP02
を参照の上au かんたん決済の暗証番
号を設定してください。

03

画面④

画面⑤

画面⑭

暗証番号の設定をする

ビデオパスにau IDでログインする

【決定】ボタン

【ビデオパス】ボタン【戻る】ボタン

※画面⑤のエラーが出る場合は、STEP02を参照してau かんたん決
済の暗証番号を設定してください。

au ID入力後、画面右下の「確定」を選択し【決定】ボ
タンを押します。
選択後　  が表示されますので　 を選択し【決定】ボ
タンを押します。

TVパスワードやau IDのパスワードとは異なりますのでご注意ください。
スマートフォンのau IDをご利用の方はスマートフォンのauかんたん決済
暗証番号を入力してください。
ソフトウェアキーボードを表示した場合は【戻る】ボタンを2回押してソフト
ウェアキーボードを閉じてください。

●
●

●
注意

auかんたん決済の暗証番号がわからなくなった場合
暗証番号を忘れた方は下記にお問い合わせください。

画面⑬

9:00～20:00（年中無休）受付時間

(無料)※局番なし

9:00～20:00（年中無休）

一般電話から

157 (無料)0077-7-111
左記番号がご利用になれない場合

受付時間

ビデオパスの詳細についてはビデオパスアプリ内のヘルプページも
合わせて参照ください。

※ 画面イメージは2016年8月31日現在のものであり、変更される可能性があります。

（ヘルプページはビデオパスのサイドメニュー⇒設定⇒ヘルプからご覧になれます）


