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はじめに
KENWOOD Remote アプリをインストールするには、
以下のシステム環境が必要です。
§	Android: 最低 OS 4.4、推奨 OS 5.0 以上

§	iOS: 最低 OS 8.0、推奨 OS 9.3 以上

§	Bluetooth のサポート 

注
本アプリケーションがすべての Bluetooth® 互換デバイスで
動作することを保証するものではありません。

KENWOOD Remote アプリのインストール
KENWOOD Remote アプリは、ワイヤレスリモート
コントロールのように互換性のある KENWOOD カー
レシーバーを操作することができます。
Google Play ストアと Apple App Store から入手で
きるフリーのアプリケーションです。
ストアで “KENWOOD Remote” を検索し、アプリを
お客様のデバイスにインストールしてください。 

ミュージックプレーヤーの準備
ミュージックファイルをお客様のデバイスの内部スト
レージまたは SD カードにコピーします。

注
ミュージックファイルが SD カードに保存している場合は、
曲の再生中に SD カードを取り外したりマウント解除しない
でください。

サポートするオーディオファイル

§	MP3 (.mp3)

§	AAC-LC/TLP (.m4a, .aac)

§	PCM/WAVE (.wav)

§	Ogg Vorbis (.ogg)

§	AMR-NB (.3gp)

§	AMR-WB (.3gp)

注
お使いのデバイスによって、サポートするオーディオファイ
ルが異なることがあります。

メディアプレーヤーモード
Media Player( メディアプレーヤー )
メディアプレーヤーモードは、デバイスに保存されて
いる曲を再生します。

メディアプレーヤー画面

1. メディアプレーヤー画面を 1 回タップすると
曲が再生されます。

メニュー

アプリランチャー

アルバムアート

メディア情報  
（曲タイトル、アーティ
スト名、アルバム名）

再生時間  
プログレスバー

メディアプレーヤー画面

2. 曲の再生は次のように制御できます。
§	再生を一時停止または再開するには、画面を 1

回タップします。

§	前の曲にスキップするには、左にスワイプします。

§	次の曲にスキップするには、右にスワイプします。

§	全曲または 1 曲を再生するには、右へカーブし
ます。

§	曲をランダムに再生するには、左へカーブします。
( ジェスチャー制御については、7 ページを参照して
ください )

KENWOOD REMOTE アプリ ユーザーガイド
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カテゴリー選択画面
** Android 版のみ利用できます

曲の選択を容易にするために、デバイス内の曲をカテ
ゴリーごとに自動で分類されます。カテゴリー別に曲
がリスト表示されます。

1. [ （メニュー）] → [Contents List] の順に
選択するか、上へスワイプして、カテゴリー
選択画面を開きます。

左または右へスワイプ
して異なるカテゴリー
へ移動します

現在再生中の曲
タッチすると、メディ
アプレーヤー画面に変
わります

カテゴリー選択画面のリスト表示
利 用 で き る カ テ ゴ リ ー は「Songs」、「Albums」、

「Artists」、「Playlists」です。

2. 左または右へスワイプしてカテゴリーを変え、
項目にタッチして選択します。
項目の階層を以下に表示します。

→ 曲

→ アルバム → 曲

→ アーティスト →アルバム → 曲

→ プレイリスト * → 曲

*  プレイリストにある曲を再生するには、プレイリスト
を作成してお気に入りの曲に追加します。「プレイリス
トの作成」と「曲をプレイリストに追加」(2 ページ )
を参照してください。

メディアプレーヤー画面に戻るには、現在再生中の曲
をタップするか、お使いのデバイスの [ 戻る ] キーを
タップします。

Current List 画面
再生中の曲を含むリストを Current List 画面に表示
します。

1. メディアプレーヤー画面を下へスワイプして
Current List 画面を開きます。

現在再生中の曲

Current List 画面

2. 再生する曲をタップします。

メディアプレーヤー画面に戻るには、現在再生中の曲
をタップするか、お使いのデバイスの [ 戻る ] キーを
タップします。 

プレイリストの作成
** Android 版のみ利用できます

プレイリストでは、お気に入りの楽曲を登録して聞く
ことができます。

1. カテゴリー選択画面で、左または右へスワイ
プして Playlists 画面にします。

2. [Add New Playlist] を選択します。

3. このプレイリストの新しい名前を入力し、
[OK] を選択します。

曲をプレイリストに追加
** Android 版のみ利用できます

プレイリストに、お気に入りの楽曲を追加します。

1. Current List 画面、またはカテゴリー選択画
面→ [Songs] で、曲の項目を長押しします。

2. [Add to playlist] ダイアログ画面が表示され
ます。追加するプレイリストを選択します。
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APP Launcher( アプリランチャー )
** Android 版のみ利用できます

アプリランチャー機能は、デバイスにインストールさ
れているお気に入りのアプリを登録して、簡単にアク
セスできます。

アプリランチャーを表示するには、画面左上のアイコ
ンをタップします。

画面左上のアイコンをタップ

アプリランチャー画面

アプリとナビゲーションの追加
ランチャーにアプリを追加するには、空のボックス内
にある “+” アイコンをタップします。選択画面では、
お客様の全アプリをスクロールして表示できます。接
続先を選択し、[ADD] をタップします。

アプリランチャーは、お気に入りのアプリを最大 24
まで登録できます。左または右へスワイプするとペー
ジを移動できます。

リモート制御モード

Remote アプリとカーレシーバーの接
続
Remote アプリは KENWOOD カーレシーバーと接続
して、リモート制御できます。また、カーレシーバー
で現在再生中の詳細な情報を取得して表示できます。

Android デバイスとの接続
最初に Android デバイスを操作して、互換性のある
Bluetooth 対応 KENWOOD カーレシーバーとペアリ
ングする必要があります。

1. Android デ バ イ ス と カ ー レ シ ー バ ー 間 で
Bluetooth によるペアリングを行います。

2. ペアリングに成功したら、カーレシーバーの
設定メニューに進み、Remote アプリに接続
するための準備をします。

LCD ディスプレイレシーバーの場合 :
1	設定を参照して ”FUNCTION” に入ります
2	[Remote App] を選択します
3	[Select] を選択します
4	[Android] を選択し、[YES] を選択します
5	ここで [Android List] を選択します
6	使用する Android デバイスを探し、ボリュー

ム ノ ブ を 押 し ま す。 接 続 に 成 功 す る と、
Android デバイスの横にアスタリスク (*) が表
示されます。

マルチメディアレシーバーの場合 :
1	[Setup] に移動します 
2	[App Setup] を選択します ”
3	Device Type Selection で、[Android/Other]

を選択し、[Change] を押します
4	[Bluetooth] を選択し、[Next] を押します
5	使用する Android デバイスを選択し、[ok] を

押します。

3. Android デバイス上で Remote アプリを起動
します。

4. [ （メニュー）] → [Connect] の順に選択
して、Remote アプリとカーレシーバー間の
接続を開始します。
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5. 表示されたダイアログボックスで先にペアリ
ング済みのカーレシーバーを選択します。

6. Remote アプリ画面に表示される次の指示を
待ちます。

7. Remote アプリがカーレシーバーに接続され、
Remote アプリがソースコントロールモード
になります。

8. カーレシーバーとの接続を解除する場合は、
[ （メニュー）] → [Disconnect] の順に選
択して、カーレシーバーとの接続を解除しま
す。

9. Remote アプリをカーレシーバーに再接続
する場合は、カーレシーバーの設定に進み、
[Remote APP/Android List] を選択します。
使用する Android デバイスを探し、ボリュー
ムノブを押します。Android デバイスの横に
アスタリスク (*) が表示されます。

iOS との接続
iOS 版 Remote ア プ リ は、USB 接 続 か ま た は、
Bluetooth 接続でカーレシーバーに接続します。以下
の指示をよく読んで、カーレシーバーと接続してくだ
さい。

iOS BT 接続の場合 :

1. iOS デ バ イ ス と カ ー レ シ ー バ ー 間 で
Bluetooth によるペアリングを行います。

2. ペアリングに成功したら、カーレシーバーの
設定メニューに進み、Remote アプリに接続
するための準備をします。

LCD ディスプレイレシーバーの場合 :
1	設定を参照して ”FUNCTION” に入ります
2	[Remote App] を選択します 
3	[Select] を選択します
4	[iOS] を選択し、[YES] を選択します

マルチメディアレシーバーの場合 :
1	[Setup] に進みます
2	[App Setup] を選択します
3	[Device Type Selection] で、[iPod/iPhone]

を選択し、[Change] を押します

4	[Bluetooth] を選択し、[Next] を押します
5	モバイルデバイスを選択し、[ok] を押します。

3. カーレシーバー上で iPod BT ソースが使用可
能になるまで待ってから、iPod BT ソースに
切り替えます。

4. iOS デバイス上で Remote アプリを起動しま
す。

5. [ （メニュー）] → [Connect] の順に選択
して、Remote アプリとカーレシーバー間の
接続を開始します。

6. 画面に表示される次の指示を待ちます。

7. Remote アプリがカーレシーバーに接続され、
Remote アプリがソースコントロールモード
になります。

8. カーレシーバーとの接続を解除する場合は、
[ （メニュー）] → [Disconnect] の順に選
択して、カーレシーバーとの接続を解除しま
す。

9. Remote アプリをカーレシーバーに再接続す
る場合は、かならず事前に再度 iPod BT ソー
スに移動します。

iOS USB 接続の場合 :

1. iOS デバイスを USB ケーブルでカーレシー
バーに接続します。

2. カーレシーバーの設定メニューに移動して、
Remote アプリに接続するための準備をしま
す。

LCD ディスプレイレシーバーの場合 :
1	設定を参照して ”FUNCTION” に入ります
2	[Remote App] を選択します。 
3	[Select] を選択します
4	[iOS] を選択し、[YES] を選択します

マルチメディアレシーバーの場合 :
1	[Setup] に進みます 
2	[App Setup] を選択します
3	[Device Type Selection] で、[iPod/iPhone]

を選択し、[Change] を押します
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4	[USB 1-Wire] を選択し、[Next] を押します
5	お使いのモバイルデバイスを選択し、[ok] を

押します。

3. カーレシーバーで iPod USB ソースが使用可
能になるまで待ってから、iPod USB ソース
に切り替えます。

4. iOS デバイス上で Remote アプリを起動しま
す。

5. [ （メニュー）] → [Connect] を順に選択
して、Remote アプリとカーレシーバー間の
接続を開始します。

6. Remote アプリ画面に表示される次の指示を
待ちます。

7. Remote アプリがカーレシーバーに接続され、
アプリがソースコントロールモードに入りま
す。

8. カーレシーバーとの接続を解除する場合は、
[ （メニュー）] → [Disconnect] を順に選
択して、カーレシーバーとの接続を解除しま
す。

9. カーレシーバーに再接続する場合は、かなら
ず事前に iPod USB ソースに再度移動します。

iOS アプリの操作
iOS の制限により、カーレシーバーで iOS 版 Remote
アプリを操作するときは、下記の動作に注意してくだ
さい。
§	Remote アプリが USB 経由でカーレシーバーに

接続されているとき、Bluetooth ソースに入る
と、Remote アプリとカーレシーバー間の接続
が解除されます。この場合は、Bluetooth ソー
スから出て、Remote アプリに再接続してくだ
さい。

§	Remote アプリが Bluetooth 経由でカーレシー
バーに接続されているとき、USB または iPod-
USB ソースに入ると、Remote アプリとカーレ
シーバー間の接続が解除されます。この場合は、
USB ソースから出て、Remote アプリに再接続
してください。

リモート制御モードのソースコントロ
ール画面
ソースコントロール画面は、リモート制御モードでの
メイン画面です。ソースコントロール画面では、お使
いのデバイスからカーレシーバーに対して基本的なリ
モート操作を実行するほか、カーレシーバーで現在再
生中の詳細な情報を取得して表示できます。

KENWOOD Remote ア プ リ が KENWOOD カ ー レ
シーバーと接続するたびに、ソースコントロール画面
が自動的に起動します。 

ソ ー ス コ ン ト ロ ー ル 画 面 に は、Driver モ ー ド と
Passenger モードの 2 つのモードがあります。

ソースコントロールモードの選択
Driver モードはジェスチャーで操作します。一方、
Passenger モードはボタンを使用した操作です。
操作に使用するモードを選択してください。

1. 画面右上の [ （メニュー）] を選択します。

2. [Mode] ボタンを選択して、Driver モードと
Passenger モードを切り替えます。

 

メニューポップアップ画面
次のページで、Driver モードと Passenger モードで
のアプリの操作について説明します。
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Driver モードの操作
Driver モードはジェスチャーによって操作します。
ジェスチャー操作では、モバイルデバイスを見ずに、
カーレシーバーを操作できます。*1

Driver モードのソースコントロール画面

ステータス 
インジケーター
ソース名パネル

メディア情報パネル

再生時間パネル

Driver モード

注
*1  Driver モードの画面は、特定のレシーバーモデルに対し

てのみ利用できます。この機能に対応していないモデルで
は利用できません。

ソース名表示
ソース名パネルには、接続されている KENWOOD カー
レシーバーで現在選択されているソース名が表示され
ます。次の表はソース名の一覧です ( 一部のソースは
特定のモデルに対してのみ利用できます )。

ソース 
CD
Tuner
USB *3

iPod *3

AV Off 
Apps Source 
Android Source 
HDMI/MHL 
HD Radio 
SXM 
Aux-In
ADS 
Bluetooth Audio 
Standby 
Unknown *2

*2  Remote ア プ リ が サ ポ ー ト し て い な い ソ ー ス は
“Unknown” と表示します。

*3  デュアル入力を備えたソース ( デュアル USB モデルなど )
の場合は、2 番目の入力が起動されたときに、ソース名に
“Rear” が付加されます。

ステータスインジケーター
ステータスインジケーターは再生の状態を表示しま
す。ソースによっては、一部のアイコンが利用できな
い場合があります。

リピートインジケーター
アイコン リピートタイプ

なし くり返しなし
( アイコンはありません )

1 回くり返し

フォルダー / グループごとにくり返し

すべてをくり返し

ランダムインジケーター
アイコン ランダムタイプ

なし ランダム再生なし
( アイコンはありません ) 
フォルダー / グループごとにランダム
再生

すべてをランダム再生

再生 / 一時停止インジケーター
再生 / 一時停止インジケーターは
現在の再生状態を表示します。 

メディア情報表示
メディア情報パネルは、曲またはラジオ局の情報を表
示します。たとえば、カーレシーバーで ID3 タグ付き
の MP3 形式の曲を再生するとき、曲タイトル、アー
ティスト名、アルバム名が表示されます。

曲の再生時



KENWOOD Remote アプリユーザーガイド | 7

ラジオの時

再生時間パネル
プレイタイムバーは Bluetooth オーディオソースの場
合にだけ利用できます。

ジェスチャー操作
ジェスチャー操作は、スマートフォンを見ない迅速な
操作を目的としています。 

詳 細 に つ い て は、Remote ア プ リ 内 の ヘ ル プ  
([ （メニュー）] → [Preference] → [Help]) を参
照してください。

Remote アプリ内のすべてのジェスチャー操作パター
ンを下図に示します。*4

指クリック

指クリック

右へスワイプ

上へスワイプ

左へスワイプ

下へスワイプ

右へカーブ 左へカーブ

上へカーブ 下へカーブ

長押しクリック
方向
ジェスチャー

フリーフォーム
ジェスチャー

注
*4  フリ−フォームジェスチャーの場合は、最終の描いた形

状が図のジェスチャーに似ている限り、これらのジェス
チャーをどの方向からでも開始できます。 

長押しクリック

下へスワイプ上へスワイプ

多点
ジェスチャー

ジェスチャー操作の動作
同じジェスチャー操作でも、異なるソースで実行した
場合、異なる動作になります。
各ジェスチャー操作の対応を次の表に示します。

ジェスチャー リ モ ー ト 制 御 
モード *5

メディア 
プレーヤーモード

方向ジェスチャー

 

指クリック 再生 / 一時停止 /
ミュート 再生 / 一時停止

長押しクリック なし なし

右へスワイプ 次の曲 / 右オート
スキャン 次のトラック

左へスワイプ 前の曲 / 左オート
スキャン 前のトラック

上へスワイプ
上の階層へ / 上の
グループへ / 上の
プリセットへ移動

コンテンツリスト
UI をロード

下へスワイプ
下の階層へ / 下の
グループへ / 下の
プリセットへ移動

現在のプレイリス
ト UI をロード

フリーフォームジェスチャー

 

右へカーブ ランダム切り替え ランダム切り替え
左へカーブ リピート切り替え リピート切り替え
上へカーブ ソース変更 なし

下へカーブ EQ 切り替え プリセット EQ 切
り替え

多点ジェスチャー

 

上へ 2 本指スワ
イプ

ボリュームポップ
アップ なし

下へ 2 本指スワ
イプ

ボリュームポップ
アップ なし

注
*5  Bluetooth オーディオソースでは、コントロール機能はス

マートフォンによって異なります。
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Passenger モードの操作
Passenger モードでは、通常の物理的なリモートコン
トロールと似た形式のボタンで操作します。このモー
ドは、Driver モードと比べて、より多くの操作機能を
提供します。
このモードでは、モバイルデバイスを見る必要がある
ので、運転手は車の運転中に Passenger モードを使
用しないでください。

Passenger モードのソースコントロール画面

ソース名パネル
メディア情報パネル

ステータス 
インジケーター

左または右へスワイプ
してページをスクロー
ル

ソースリストパネル

リモートコントロール
ボタンパネル

Passenger モード

リモートコントロールボタンパネル
リモートコントロールボタンパネルには、カーレシー
バーで利用するボタンが表示されます。
ボタンが多い場合は複数ページになり、ページ間を移
動するには、パネルを左か右にスワイプします。

ソースリストパネル
ソースリストパネルには、カーレシーバーで利用でき
る現在のすべてのソースが表示されます。このパネル
上で左または右へスワイプすると、利用可能な場合は
ソースがさらに表示されます。

カーレシーバーの設定
KENWOOD Remote アプリでは、対応カーレシーバー
の設定項目 *6 をお使いのデバイスから直接設定できま
す。

Receiver Settings 画面
ソースコントロール画面で、画面左上の [ （メ
ニュー）] ボタンをタップして、[Receiver Settings]
を選択します。

カーレシーバーモデルで利用可能なレシーバーの設定
項目 *7 が表示されます。

Receiver Settings 画面
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注
*6  カーレシーバーの設定は、対応したカーレシーバーのみ利

用できます。この機能に対応していないカーレシーバーで
は表示されません。

*7  カーレシーバーによっては、特定の設定、調整または選択
ができない場合があります。

その他の設定

プリファレンス画面
ソースコントロール画面で、画面左上の [ （メ
ニュー）] ボタンをタップして、[Preference] を選択
します。

プリファレンス画面には、各種オプションの説明があ
ります。


