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前書き 

EZCast は、EZCast、Miracast、DLNA、EZAir（iOS と macOS で互換）を含む複数の

ワイヤレスディスプレイ規格をサポートしています。 新のオペレーティングシス

テムをサポートするために、継続的なファームウェアアップグレードが提供されま

す。このガイドを読んで、EZCast のインストールとセットアップを行ってください。

ハッピーキャスティング！ 

 

ソフトウェアのインストール 

プラットフォーム固有のアプリケーションとユーザーマニュアルをダウンロード

するには、https：//www.ezcast.com/app にアクセスしてください。EZCast モバイ

ルアプリをダウンロードするには、下の QR コードをスキャンしてください。 

 

 

 

ハードウェアのインストール 

1 EZCast へ電力供給 

  Type-C ケーブルを EZCast ドングルに差し込み、USB ケーブルをアダプター 

（5V / 2A）に接続して電源を入れます 

 

2  EZCast を TV に接続 

  EZCast Ultra ドングルをテレビの HDMI ポートに差し込みます。 

 



 

 

3 ソースを選択 

テレビのソース/入力選択を、EZCast ドングルが接続されている HDMI ポート 

に設定します。 

 

4 正常に接続する 

  EZCast が正常に接続されると、テレビ画面に指示が表示されます。指示に 

従ってセットアップを完了してください 

 

 

 

スマートデバイスのセットアップ（Android / iOS） 

1 EZCast アプリをダウンロード 

  TV 画面で QRCode をスキャンするか、Google Play / App Store で「EZCast」を 

検索します。 

 

2 ルーターに接続 

 （1）EZCast アプリを起動し、デバイスの検索アイコンをクリックします。 

 （2）「QR コードをスキャンして WiFi に接続」をクリックして、TV 画面で 

QR コードをスキャンします。 

（3）設定がポップアップ表示されます（またはサイドバーメニューを 

クリックして検索します）。[インターネット]をクリックして 

WiFi に接続します。 

（4）WiFi が接続されると、デバイスリストが表示されます。下のリスト 

で EZCastU-xxxxxxxx を見つけてクリックします） 



 

 注：接続に失敗した場合は、EZCast の USB ケーブルを取り外し、電源を 

再度オンにして、ステップ 2.1、2.2、および 2.3 を繰り返してください。 

 

 

 

Android の画面ミラーリング 

 

EZCast /ミラー（Android 5.0 以上） 

   トップバーのミラーアイコンをクリックします。 

 

 

注：EZCast /ミラーの場合、Android の制限により、音声なしで画面をキャプチ

ャするだけです。サウンドをテレビにミラーリングするには、代わりに EZMirror

を使用してください。 

 

Google Home 

Google Home アプリは Google Play からダウンロードできます。Google Home アプ

リを起動し、Google アカウントでログインします。その後、Google Home を使用

して EZCast にミラーリングできます。 

 



手順：アカウント>デバイスのミラーリング>画面/オーディオのキャスト>キャ 

スト先> EZCastU-xxxxxxxx 

 

注：EZCast Ultra とデバイスが両方とも同じ WiFi に接続されていることを確認

してください。2.4 GHz ではなく 5 GHz WiFi を使用してください。これにより、

Google Home ミラーリングの接続が高速になり、パフォーマンスが向上します。 

 

 

ミラキャスト 

Android デバイスが Samsung の Smart View、Huawei のマルチスクリーン、OPPO の

マルチスクリーンインタラクションなどをサポートしている場合、Miracast を使用

して EZCast にミラーリングします。 

 

iOS の画面ミラーリング 

EZAir 

画面のミラーリングは、iOS スマートデバイスの EZAir によって行われる場合があ

ります。スワイプしてスクリーンミラーリングをクリックし、EZCastU-xxxxxxxx を

選択します。 

 

注：EZCast と iOS デバイスの両方が同じ WiFi に接続されていることを確認してく

ださい。 

 



EZCast の設定 

インターネット： 

   EZCast を WiFi に接続します。 

解像度： 

   出力解像度を変更します。 

言語： 

   言語設定を変更します。 

パスワード： 

   EZCast のパスワードを変更します。 

装置名： 

   EZCast のデバイス名を変更します。 

Wifi チャンネル： 

   デバイスの Wi-Fi チャネルを変更します。 

EZChannel（自動再生）： 

   EZCast ドングルが WiFi に接続されると、EZChannel プレイリスト 

    で作成されたビデオストリーミングを自動的に開始します。 

EZAir モード（iOS のみ）： 

   iOS デバイスの EZCast のミラーリングモードを「ミラーのみ」と 

「ミラー+ストリーミング」の間で切り替えます。 

壁紙： 

   キーワードを設定し、スタンバイモード中に関連する画像を自動的に 

再生します。 

アップグレード： 

ユーザーエクスペリエンスを向上させるには、EZCast ファームウェア 

を 新バージョンにアップグレードしてください。ファームウェアの 

実行中に Wifi と EZCast の電源をオフにしないでください。 

デフォルトにリセット： 

     EZCast をデフォルト設定にリセットします。 

 

EZCast の機能 

EZChannel： 

  EZCast アカウントを作成し、EZCast Ultra ドングルにバインドして、 

高度な機能を取得します。 

（1ビデオチャンネルを見つけてパーソナライズしてください。 



 （2 異なるメディアサイトで動画を検索します。 

 （3 自動再生：EZCast ドングルが WiFi に接続されると、EZChannel 

プレイリストで作成されるビデオストリーミングを自動的に開始し 

ます。 

ビデオ/写真/音楽： 

        デバイスから EZCast ドングルにローカルメディアファイルをワイ 

ヤレスでストリーミングおよび再生します。 

ライブカメラ： 

        ローカルカメラから EZCast ドングルにビデオをキャプチャします。 

     DLNA： 

         DLNA プロトコルを介してマルチメディアファイルをストリーミング 

します。 

クラウドストレージ： 

クラウドサーバー（Dropbox、Google ドライブなど）からデータに 

アクセスします。 

音声制御： 

        EZCast Ultra を任意の Google Home / Assistant / Amazon Echo Dot 

とペアリングし、口頭で尋ねるだけでクラウドビデオをストリーミング

できます。 

例えば「OK Google、EZCast にホリデービデオを再生するように頼む。」 

ユーザーマニュアルは以下のウェブサイトを参照してください。 

https://www.ezcast.com/support 

 

ラップトップのセットアップ（Windows / MacOS） 

   1 EZCast アプリケーションをダウンロードしてインストール 

します https://www.ezcast.com/app からダウンロードします。 

2 WiFi に接続する 

 （1）ラップトップから WiFi リストをクリックし、TV 画面でパスワードを 

入力して EZCastU-xxxxxxxx に接続します。 



 

 

（2）EZCast アプリケーションを起動すると、EZCast デバイスが自動的に 

接続し、右上に SSID が表示されます。設定が飛び出します（または 

サイドバーから検索します）。[インターネット]をクリックして WiFi に 

接続します。 

（3）[デバイスの検索]をクリックして、デバイスリストで EZCastU-xxxxxxxx

を見つけて選択します。 

3 画面のミラーリング 

EZCast アプリケーションで[ミラーリング]をクリックします。 

 

 

Mac 用の Mirrorl Extend Screen 

1  EZCast ドングルに接続 

  トップバーの wifi 設定から EZCast ドングルに接続：EZCastU-xxxxxxxx 

に直接接続するか、ドングルと同じ wifi に接続します。 

 



 
2 画面ミラーリング 

トップバーの      アイコンをクリックし、ミラーリングする。 

EZCastU-xxxxxxxx を選択します。 

  3 ミラーリング/拡張 

      Mac が画面をミラーリングしたら、[ビルトインディスプレイの 

ミラーリング]を選択してミラーリングするか、[別のディスプレイ 

として使用]を選択して画面を拡張できます。 
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*********************************************************************** 

FCC の声明 

1.このデバイスは FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作は次の 2つの 

条件の対象となります。 

（1）このデバイスは有害な干渉を引き起こしません。 

（2）このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を 

含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。 

2.コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない 

変更または修正は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性が 

あります。 

注：この装置はテスト済みであり、FCC 規則のパート 15 に基づくクラス Bデジタル

デバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅地

での設置において有害な干渉から適切な保護を提供するように設計されています。

この装置は、無線周波数エネルギーを生成および使用し、放射する可能性がありま

す。指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす

可能性があります。ただし、特定の設置状況で干渉が発生しないという保証はあり

ません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は、

機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます。ユーザーは、次の方

法で干渉を修正することをお勧めします。 

   ●受信アンテナの向きや位置を変えます。 

   ●機器と受信機の距離を離します。 

   ●受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに機器を接続 

します。 

●販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。 

 FCC 放射線被ばくに関する声明 

この装置は、制御されていない環境に対して示されている FCC 放射線被ばくの制限

に準拠しています。この装置は、ラジエーターとあなたの体の間の 小距離 20cm

で設置および操作する必要があります。 

 

************************************************************************* 



 


