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（管理用コード）

◦�本書では、「WiMAX�HOME�02」の名称を「本製品」と表記していま
す。
◦�本書に記載されているイラストや画面は、実際の製品や画面とは異な
る場合があります。画面表示は、2019年12月時点のものです。

必要な機器
Amazon�Echoなど、Amazon�Alexaを搭載した市販のスピー
カー端末が必要です（以下、「スピーカー端末」と表記します）。
（スピーカー端末の使いかたは、スピーカー端末の取扱説明書な
どを参照してください。）

スピーカー端末
（市販品）

スマートフォン、
タブレットなど 本製品

Alexa音声操作でできること

本製品は、Amazon�Alexaと連携することで、Alexa（スピー
カー端末）との会話（音声）により本製品の設定変更や動作情報を
確認できます。

スマートフォン、タブレットなどから操作します
・Alexa 連携アカウントの登録（「NEC WiMAX 2+ Tool」アプリ使用）
・スキル「WiMAX」にサインイン（「Amazon Alexa」アプリ使用）

スマートフォン、
タブレットなど

本製品

＜会話例＞
アレクサ、ワイマックストークで
現在のデータ使用量を教えて

今月のデータ量は約〇〇GBです。
前日までの 3日間のデータ量は
約〇〇GBです。
当日までの 3日間のデータ量は
約〇〇GBです。

スピーカー端末
（市販品）

本製品

Alexaを設定しよう

・�スピーカー端末の電源を入れておいてください。�
（初めて使用する場合は、スピーカー端末の初期設定が必要です。�
スピーカー端末の取扱説明書などを参照してください。）
・�本製品を『つなぎかたガイド』に従ってセットアップを完了して、電
源を入れておいてください。

スマートフォンアプリ
「Amazon Alexa」をセットアップする

「Amazon Alexa」アプリをインストール
1	Google	PlayストアやApp	Storeから、「Amazon	Alexa」
をキーワードにアプリを検索して、ダウンロードおよびイ
ンストールする

「Amazon Alexa」アプリを起動してセットアップ
1	「Amazon	Alexa」アプリを起動する

2	Amazonのアカウント※でログインする

※  Amazonアカウントをお持ちでない場合は、［新しいAMAZONのアカウントを作成］
をタップして、Amazonアカウントを設定してください。

以降、画面の案内に従って設定を行ってください
途中で、無線LAN（Wi-Fi®）接続を要求されたときは、本製品
のSSIDを選択して、本製品とスピーカー端末を無線LAN	
（Wi-Fi®）接続します

スマートフォン、タブレットなど無線 LAN 
（Wi-Fi®）端末と本製品を接続する

• 無線LAN（Wi-Fi®）接続方法は、『つなぎかたガイド』の「  
無線LAN（Wi-Fi®）に接続しよう」を参照してください。

スマートフォンアプリ「NEC  
WiMAX 2+ Tool」をインストールする

• スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」
のインストール方法は、『つなぎかたガイド』の

「  知って便利 スマートフォンアプリ」
または『取扱説明書 詳細版』の「5-1 スマート
フォンアプリを使う」を参照してください。

4	Alexa連携のアカウント登録完了画面で、［Alexaアプリ］
をタップする

◦ ［コピー］をタップすると、音声連携IDをコピーできます。（音声連携ID
は、  の手順4で入力します。）

◦  をタップすると、画面上にパスワードを表示します。

5	「Amazon	Alexa」アプリを起動する

「Amazon Alexa」アプリで、
「WiMAX」スキルを有効にする

1	「Amazon	Alexa」アプリ画面の左上の	 （メニュー）を
タップし、［スキル・ゲーム］をタップする

2	画面の右上の （検索ボタン）をタップし、「wimax」を検索する

本製品と Alexa 連携するための
アカウントを登録する

1	「NEC	WiMAX	2+	Tool」アプリを起動する

2	確認画面で、［はい］をタップする

確認画面が表示されていないとき
は、メ イ ン 画 面 か ら  （情 報 表 示 ）
－  （各種設定）－［Alexa連携登録］
をタップしてください。

3	表示された音声連携IDを確認し、「Alexa連携アカウント」に
登録したいパスワードを入力して、［登録］をタップする
• 音声連携IDは決められています。また、変更することはできません。

 パスワード控え欄：

・ アカウント登録済みのときは、右
の画面が表示されます。 

［アカウント削除］をタップする
と、Alexa連携アカウントを削除
することができます。 
パスワードを忘れたときやアカ
ウント登録し直すときは、いった
んアカウントを削除して、再度ア
カウント登録をしてください。

・ 「NEC WiMAX 2+ Tool」アプリ
で、本製品の管理者パスワード

（Web PW）を設定していないと、
パスワードを設定する画面が表
示されます。設定画面で管理者パ
スワード（Web PW）を入力し、

［保存］をタップしてください。

Amazonアカウントについて
本サービスをご利用になるには「Amazonアカウント」が必要です。
お持ちでない場合は、事前にAmazonのホームページで設定する
か、「 �スマートフォンアプリ「Amazon�Alexa」をセット
アップする」を参照して新規に設定してください。



基本的な使いかた　－音声で情報確認と設定変更－

スピーカー端末に話しかけると、音声で返答し、本製品の動作状態
の確認や設定変更ができます。

話しかけは、� アレクサ、ワイマックストークで…  で始まる言葉を使います。

また、返答内容はスマートフォンの「Amazon�Alexa」アプリのア
クティビティ画面から会話の履歴を確認できます。
ここでは、会話例を記載します。詳細は、『取扱説明書�詳細版』の�
「5-10�Alexa音声操作機能を使う」を参照してください。

できること 音声操作例

現在のデータ使用量の確認 アレクサ、ワイマックストークで
現在のデータ使用量を教えて

現在の本製品の状態の確認
※	データ通信量の設定値超過の有無、
無線LAN（Wi-Fi®）端末の接続台数、
通信モード、新ファームの有無を回
答します。

アレクサ、ワイマックストークで
いまの状態を教えて

現在の電波レベルの確認 アレクサ、ワイマックストークで
電波の状態を教えて

ランプの説明 アレクサ、ワイマックストークで
ランプがついたけど何

アレクサ、ワイマックストークで
アンテナランプがオレンジ点灯
しているけど何

アレクサ、ワイマックストークで
ステータスランプの意味を教え
て

アレクサ、ワイマックストークで
アップデートランプが緑点滅し
ているけど何

アレクサ、ワイマックストークで
モードランプがオレンジ点灯し
ているけど何

操作の説明 アレクサ、ワイマックストークで
モードボタンで何ができる

アレクサ、ワイマックストークで
アップデートボタンを押すとど
うなるの

アレクサ、ワイマックストークで
ダブルピーエスボタンについて
教えて

アレクサ、ワイマックストークで
リセットボタンを押すとどうなる
の

通信モードの切り替え アレクサ、ワイマックストークで
通信モードを切り替えて

WPS機能の起動 アレクサ、ワイマックストークで
ダブルピーエスを起動して

ゲストSSIDのオン／オフ
・	ゲストSSIDについては「取扱説明書	
詳細版」を参照してください。
※	設定可能な時間は「1、2、4、6、無制
限」です。時間指定しない場合は現
在設定されている時間となります
（初期値は4時間）。

アレクサ、ワイマックストークで
ゲストエスエスアイディーを2
時間※オン（オフ）にして

ランプ点灯設定 アレクサ、ワイマックストークで
ランプをオン（オフ）して

ファームウェアアップデート アレクサ、ワイマックストークで
ファームをアップデートして

本製品の再起動 アレクサ、ワイマックストークで
再起動を実行して

こんなときは

状　態 チェック・対処内容

アレクサから
応答が返らな
いとき

◦再度、アレクサに話しかけてください。
◦	「エラーが発生しました」と返答があったとき
は、「基本的な使いかた」の「音声操作例」を参
照して、時間をおいてから再度話しかけてく
ださい。

一部（本製品の
制御、状態確
認）の音声操作
ができないと
き

◦時間をおいて再度操作を行ってください。
◦	本製品を初期化し、Alexa連携アカウントの
再設定をしていない場合は本現象が起こり
ます。「Alexaを設定しよう」の	 	と	

	を参照して、再度Alexa連携アカウ
ントを設定し、「Amazon	Alexa」アプリで
「WiMAX」スキルを有効にしてください。

本製品を初期
化したとき

再度、Alexa連携アカウントの登録からやり直
してください。
（「Alexaを設定しよう」の	 	と	 	
参照）
※	Amazon	AlexaアプリのWiMAXスキルは、有効の状態の
ままとなっているため、一度WiMAXスキルを無効にした
後、再度有効にする操作を行ってください。

	手順3に相当する画面で［スキルを
無効にする］をタップし、次の画面で［無効］を
タップしてください。

その後、 	手順3の「有効にして使用す
る」の画面で、［有効にして使用する］をタップ
し、アカウントリンクします。

本製品を故障
交換したとき

交換後の製品で、Alexa連携アカウントの登録
からやり直してください。
（「Alexaを設定しよう」の	 	と	 	
参照）

Alexa連携ア
カウント（音声
連携ID）のパス
ワード登録に
失敗したとき

本製品のWiMAX	2+/LTE回線が正常に接続
されているか本製品正面の	 ランプを確認
し、「Alexaを設定しよう」の	 	からもう
一度やり直してください。

Alexa連携ア
カウント（音声
連携ID）を忘れ
たとき

本製品の底面のラベルまたは同梱のWi-Fi設定
シート（シール）に「音声連携ID」が記載されて
いますので、確認してください。

＜底面のラベル＞

3	検索結果画面で、［WiMAX］を選択し、次の画面内の「利
用規約」を確認して、［有効にして使用する］をタップす
る

4	WiMAXスキルアカウントリンク画面で、 の手
順4で登録したアカウント（音声連携IDとパスワード）
を入力し、［サインイン］をタップする

「WiMAXが正常にリンクされました」が表示されます。
• 「WiMAX」スキルが有効になりました。

  の手順4で音声連携IDをコピーした場合、貼り付けしても入
力できます。

（ご使用のスマートフォン、タブレットなどの種類や起動中のアプリに
よっては、音声連携IDをうまく貼り付けできない場合があります。）

 これで設定は完了です。

話してみよう

スピーカー端末に向かって話し、返答を確認します。

アレクサ、ワイマックストークで
現在のデータ使用量を教えて

今月のデータ量は約〇〇GBです。
前日までの 3日間のデータ量は
約〇〇GBです。
当日までの 3日間のデータ量は
約〇〇GBです。

スピーカー端末
（市販品）

本製品

Alexaを設定しよう（つづき）
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状　態 チェック・対処内容

Alexa連携ア
カウント（音声
連携ID）のパス
ワード※を忘れ
たとき

「Alexaを設定しよう」の	 	手順3の
「パスワード控え欄」を確認してください。
※	「パスワード控え欄」に記入されず、パスワードをお
忘れの際はいったんAlexa連携アカウントを削除し
て、再度、アカウント登録からやり直してください。	
（「Alexaを設定しよう」の	 	手順3の 参照）

「Amazon	
Alexa」アプリ
で、「WiMAX」
スキルを有
効にする際、
WiMAXスキル
アカウントリ
ンクのサイン
インに失敗し
たとき

入力した音声連携IDとパスワードが間違えて
いないか確認してください。
※	音声連携IDは本製品の底面のラベルまたは同梱のWi-Fi
設定シート（シール）を、パスワードは「Alexaを設定しよ
う」の	 	手順3の「パスワード控え欄」をそれぞ
れ確認してください。
それでもサインインできない場合は、いった
ん、Alexa連携アカウントを削除し、再度アカ
ウント登録し直してください。
（「Alexaを設定しよう」の	 	手順3の
参照）

スマートフォ
ンアプリ「NEC	
WiMAX	2+	
Tool」で、
［Alexa連携登
録］が表示され
ないとき

◦	お使いのスマートフォンを本製品と無線
LAN（Wi-Fi®）接続してください。

・	スマートフォンを本製品以外と無線LAN
（Wi-Fi®）接続している場合は、一度無線
LAN（Wi-Fi®）を切断した後に、本製品と無
線LAN（Wi-Fi®）接続してください。

◦	スマートフォンアプリが最新バージョンで
あることを確認してください。

Amazonアカ
ウント、パス
ワードを忘れ
たとき

Amazonのホームページ記載の手順に従って、
Amazon側に確認を行ってください。

スマートフォ
ンアプリ「NEC	
WiMAX	2+	
Tool」のパス
ワードを忘れ
たとき

お買い上げ時に設定されているパスワード
（Web	PW）は、本製品の底面のラベルまた
は同梱のWi-Fi設定シート（シール）に「Web	
PW」が記載されていますので、ご確認くださ
い。

＜底面のラベル＞

※ Amazonアカウント（パスワード）とは別です。
　  「Alexaを設定しよう」の  手順3で入力したパスワード（本製品とAlexa

連携するためのアカウント登録に使用するパスワード）です。

Amazonアカウント 「  スマートフォンアプリ「Amazon 
Alexa」をセットアップする」の手順2で使用
します。事前にAmazonのホームページで設
定してください。

Alexa連携アカウント 「  本製品とAlexa連携するためのア
カウントを登録する」の手順3で登録するパ
スワードです。音声連携IDと組で使用します。

スマートフォンアプリ「NEC 
WiMAX 2+ Tool」 と「ク
イック設定Web」のアカウン
ト（パスワード）

スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ 
Tool」や「クイック設定Web」の詳細設定TOP
を利用するときに入力を要求されるパスワー
ドです。
お買い上げ時に設定されているパスワード
は、本製品の底面のラベルまたは同梱のWi-Fi
設定シート（シール）に「Web PW」として記載
されています。

「チェック・対処内容」についての詳細は、『取扱説明書 詳細版』の「5-10 Alexa音声操
作機能を使う」を参照してください。


