セットアップのしかた
スマートホンなどのデバイス（以下デバイスと表記）に HK Alexa Setup アプリをインストールし、
HK Alexa Setup アプリを操作して本機のセットアップを行います。

ALLURE

ご注意

セットアップガイド

• 必ず本機を Wi-Fi 親機の電波到達範囲内で、Wi-Fi 電波が非常に強いところに設置してください。
• このセットアップガイドでは、HK Alexa Setup アプリは英語版で説明しています。後日アップデートにより日
本語版の提供も予定していますが、その際には画面などは予告なく変更されることがありますので、ご了承くださ
い。

各部の名称
► 上面

①

XX
HK Alexa Setup アプリをインストールする

► 前面

Google Play または iTunes App Store で「HK Alexa Setup」を検索して、ダウンロード・
インストールします。インストールが終了しても、まだ起動はしないでください。

②

XX
準備

③

デバイスの Bluetooth と Wi-Fi をオンにします。

④
①

ステップ 1：Wi-Fi への接続

⑤

① 音量＋ / －マーク

音量を上げるときは＋に、下げるときは－
にタッチします。
＋と－の間の突起を、－側から＋側になぞ
ると音量が上がり、＋側から－側になぞる
と音量が下がります。

② ライトリング
③ アクションマーク（

① Wi-Fi インジケーター

付属の AC アダプターと電源ケーブルを使って、本機をコンセントに接続します。

③
電源ケーブルを
コンセントへ

）

本機のマイクが音を拾わないようにすると
きにタッチします。
HK Alexa Setup アプリでの Wi-Fi 設定
をやり直すときは、このマークをライトリ
ングが回転するまで約 5 秒間タッチし続
けます。

① 本機を電源に接続します。

► 背面

①

Bluetooth 対応デバイスの音楽をスト
リーミング再生しているとき、このマーク
にタッチすると一時停止し、もう一度タッ
チすると一時停止が解除されます。

④ マイク
⑤ マイクオフマーク（ ）

XX
セットアップする

①

②

②
③

① Bluetooth マーク（ ）
② 電源端子
③ リセットスイッチ

本機のデータをリセットするとき、先のとがっ
たもので押します。
リセットされると本機が "Factory data
reset"（データが出荷時の状態にリセットさ
れました）と発話します。

本機の
電源端子へ

そのまましばらくお待ちください。ライトリングが白色で点滅し、本機が "Now in setup mode.
Follow the instructions in a Harman Kardon Alexa App."（セットアップモードに入りまし
た。Harman Kardon Alexa アプリの指示にしたがってください。）と発話します。

ご注意

本機の底面にサブウーファーがあります。本機を持ち運ぶときなどにサブウーファーに触れないようご注意ください。

1

電源ケーブルを
AC アダプターへ

2

② HK Alexa Setup アプリを起動します。

画面を右から左にスワイプすると、次の画面に切り替わります。

“Discovering”（検索中）に続いて、次の画面が表示されます。

Alexa Voice Service

（以下、画面の右に意味を示します。デバイスが iPhone の場合の一例です。）

<         新しいスピーカーのセットアップ
セットアップするスピーカーを選んでください。
Harman Kardon Allure                            >

音楽やニュースなど、いろいろな情報にア
クセスできる、クラウドベースの音声サー
ビスです。

③ [Harman Kardon Allure] をタップします。

離れたところからの音声認識

始める

部屋中のどこからでも Alexa で反応します。
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④ [Get started]（始める）をタップします。

⑥ [HK_Allure] をタップします。

<          スピーカーのセットアップ
白のライトリングが回転するまでお待ちください。

<            スピーカーのセットアップ
Wi-Fi ネットワークの確認
セットアップするには、全デバイスが同じネットワークに
接続している必要があります。

（ネットワーク名）                                      >
パスワード：Wi-Fi のパスワードを入力してください。
Harman Kardon Allure が電源に接続され、セッ
トアップの準備ができていることを確認してく
ださい。

□パスワードを表示

白のライトリングが回転していない場合はここ
をタップ

Wi-Fi ネットワークを検出されたもの以外に変更
する場合はここをタップ

次へ

接続

⑤ 本機のライトリングが白色で回転していることを確認し、[Next]（次へ）をタップします。

⑦ 暗号化キーの入力が必要な場合は、暗号化キーを入力します。

<          スピーカーのセットアップ
セットアップするスピーカーを検索中…
HK_Allure                                               >
※ライトリングが回転していない場合は、マイクオフマーク (
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) を 5 秒間押してください。

6

ステップ 2：Amazon へのサインインと Amazon Alexa アプリのインストール

⑧ [Connect]（接続）をタップします。
Wi-Fi 接続が完了するまでしばらくお待ちください。
接続が完了すると電子音が鳴り、本機が "Connected to Wi-Fi"（Wi-Fi に接続しました）と発話
します。

<           Amazon Alexa との接続

① [Sign in with Amazon]（Amazon へのサインイン）をタップします。
「Amazon Login」（Amazon ログイン）画面（日本語）が表示されます。
必要な情報を入力してサインインしてください。
または新しい Amazon のアカウントを作成してください。
[Choose Language]（言語の選択）画面が表示されます。

言語の選択
Alexa の言語を選択してください。

お使いのスピーカーは Alexa にアクセスできます。
ユーザー個々の機能にアクセスするために、
Amazon アカウントを使って接続してください。
Alexa は、あなたの声に応えて音楽を演奏しニュースやス
ポーツ番組を提供し、天気予報その他の情報をお知らせし
ます。すべてハンズフリーです。
なんでも Alexa に声で指示してください。

英語（米国語）
英語（イギリス語）
ドイツ語

Amazon へのサインイン

次へ
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② 希望の言語をタップし、[Next]（次へ）をタップします。

⑦ [Next]（次へ）をタップします。

Alexa の準備完了

Setup Successfully”（セットアップが正しく終了しました）と表示されたら [Done]（完了）
をタップしてください。
HK Alexa Setup アプリのホーム画面が表示されます。

Alexa への多種多様な指示の一例です。

Alexa、天気は ?
Alexa、ぼくの Flash Briefing を読んで。
Alexa、最高ランクのインド料理店は ?
Alexa、タイマーを 20 分にセットして。
さらに多くの機能をお使いになりたいときは Amazon
Alexa アプリをダウンロードしてください。

次へ
この画面から Amazon Alexa アプリのダウンロード画面に進むことができます。
Alexa のカスタマイズには、Amazon Alexa アプリが必要です。

③ [Amazon Alexa App]（Amazon Alexa アプリ）をタップします。
④［入手］→［インストール］の順にタップします。
⑤ 必要な情報を入力してサインインし、Amazon Alexa アプリをインストールします。
インストールが終了したら、ここでは Amazon Alexa アプリを開かずに終了し、再び HK Alexa
Setup アプリに戻ってください。

⑥［Next］（次へ）をタップします。
「本機のマイクボタンを押すと、プライバシー保護のためにマイクを無効にすることができます」
と説明する画面が表示されます。

ここで [Software update]（ソフトウェアのアップデート）画面が表示されたときは、更新され
たソフトウェアが用意されています。
画面下の [Update Now]（今すぐアップデート）をタップしてください。
更新されたソフトウェアのダウンロートとインストールが始まります。
途中で、本機が "Session update in progress"（アップデート中です）と発話します。そのま
ましばらくお待ちください。
更新されたソフトウェアのインストールが完了すると電子音が鳴り、ライトリングが白色で回転
するとともに本機が "Connected to Wi-Fi"（Wi-Fi に接続しました）と発話します。
“Update Successfully”（アップデートが正しく終了しました）と表示されたら [Done]（完了）
をタップしてください。
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XX
ホーム画面を使う
HK Alexa Setup アプリのホーム画面で

をタップすると、以下のメニューが表示されます。

Bluetooth 接続で使用する
Bluetooth 機能を使ってストリーミング再生を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応機
器を認識させる「ペアリング」が必要となります。本機と機器を一度ペアリングすれば、その
後に再度ペアリングを行う必要はありません。

XX
iPhone/iPod/iPad でペアリングを行う
① 本機を電源に接続します。
② 電子音が鳴るまで Bluetooth マーク（ ）にタッチし続けます。
ペアリング設定状態になり、Bluetooth マーク（ ）が点滅します。

③ iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にします。
[Lighting]（ライティング）：本機のライトのオン / オフを切り替えます。
[Take a tour]（ツアー）：HK Alexa Setup のチュートリアルを見ることができます。
[Device]（デバイス）：本機のファームウェアバージョン他の情報を見ることができます。
[Login]（ログイン）：Amazon Alexa アプリにログインします。

「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。
Bluetooth に接続できる機器の一覧が表示されます。

④ 機器の一覧から本機を選択します。
デバイスに「接続済み」と表示され、本機で電子音が鳴るとペアリングが完了します。
ペアリングが完了すると、本機の Bluetooth マーク（ ）が点灯します。

XX
本機の言語を変更する
［Device］（デバイス）→［Language］（言語）の順にタップして、お使いの言語設定を変更
できます。
日本語は、日本語対応版アプリへのアップデート後にご利用いただけます。Google Play また
は iTunes App Store でのアップデート状況をご確認ください。

XX
Amazon Alexa アプリで Alexa をカスタマイズする
Amazon Alexa アプリを起動し、
「ようこそ！」画面で［Alexa をカスタマイズ］をタップします。
ここから、以下の操作ができます。
［xxxxx さんの Amazon アプリ］をタップ：本機の所在地やタイムゾーンの指定
［ミュージック・メディア］をタップ：使用する音楽のデジタル配信サービスの選択
［フラッシュニュース］をタップ：ニュースのコンテンツのオン / オフ
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XX
その他の機器でペアリングを行う
以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。
① 本機を電源に接続します。
② 電子音が鳴るまで本機の Bluetooth マーク（ ）にタッチし続けます。
ペアリング設定状態になり、Bluetooth マーク（ ）が点滅します。

③ 相手側機器をペアリング設定状態にします。

•
•
•
•

Amazon、Alexa および関連する全てのロゴは Amazon.com, Inc. とその関連会社の登録商標です。
Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認証マークです。
Harman International Industries, Incorporated は、これら商標を使用する許可を受けています。

接続する機器側で、本機を検出可能な状態に設定します。
パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。
一部の機器では、接続を確認するメッセージが表示されます。

Bluetooth マーク（ ）が点灯すると、ペアリングは完了です。
本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶していますので、機器との Bluetooth 接続を
解除しても、再度機器の Bluetooth をオンにするだけで Bluetooth 接続することができます。

XX
Bluetooth 接続を解除する
iPhone/iPod/iPad で解除する
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、
「Bluetooth」を「オン」から「オフ」にします。
その他の機器で解除する
接続している機器を Bluetooth 設定状態にし、Bluetooth を「オフ」にします。
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