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Hex Homeについて

Hex Home は、世界初の AI 電波センサーでお家全体を24時間 / 365⽇監視し、侵
⼊などの⼤事な異変をリアルタイムで通知してくれる、ホームセキュリティ・サー
ビスです。
お家の中を絶え間なく⾶び交っている⼤量の電波を、AI 電波センサーが検知・解
析・学習を⾏うため、簡単な機器を置くだけで⾼い検知精度を実現します。
Hex Home は、あなたの代わりにいつも賢く⼿軽にお家を⾒守ってくれる『お家
の第六感』であり、これがあれば⽇中・夜間・外出時いつでも安⼼です。
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

1-1. Hex Homeのしくみ

Hex Home は、AI（⼈⼯知能）を使ったセキュリティシステムです。

たとえば、あなたの住まいをプールだと考えてみましょう。プールの中を移動すると、波
があなたの周りで跳ね返ったり、弾けたり、うねったりしますね。Hex Homeは、家の中
に⾶んでいるWi-Fi電波がプールの中の波のように、どれだけ変化しているかによって⼈、
物の動きを感知し、アプリを通してあなたに知らせます。
この動きの検知は、ペットや⼈、扇⾵機がカーテンをなびかせるような⼩さな動きを除去
するように感度レベルの調整ができます。感度レベルの設定で、セキュリティの適⽤範囲
を狭めることなく、チェックしたい動きを調整することができます。

動きの検知

Hex Homeは、Wi-Fiの電波でセンシングを⾏うので、カメラのように画像や動画を使わず
（プライバシーの侵害もありません）、体に何か⾝に付けるウェアラブルも不要です。
では、Wi-Fi電波を使ったセキュリティとはどのような仕組みなのでしょうか。

このシステムは、Hex Command とHex Sense という2種類のデバイスで構成されていま
す。デバイスが、デバイス同⼠の間やその周りの環境をカバーし、Wi-Fi電波によるセンシ
ングバブルを作ります。これは、部屋の⾓までも覆い、あるときは壁の中を通り抜け、デバ
イスの配置によって伸縮します。

センシングバブルを拡張するには、家の中にHex Sense を追加します。そうすることで、
より多くの波が家の中に満たされ、セキュリティ検知する範囲を広げることができます。

センシングバブル
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

1-1. Hex Homeのしくみ

既存のアナログなセキュリティシステムとくらべて、Hex Home はより広いエリアをカ
バーして、死⾓を減らすことができます。Hex Home のセンシングは、最⼩限の機器で、
ドアや壁、部屋間を透過して、あらゆる動きを確実に検出します。外出モードの時に、
何らかの動きが検出されると、Hex Sense のサイレンが鳴動し、通知をアプリへ発信しま
す。

広いカバー範囲、⾼い精度

セットアップにかかる時間は、わずか数分です。アプリのダウンロードし、起動、 Hex 
CommandをWi-Fiに接続すれば、アプリがプロセスを順にご説明します。

あとは特許取得済みのテクノロジーにおまかせください︕

簡単なセットアップ
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

1-2. Hex Home端末

Hex Command本体 Hex Sense本体 Hex Command⽤
ACアタプター

リセットボタン
QRコード
取付⽳

ステータスライト
インジケータ

電源ポート

Hex Command

ライトリング
サイレン

リセットボタン

Hex Sense

上部のコンセント
を使⽤ロゴマークが下

側来るように取
り付けてくださ
い。

QRコード

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx
xxxxx

S/N 12桁のシリアルナンバー

S/N 12桁のシリアルナンバー

×1 ×1 ×1

×1
Hex Senseを追加するだけで、より広範囲をカバーすることが
できます。
追加台数の⽬安︓60㎡未満（追加端末不要）、60~100㎡（1台）、
100~140㎡（2台）、140㎡以上（3台以上）

Hex Home 端末セット内容

Hex Sense 追加オプション

各部の名称
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

通知

1-3. Hex Homeの主な機能

リアルタイム状況の表⽰

外出中に動きを検知したらアプリに通知
（※通知オフ設定も可能です。）

サイレン常夜灯として

Hex Sense の前を通ると⾃動点灯
（※明るさ調節が可能です。）

動きの検知時にサイレンを発動
（※⼿動発動も可能です。）

機器を置いた場所の動きを
リアルタイム確認

‼
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。8

2-1. アプリのダウンロード

●iOS

https://apps.apple.com/jp/app/hex-home/id1557764153

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.origin
wireless.hex.jp

Hex Home アプリのダウンロード
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●Android

QRコード

検索ワード︓HexHome

QRコード

https://apps.apple.com/jp/app/hex-home/id1557764153
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.originwireless.hex.jp


概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。

2-2. アカウントの登録

アプリを⽴ち上げると、サインイン画⾯が開きます。はじめてご利⽤される場合は、[アカウントの作成]をク

リックし、アプリの指⽰に従って登録を進めます。サービス利⽤規約をご確認いただき、チェックボックスに

チェックを⼊れ、メールアドレスを⼊⼒し、Hex Homeから届いたメールを確認して認証します。

アカウントの登録①

アカウントの作成

☑サービス利⽤規約に同意します

ご⾃⾝のメール画⾯

メール認証後
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説明スライドが続きます。

こちらの画⾯が表⽰されれ
ば、アカウント登録は完了
です︕

※認証メールが届かない
場合は、迷惑メールフォ
ルダもご確認ください。



概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。

2-3. Hex Commandの登録
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アプリの表⽰に従い、端末の登録を進めます。

Hex Command（据え置き型の親機）の登録

必須項⽬

必須項⽬

必須項⽬

デバイスの置き⽅ヒントスライド

QRコードがうまく読み
取れない場合は、こちら
の画⾯で機器裏に記載の
シリアルナンバーを⼊⼒
してください。

ご⾃宅の
SSIDを選択

ご⾃宅Wi-FiのSSID
が出てこない場合は、
画⾯を下にスワイプ
して、SSIDの再検出
を繰り返し⾏ってく
ださい。

ご⾃宅Wi-Fiの
パスワードを⼊⼒
してください。

こちらの画⾯が表⽰
されれば、Hex 
Commandの登録は
完了です︕

機器の裏にあるQR
コードをスマートフォ
ンのカメラで読み取り
ます。

Wi-Fi環境のあるところで登録作業を⾏ってください。
Wi-Fiが接続できないところでは登録できません。



概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。

2-4. Hex Senseの登録
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Hex Sense（壁に差し込む⼦機）の登録
アプリの表⽰に従い、端末の登録を進めます。

機器の裏にあるQR
コードをスマートフォ
ンのカメラで読み取り
ます。

必須項⽬

デバイスの置き⽅ヒントスライド

まれに［システム起動中］の画⾯が終了し
ない場合があります。（3分でタイムアウト）
その場合、設定画⾯より、 ［システムを起
動する］の有効を確認し、有効でない場合
は、有効に変更してください。

※設定画⾯

QRコードがうまく読み
取れない場合は、こちら
の画⾯で機器裏に記載の
シリアルナンバーを⼊⼒
してください。



概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。

2-5. 検知感度の調整
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感度は設定画⾯から、いつでも変更することができます。

検知感度の調整
アプリの表⽰に従い、端末の登録を進めます。

感度調整が終わると、
セットアップは完了
です。



概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。

3-1. メニュー

アプリ画⾯の左上にある＝（２本バー）からメニューを確認できます。

マイアカウント アカウントの確認、削除、パスワードの変更ができます。

プッシュ通知 アラート通知のオン/オフができます。

アプリ情報 スマートフォン端末のOSやHex Homeアプリのバージョ
ンをご確認いただけます。

ヘルプ 使い⽅のヒントやFAQをご確認いただけます。

ポリシーと規約 プライバシポリシーと利⽤規約をご確認いただけます。

サインアウト サインアウトできます。

=
=

メニュー画⾯
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。

3-2. ダッシュボード

ダッシュボードタブでは、3種類の検知モードを選ぶことができます。

在宅モード

中央の球の
タップで
モード変更

外出モード

在宅モード 通知オフ、サイレンオフ 在宅中で通知やサイレンが不要な時におすす
めの検知モードです。

⾒守りモード 通知オン、サイレンオフ
外出中での家族の帰宅確認、遠くにお住まい
のご両親の⾒守りなどにおすすめの検知モー
ドです。

外出モード 通知オン、サイレンオン 外出中に室内の動きを注意したいときにおす
すめの検知モードです。

⾒守りモード
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。

3-3. サイレン

中央の[SIREN]を⻑押しすると、Hex Sense機器のサイレンが発動します。
[Cancel]を押すと、サイレンが⽌まります。

Cancel

[外出モード]に設定して、デバイスの周囲を動き、
通知とサイレンを体験してみましょう。

動きの検知でサイレンを鳴らしてみましょう

サイレンの使い⽅

試してみよう︕

⼿動でサイレンを鳴らしてみましょう

サイレンボタンとキャンセルボタンでサイレンを鳴らしたり⽌めたりして、
使い⽅やボリュームを確認してみましょう。

Cancel
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。

3-4. 検知

検知では、動きの⼤きさの波形をリアルタイムで確認することができます。

デバイスの周りを歩いてみてください。
動きが検知されると、波形が変化します。

ご活⽤アイディア

l 外出中にお⼦さまの帰宅をチェック︕
l 離れて暮らす、⾼齢のご家族の様⼦を確認。活動量が減っていれば、電話で様⼦を聞
いてみよう︕

検知タブ

試してみよう︕
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※Hex Homeは、⼈の動きだけではなく、検知範囲内の物や動物の動きなども検知されます。
（単発的に検知された動きは、⼈の動きではない場合もございます。）



概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。

3-5. デバイス

デバイスの状態確認、名前の変更、追加、解除、サイレンのボリューム、LED
の明るさ設定ができます。

Hex Command

Hex Sense

場所 設置場所名の変更ができます。

サイレンの
ボリューム

動きの検知で鳴るサイレンのボ
リューム変更ができます。

LEDの明るさ 明るさの変更ができます。

S/N シリアルナンバーを表⽰

FW ファームウェアバージョンを表
⽰

デバイスの
登録解除 デバイスの登録解除ができます。

場所 設置場所名の変更ができます。

S/N シリアルナンバーを表⽰

FW ファームウェアバージョンを
表⽰

デバイスの
登録解除

デバイスの登録解除ができま
す。

デバイスタブ

Hex Senseの追加
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。

3-6. スケジュール

スケジュールでは、曜⽇ごとに、モードの⾃動切り替えを設定できます。

保存

• スケジュール機能は、出発時間、帰宅時間など、２つの予定を⼊れることで使⽤でき
ます。外出予定に合わせて登録してみましょう。

• スケジュール登録後にイレギュラーな予定が⼊った時には、⼿動でいつでも変更がで
きます。スケジュールを変更してみましょう。

スケジュールタブの⾒⽅

試してみよう︕
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

※アプリのアップデート等により、 記載されている仕様や⽂⾔を予告なく変更する場合があります。

3-7. 設定

設定では、現在の状況、通知履歴、検知履歴を確認できます。

システム情報 システムの名前、住所など、機器設置場所の情報を⼊⼒し、
管理できます。

システムの起動 システム起動のオンオフ

検知感度の設定 検知感度を設定できます。

アラート待ち時間
通知やサイレンが鳴るまでの時間（30秒、45秒、60秒）、
外出モードに切り替えた際に通知やサイレンがなる状態へ
切り替わる時間（30秒、45秒、60秒）が設定できます。

通知頻度 次回通知までの時間を設定できます。

デバイスのWi-Fi設定 Wi-Fi設定

スケジュール機能の有効化 スケジュール機能のオンオフ

システムを削除する システムを削除できます。

設定タブの⾒⽅

※システムとは、設置場所の名称、ご⾃宅のWi-Fi情報など、セットアップ時にHex Home
アプリで登録した Hex Home機器（Hex Command、Hex Sense）の設定を指します。
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

安全に関するお知らせ
周囲温度が0°C (32°F) ~40°C (104°F) の環境で使⽤してください。• 凹凸のある作業⾯や不安定な作業⾯に置かないでください。筐体が
破損している場合は、修理を依頼してください。• 上に物をのせたり落としたりしないでください。また、異物を押し込んだりしないでくだ
さい。• 液体、⾬、湿気の多い場所では使⽤しないでください。• システムの過熱を防ぐために、製品の通気⼝をふさがないでください。• 
破損した電源コード、アクセサリ、その他の周辺機器は使⽤しないでください。• アダプタが壊れている場合は、⾃分で修理しないでくださ
い。認定サービス技術者または販売店にお問い合わせください。• 感電の危険を防ぐために、システムを移動する前に電源ケーブルをコンセ
ントから抜いてください。

FCC準拠
このデバイスはFCC規則第15部に準拠しています。動作には次の2つの条件があります。
・このデバイスは有害な⼲渉を引き起こすことはありません。
・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、受信した⼲渉をすべて受け⼊れる必要があります。

このデバイスはテスト済みであり、FCCルールPart 15に規定されたクラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認済みです。
これらの制限は、住宅への設置時に有害な⼲渉から適切に保護するように設計されています。

このデバイスは、無線周波数エネルギーを⽣成、使⽤、および放射する可能性があり、指⽰に従って設置および使⽤しないと、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、⼲渉が発⽣しないことを保証するものではありません。このデバイスがラジオまたは
テレビの受信に⼲渉する場合は (デバイスの電源をオン/オフすることで判別できます) 、次の⽅法を試してください。
・デバイスの向きまたは位置を変更します。
・デバイス間の距離を広げます。
・受信機を接続した回路とは別の回路のコンセントに機器を接続します。

警告
コンプライアンスの責任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、装置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。
販売名:Origin Wireless Taiwan Corporation
モデル名:Hex Command  FCC ID:2 AW 26 TR-WIFICMD-X
モデル名:Hex Sense  FCC ID:2 AW 26 TR-WIFISEN-X

コロケーションの禁⽌
本装置およびそのアンテナは、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に設置したり、他のアンテナまたは送信機と連動させたりしてはなら
ない。

重要な注意事項
Radiation Exposure Statement:このデバイスは、制御されていない環境に対して規定されたFCC放射線被曝制限値に準拠しています。エ
ンドユーザは、RF被曝コンプライアンスを満たすために特定の操作⼿順に従う必要があります。FCCばく露コンプライアンス要件の遵守を
維持するために、本マニュアルに記載されている操作⼿順に従ってください。
警告!この装置は、指⽰に従って設置および操作しなければならず、この送信機に使⽤するアンテナは、すべての⼈から少なくとも20cmの
分離距離を確保するように設置しなければならず、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に設置したり、他のアンテナまたは送信機と連動
して動作してはならない。
5 GHz帯 (W 52) :屋内使⽤のみ(⾼出⼒無線との通信を除く)

プライバシーと条件
Hex Homeシステムをご利⽤になる前に、 「プライバシーと規約」 > 「プライバシーポリシー」 または 「利⽤規約」 のHex Homeアプ
リに記載されている、適⽤されるすべての規約、ポリシー、および利⽤規約をお読みください。
(集合的に 「協定」)
Hex Homeシステムを使⽤することで、契約に拘束されることに同意します。

限定保証
Hex Home Systemは、限定保証の対象となります。詳細は、 「プライバシーと規約」 > 「法律」 のHex Homeアプリおよび
myhexhome.com/policies/refund-policyをご覧ください。

デバイスの適切なリサイクル
⼀部の分野で規制されている特定の電⼦デバイスの廃棄。お住まいの地域の法律および規制に従って、デバイスを廃棄またはリサイクルし
てください。

操作⽅法とトラブルシューティング
ヘルプ、ヒント、⼿順、FAQについては、 https://myhex.jp/pages/faqを参照してください。

お問い合わせ先
https://myhex.jp/pages/contact

©2020 Origin Wireless, Inc.またはその関連会社。Hex、Hex Home、Hex Command、Hex Sense、すべての関連ロゴおよび
モーションマークは、Origin Wireless, Inc.またはその関連会社の商標です。

4-1. 注意事項
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概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

Hex Command Hex Sense

メインチップ Qualcomm IPQ4019 (Cortex-A7) AIROHA MT7697D (ARM Cortex M4)

フラッシュ MX30LF1G18AC-TI 1Gbit (4-bit 
ECC) 32M-bit

DRAM DDR3L 4Gbits MT41K256M16TW -

デュアルイメージ Support -

ワイヤレス
802.11ac WAVE2 , 2x2, 
2.4GHz/5GHz dual-band 
(20/40/80MHz)

802.11a/n 1x1, 5GHzBluetooth 4.2 Low 
Energy

アンテナ 内部無指向性アンテナ 内部無指向性アンテナ

ハードウェアI/O Reset push button
RGB LED

Ping hole reset push button
RGB LED light ring
Buzzer (2.7kHz, 89dB@0.1m)

電源
100-240 Vac ~ 50-60Hz to 12V/1A 
Vdc power supplyPower 
Consumption: 5Wmax

Wall-plug (Non-Polarized, Type 
A)100-240 Vac ~ 50-60Hz 0.2APower 
Consumption: 2.2W -3Wmax

メカニカル 壁⾯取り付けオプション -

IPコード IP54定格 -

サイズ Ø100mm x 35.5mm Ø55.7mm x 35.5mm

重量 128g (200g電源アダプタ付き) 61g

オペレーティング 0°C~40°C 0°C~40°C

ストレージ -40°C~85°C -40°C~85°C
認定 FCC TELEC NCC FCC TELEC NCC UL62368-1

Green RoHS compliant REACH 
compliant RoHS compliant

保証 1年間の限定保証 1年間の限定保証

©2020 Origin Wireless, Inc.またはその関連会社。Hex、Hex Home、Hex Command、Hex Sense、すべての関連ロゴおよび
モーションマークは、Origin Wireless, Inc.またはその関連会社の商標です。

5-1. 製品仕様
製品の仕様（V1.0.01）
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この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使⽤することを⽬的としていますが、
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使⽤されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCIーB



概要 セットアップ アプリの使い⽅ 注意事項 製品仕様 FAQ

6-1. FAQ

サ
"
ビ
ス
の
利
⽤
に
つ
い
て

Hex Homeサービスを利⽤す
るために必要なものは何です
か︖

購⼊していただくものは、Hex Command 端末セット、検知エリアが広
い場合にはHex Sense追加セット、そして⽉額サービスの購⼊が必要で
す。お客様にてご⽤意いただくものは、Wi-Fiのインターネット回線と検
知結果の確認アプリを利⽤するためのスマートフォンが必要です。なお、
購⼊の際にはMy Hex Shopの会員登録が必要です。

My Hex Shopの会員登録はど
うすればよいでしょうか︖

スマートフォン画⾯では左上のメニューより、会員登録を選んでいただき、
登録してください。PC画⾯では上部のメニューバナーの左から⼆番⽬の
アイコンからアカウント作成のリンクより、登録をお願いします。

⽉額の利⽤料はどうして必要
なのでしょうか︖

お家の検知結果をインターネット上のクラウドシステムにて計算、管理し
ています。クラウドシステムを利⽤し、検知結果をスマートフォンで受け
取るための費⽤になります。

Hex Homeアプリは有料で
しょうか︖

スマートフォンで利⽤するHex Homeアプリは無料でダウンロード、お
使いいただけます。

複数のHex Commandを利⽤
する際の⽉額利⽤料はどうな
りますか︖

利⽤登録するHex CommandごとにHex Home 安⼼セキュリティ定額利
⽤料が必要になります。

複数の端末で同じ検知結果
（同じシステムアカウント）
を利⽤する際の利⽤料はどう
なるのでしょうか︖

Hex Homeアプリの利⽤は無料となっております。したがって、同じ登
録IDでご利⽤される範囲では複数のアプリをご利⽤いただく場合でもア
プリの利⽤は無料となります。検知結果を確認したいアプリに登録された
Hex Command端末の台数分の⽉額利⽤料が必要になります。

何台まで同じ検知結果を受け
取ることが可能でしょうか︖

１０台まで可能です。

複数のHex Commandを使う
ことは可能でしょうか︖

Hex Homeアプリでは、複数のHex Command端末を登録、利⽤可能で
す。したがって、⼀つのアカウント（アプリの利⽤）にて、複数のHex 
Command 端末の検知結果を確認することができます。Hex Sense端末
の追加については、定額の利⽤料込みの価格となっておりますので、追加
のSense端末を購⼊していただくだけでご利⽤いただけます。

サービスの購⼊にはクレジッ
トカード以外の決済は利⽤で
きますか︖

商品購⼊にはクレジットカードのみの扱いとさせていただいております。
クレジットカードは、VISA、 Master Card、American Express、JCB
の各ブランドがご利⽤いただけます。

Hexサービスを解約したいので
すが︖

コマースサイトの問い合わせより、サービス解約の旨、ご連絡ください。

端
末
に
つ
い
て

Hex 端末の⼤きさはどのくら
いでしょうか︖

Hex Commandは直径４インチ、⾼さ１．４インチ、Hex Senseは直径
２インチ、⾼さ１．７インチになります。

１ヶ⽉にかかる電気代はどの
くらいでしょうか︖

Hex 端末セットは1⽇で約2円ほど、⽉間で60円程度の電気代です。

端末が故障した場合はどうす
ればよいでしょうか︖

Myhex.jpサイトの問い合わせより、端末が故障した旨、ご相談ください。
故意による破損、故障以外の⾃然故障の場合に限り、１年間の保証期間の
範囲内で無償で交換いたします。

端末のシリアル番号が確認し
たいのですが︖

各端末の裏側のQRコードの脇にある、S/Nの右側の１２桁の英数字をご
確認ください。
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6-1. FAQ

設
置
に
つ
い
て

どのようなところに端末を設
置すればよいですか︖

Hex CommandとHex Senseは検知したいエリアを挟むようにおいてく
ださい。数メートル以上離れた場所が望ましいです。Hex Commandは
⾒通しの良いところ、床からの⾼さ６０センチから１メートルぐらいの⾼
さが推奨です。Hex SenseはコンセントにHexマークが下に来るように
さしてください。

端末は何台必要でしょうか︖ 検知したい広さ、建物の建材によって、必要な端末の台数が変わります。
アパートやワンルームマンションなど広さ６０平⽶程度までは基本となる
Hex Command端末セットだけでご利⽤いただけます。⼾建てや家族向
けマンションなど１００平⽶までではSense追加端末セットを１つ追加、
広い⼾建て、⼤型のマンションなど、１４０平⽶まではSense追加端末
セットを２つ追加ください。それ以上の場合はSense追加端末セットを３
つ以上広さに応じて追加ください。

動
き
の
検
知
に
つ
い
て

検知範囲はどのくらいでしょ
うか︖

1組のHex端末セット（Hex Command１台、Hex Sense１台）でワン
ルームマンション程度の広さをカバーします。６０平⽶程度まで可能です
が、建物の構造や部屋の配置などで変わってきますので、⽬安としての広
さとしてお考えください。

警報サイレンはどのくらいの
⾳の⼤きさでしょうか︖

Hex Sense端末には警報⽤のスピーカーが搭載されています。警報サイ
レン⾳は７３デシベルの⼤きさです。⼤きい声で会話が必要な、直近でセ
ミの鳴き声を聞くのとほぼ同じ⾳の⼤きさです。

Hex Commandの検知結果を
複数の⼈で同時に確認できま
すか︖

最⼤で１０⼈まで同時に確認可能です。スマートフォンごとにアプリをダ
ウンロードしていただき、同じシステムアカウントでサインインしていた
だければ、検知結果を複数の⼈で確認することが可能です。離れたところ
に住んでいるご家族の暮らしぶりをご家族同⼠で確認するような⾒守りに
もご利⽤いただけます。

ア
プ
リ
ケ
"
シ
5
ン
に
つ
い
て

Hexアプリケーションが対応し
ているスマートフォンを教え
てください。

Hex HomeアプリはiOS端末とAndroid端末に対応しています。
●対応iOSバージョン︓iOS11.0~14.3
●対応Android OSバージョン︓Android 7以上
※Hex HomeアプリはApple社のApp Store及びGoogle社のGoogle Storeから無
料でダウンロードできます。

在宅モードと⾒守りモード、
外出モードの違いはなんで
しょうか︖

在宅モードは、Hex端末が設置場所の動きを検知しつつも、アプリから動
きの有無をモニタリングできます。
⾒守りモードは動きの検知に加えて（在宅モードの状態）、動きがあった
際にスマートフォンに通知が届きます。⼦供がきちんとお留守番している
か、離れたところに住むご家族が無事に暮らしているかなどの⾒守りにも
使えます。
外出モードは⾒守りモードの状態に加えて、動きを検知した際にSense端
末からサイレンを鳴らします。設置場所に誰もいない時にセキュリティ監
視をするモードになります。

履歴データの保持期間 履歴データの保持期間は3ヶ⽉(90⽇)です

スケジュール機能が動いてい
ないようなのですが。

スケジュール機能は設定アイコンのページから、スケジュール機能の有効
化のスイッチをオンにしてください。この設定を⾏わないとスケジュール
機能が作動しません。
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6-1. FAQ

ト
ラ
ブ
ル
の
際
に
は

認証メールが届かない 迷惑メールフォルダをご確認ください。

Hex HomeアプリでWi-Fiネッ
トワークに接続できません。

Hex Command端末のアプリケーションへの登録時に端末に接続できな
い場合は、以下確認の上、再度登録⼿順を繰り返してください。
・Hex端末の設置場所のWiFiネットワークが正常に稼働しているか。
・Hex端末の電源が⼊っているか。
・Hex端末の近くに移動して、アプリケーションから再度登録を⾏う。

Hex端末の電源が⼊りません。 Hex Commandの場合は、以下の点をご確認ください。
・アダプター端⼦が本体にしっかりと挿⼊されている。
・アダプターがコンセントにしっかりと挿⼊されている。
Hex Senseの場合は、コンセントに挿⼊した際、本体の側⾯にあるLED
が⽩⾊に光ります。光らない場合は不具合の可能性があるので、カスタ
マーサービスまでお問い合わせください。

Hex Command、Hex Sense
端末を再起動する。 電源を抜き差しすることで再起動します。

Hex Command端末を⼯場出
荷状態へリセットする。

端末の裏に灰⾊の⼩さなゴム製のリセットボタン（P6各部の名称をご参
照ください）があります。細いピン等でリセットボタンを15秒くらい押
してください。端末はリセットされ、⾃動的に復帰します。デバイス登録
時にLEDが⽩く光らず登録出来ない場合などには、こちらをお試しくださ
い。

Hex sense端末を⼯場出荷状
態へリセットする。

端末横の⼩さな⽳の中に、リセットボタン（P6各部の名称をご参照くだ
さい）があります。細いピン等で⽳の中にあるリセットボタンを15秒く
らい押してください。端末はリセットされ、⾃動的に復帰します。デバイ
ス登録時にLEDが⽩く光らず登録出来ない場合などには、こちらをお試し
ください。

Hex Command、Hex Sense
端末のLEDが光っています。

LEDの⾊が「⾚」の場合、不具合が起こっている可能性があります。端末
のリセットが必要です。「⽩」や「⻘」もしくはこれらの点滅の場合は正
常です。

リアルタイムの検知データグ
ラフが⾒れません。 Hex Command、Hex Sense端末の再起動をお願いします。

アプリケーションのデバイス
画⾯で⾚いエクスクラメー
ションマークがついてます。

Hex Command、Hex Sense端末のどちらか、どれかでもマークが付い
ている場合は、端末の再起動をお願いします。端末が再起動するまで5分
程度お待ちいただき、アプリケーションのデバイス画⾯で再度確認くださ
い。
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