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E-Access ®

　　　　　　　　　　　アプリケーション 

E1196

       App 
取扱説明書

ユーザーリスト:
許可されたすべてのユー
ザーは、ユーザーリストで
表示できます。 新しい
ユーザーを追加するには、
　　　をクリックします。
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設定ページ

E-Access の名前:
E-Accessデバイスの名前を編集
します。

再施錠時間 (sec):
再施錠時間の設定.

間違ったPIN試行の最大回数：
キーパッドで使用した場合の最
大不正なPIN入力数。

すべてのユーザーを有効 / 無効にる：
マスター以外のすべてのユーザーアカ
ウントを有効または無効にします。

すべてのユーザーを削除：
マスター以外のすべてのユー
ザーアカウントを削除します。

近接読み取り範囲：
ハンズフリー用のE-アクセス自動
アクセスの近接読み取り範囲を設
定します。（「0」は制限がない
ことを意味します）。
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QRコードをスキャンしてE-Access E1196 Appをダウンロードす
るか、「E-Access E1196」を検索しダウンロードしてください。

マスター設定ページ：

ユーザーリスト：
マスターのみがすべてのユーザーを表
示 / 有効 / 削除が可能、またユーザー
のパスワードを表示できます。

設定：
E-Access設定には、近接読み取り範
囲、デバイス名、再施錠時間、誤った
PIN試行回数の最大値、およびすべて
のユーザーの削除が含まれます。

登録：
電話機でドアを開く前に、登録を完
了するために登録ボタンをクリック
する必要があります。

バックアップ：
デバイスからすべてのユーザーデータを
バックアップします。
リストア：
最後のバックアップデータを復元します。

パスワードを変更する：
マスターアカウントをリセット / 変更し
た直後にマスターのパスワードを変更す
ることをおすすめします。 （デフォル
トマスターパスワード：12345）
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http://www.gianni.com.tw/pdf/guide/E1196.pdf

E1196取扱説明書をQRコードをスキャンしてダウンロード。
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マスター / ユーザー ログオン E-Access：

E-AccessリストからE-Accessデバ
イスを1つ選択し、Masterが指定し
たパスワードを入力します。

ログオンの注意：

1. マスター  / ユーザーは、正しいパスワード
を入力してログオンする必要があります。

2.マスターをリセット / 変更する方法
アカウント: 

（1）E-Accessデバイスの電源を再投し、
　　  30秒以内にパスワード12345
       （デフォルト）を入力します。

（2）次に、「登録」ボタンをクリック
    して登録し、最初のページに戻り、
    マスターになります。

マスター / ユーザー ログオン E-Access：

E-AccessリストからE-Accessデバ
イスを1つ選択し、Masterが指定し
たパスワードを入力します。

ログオンの注意：

1. マスター / ユーザーは、正しいパスワード
を入力してログオンする必要があります。

2.マスターをリセット / 変更する方法
アカウント: 
   (1）E-Accessデバイスの電源を再投入,
         30秒以内にパスワー12345（デ
        フォルト）を入力します。
（2）次に、「登録」ボタンをクリック
　　して登録し、最初のページに戻り、
　　あなたはマスターになります。 
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E-Access E1196 App 取扱説明書:
1

アプリケーションのメインページの紹介
プロフィール：
この電話機のマスター/ユーザ名を
初めて入力します。

設定：
E-Accessデバイス設定ページ。

デバイス：
E-Accessデバイス名。

自動：
（ハンズフリー自動アクセス）：
自動アクセスハンズフリー機能の
ON / OFFを切り替えます。

2

デバイス名（例：E1196）をクリッ
クし、使用可能なE-Accessデバイ
スをすべてプルダウンします。

表示されているようにリストからデ
バイスを選択するか、リスト内の 
"Auto"を押して、E-Accessが最も
近い位置であなたの周りのE-アクセ
スデバイスを動作するようにするこ
とができます。

マスターを右から左にスライドさせ、
マスターによってユーザーを有効 / 
無効 / 削除することができます。

有効：
ユーザーアカウントを有効にします。

無効にする：
ユーザーアカウントを無効にします。

削除：
ユーザーアカウントを削除します。
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あなたの名前を入力してください。
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新しいユーザーの追加:

ユーザー名を追加：
マスターでユーザー名を入力します。 ユーザー
名は、アプリのユーザープロフィールに表示さ
れているものと同じでなければなりません。

パスワード：
マスターは、新しいユーザーがE-Accessシス
テムに登録するためのパスワードを割り当てま
す。

新しいユーザーがユーザーリストに表示されます。
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プロフィール

セッテイング
自動アクセス 

デバイス

双安定リレー：
双安定機能を有効にすることを選択
すると、Eボタンを数秒間押して有効
にし、ドアを無期限にロック解除し
たままにすることができます。
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寸法

 圧着コネクタ(同梱されています）

絶縁コネクターを圧着するように設計されたクリンピングプライヤーを使用してください。
クリンプコネクタを圧縮スロットに挿入します。 圧着ジョーがワイヤの剥がした部分の上に配置されていることを
確認してください。 バットスプライスの端を押しつぶすのに十分な力でハンドルを締めます。

圧着コネクタ

 Instructions Instructions
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ジャンパー

ユーザー
E1196 App をダウ

ンロード
Users: 196

マスターとユーザーは電話機をE1196 Bluetoothリーダーに
近づけ（存在）、登録します。

マスターは登録に使用し、
E1196リーダーの
管理者になります。

マスターは、App上のユーザー
リストから任意のユーザーを表
示し、 追加 / 削除 / 有効 / 無
効にすることができます。

ユーザーはパスワードを変更できま
す。 ユーザーはドアのロックを解除で
きます。

換性

Requires iOS 8.1 and up to the latest 9.3.1

Requires Android 4.4 and up to the latest 5.0

Requires iOS 8.1 and up to the latest 10.1.1

Requires Android 4.4 and up to the latest 6.0.1

ダウンロード E1196 App
QRコードをスキャンしてE-Access E1196 Appをダウン
ロードするか、「E-Access E1196」を検索してダウン
ロードしてください。

マスター
E1196 App

をダウンロード

E-AccessE1196

Bluetooth Reader

Step1:

Step2:

®

特徴 & 仕様: 
電気仕様　：24 VDC (Max.), 50mA, 1W.
耐候性、壁面取付型、アンチテールゲート保護
Bluetooth 低エネルギー 4.0 標準
操作距離 : 50 メートル
近接距離：1～10メートル（設定可能、ハンズフリー用）
リレー電流：5A max
双安定リレー：
双安定機能を有効にする場合は、Eボタンを数秒間押して有効にし、ドアを無期限にロック解除したままにしま
す。

LED ライト:
青 (Bluetooth は動作中)
緑 (解錠状態)
赤 (電源のリセット ‒ マスターをリセットするための管理)
　ブザー：ドアを長めに開いておくことを警告するのに　理想的です。 85dBA。
　1マスター（デフォルトログオンパスワード12345）。
　196ユーザー。 マスターアカウントをリセット/変更するには、E-Accessデバイスの電源を入れてから、
　30秒以内にパスワード12345（デフォルト）を入力します。
　30秒待機するのをスキップするには、すでにインストールされている終了ボタンを押すと、
　リーダーのLEDライトが赤から青に変わります。
　E-アクセス装置は、マグネット電気錠、電気ストライク、退出ボタン、ドアセンサー、
　電源などで操作することができます。

●
●

●

●

ドアセンサー

互換性

Goldman Inc. ゴールドマン株式会社
info@goldman-inc.jp  www.goldmanexa.com

ジャンパー、ドアセンサーを無効に
にする（工場出荷時のデフォルト）
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