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特徴
・一人の管理者, 1000人のユーザー
・2つのアクセスモード：Bluetoothスマート
フォンを使用または、4～8桁のパスコードを入
力してアクセスします。

・内蔵タンパーアラームと85dBのブザー

・ユーザー管理：ユーザーデータの追加/削除/表
示、特定の日付または時間帯に対するユーザーア
クセスの許可、ユーザーパスコードの変更、ユー
ザーのキーパッド入力の有効化/無効化過去がで
きます。

・1000件のイベントのログ監査証跡が可能です
パスコードの入力：3回の失敗で１分間キーパッ
ドが無効になります。

仕様

EE-Access
®

E3AK5
アクセスコントロールキーパッドの手順

1
®

・圧電 (Input): 12 から 24 VDC

・消費電力:

・スタンバイ: 16mA@12VDC, 7mA@24VDC動作時:
18mA@12VDC, 9mA@24VDC

・Bluetooth モジュール: BLE 4.2
・操作距離 : 50 メートル（金属、コンクリート、壁、ド

ア等の障害物がない場合)

・スマートフォンの互換性：Android 5.0から8.0/
iOS 9.0以上

・仕上げ/色：ステンレス
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E3AK5　取り付け説明書
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1 寸法を確認・測定します。

２ E3AK5キーパッドの下部のネジを緩めます。

３ E3AK5の背面取付金具を下にスライドさせ、背面金具を外します。

４ 面付の金属製プレートをトラスビスとアンカーボルトを使用して壁
面に取り付けます。

５ 配線図を確認してから結線してください。

６ E3KA5キーパッドを金属プレートの上から調節しながら取付け、その後
固定していきます。

７ E3KA5キーパッドの取付は完了です。



ねじパック

E3AK5 の結線

圧着コネクター（同梱）:
クリンプ　コネクター

LED 及び 可聴インジケーター
LED キーパッドのステータス

ビープ音 ステータス

グリーン

ブルー点灯

レッド
解錠, ドアは常に解錠状態

パワー ON, スタンバイ　モード

無効なアクセス、ドアは常に施錠状態

ブルー点滅 Bluetooth 接続

短いビープ音1回 キーが押された
有効なアクセス、リセットが完了

短いビープ音2回 ログインが完了

短いビープ音3回
連続ビープ音 Bluetoothキーパッドが壊わされています、ドアセンサーは「ON」です

誤ったパスコード、ログイン失敗、30秒以内にパスコードを入力した後に「＃」キーを押し忘れています。

ドアセンサー

退室リクエスト
ボタン
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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。圧着（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れた部分の上に配置されていることを確認してください。 接合
部の端を押しつぶすのに十分な力でハンドルを締めます。

アクセス制御の電源を切るキーパッド/リーダー。

リセットボタンを押したまま、電源を入れます。

リセット手順を完了するまで長いビープ音がします。

管理者としてログインし、すべてのユーザーをチェッ
クすると、監査証跡イベントはすべてクリアされ、デ
バイス名とデバイス時間を除くすべてのデータが出荷
時のデフォルト設定にリセットされます。

1.

2.

3.

4.

リセットの手順
PCのリセットボタンでBluetoothキーパッドを
リセットするには？
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パワーサプライ

長いビープ音1回

E3AK5 ねじパック

x6

アンカーボルト

x10 x1

x6

トラスねじ 4 x 26mm

トルクスねじ
(セキュリティーねじ 3mm)

x1

トルクスレンチ 3mm

圧着コネクター



E3AK5 APP
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個々のユーザーの情報を編
集するには、「ユーザー」
を押します。 ユーザーを追
加したり、ユーザーを削除
したり、個々のユーザーを
選択して特定の設定を行う
ことができます。

(c) 管理者設定ページ

(d) 管理者設定ページ / ユーザー管理
ユーザー情報の追加 / 削除 / 編集

①を押すと、 ②で示す様「設定」ページに移動します。

1                2

設定するE3AK APPをダウンロードしてください。 左のQRコードを
スキャンするか、使用しているスマートフォンの種類に応じ
て、Apple StoreまたはGoogle Playにアクセスしてください。

(a) E3AK APPのダウンロード

App Store E3AK

1 2 3

(b) 管理者とユーザー向けのE3AKアプリケーション

管理者ID「ADMIN」は変更できません。 管理者としてログインし
た直後に管理者のデフォルトのパスコード "12345"を変更すること
をお勧めします。 設定ページに移動し、「パスコードを管理」を
タップして「管理パスコードを編集」をタップします。
管理パスコードとユーザーパスコードは、キーパッドのパスコード
としても使用されます。

1.

2.

①を押して、デバイスページに移動します。 指定のBluetoothデバイ
スを②のように選択します。
まずログインしすま、
・管理者：管理者IDと管理者パスワードを入力してログインします。

デフォルト管理者ID：ADMIN
デフォルト管理者パスワード：12345
 ・ユーザー：ログインするユーザーIDとユーザーパスコードを入力します。

ユーザーIDとユーザーパスコードは、管理者が指定します。

・[Note]
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バックアップデータは、すべてのデータ
を管理者のスマホにバックアップするも
ので、デバイス名、監査証跡ログ、およ
びデバイス時間を除いて復元できます。

最後のバックアップデータを新し
いアクセス制御キーパッド / リー
ダーに復元することができます。

管理者設定ページの紹介：

ユーザー バックアップデータ

デバイス名 管理者パスコード ドアセンサー 錠アクション選択

監査証跡（ログ）

破壊アラーム デバイスの時間 About Us 会社情報

ユーザー情報を追加 /
削除 / 編集できます。

12345は管理者のデフォル
トパスコードです。 すぐに
管理者のパスコードを変更
することが重要です。

機器名は、機種番号、
オフィス、フロントド
ア、ゲートなどで編集
できます。

ドアセンサーの有効化は、ドアセンサー
のオープンまたはクローズ状態を監視す
るドアセンサー（またはロックセン
サー）出力を備えた閉回路のマグネット
センサーまたはモニターされた錠前に接
続するときに可能になります。

3つのオプションから、再施
錠時間、常時解錠、常時解錠
のドア状態を選択できます。

破壊アラームはデフォルトでは無効に
なっています。 破壊アラームを有効に
することができます。 デバイスが破壊
された場合は、破壊アラームは直ちに
鳴り響き、管理者によってスイッチが
切られるまで消えません。

現在場所と時間帯を正確に設定
してください。 データと情報を
正確に取り、かつ正確にアクセ
スするのに役立ちます。

「会社概要」をタップする
と、デバイスモデル、APP
バージョン、Webサイト、
およびEメール情報が表示
されます。

ドアの再施錠時間

ドアの再施錠時間の間隔を
1～1,800秒に設定できま
す。

Audit Trailは、改ざんを含む1000件のイベントログを追跡
しています。 監査証跡はExcelファイルにエクスポートでき
ます。すべてのイベントをエクスポートしてファイルを
Excelにエクスポートするには    をタップします。     を
タップするとすべてのイベントが更新されます。

バックアップを復元
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管理者設定ページ − ユーザー管理
ユーザー情報の編集

一時的許可

ID パスコード キーパッド アクセス

アクセス タイプ

アクセス回数 　予定

"アクセスタイプ"をタップして、恒久、一時、回数、またはスケジュールを選択しま
す。 Appは、デフォルトで ”恒久”のアクセスを与えるように設定されています。

特定の一時的なアクセス時間帯を設定す
るには、"一時的許可" をタップします。

ユーザーIDをタップしてIDを編集
します。

ユーザー "パスコード"をタップして
パスコードを編集します。

ユーザーのキーパッドアクセスを有
効 / 無効にすることができます。

ユーザーに付与されたアクセス数を設定
するには、"回数" をタップします。

特定の期間、特定の日時に繰り返しアクセスを割り当てるには、"予定" をタップし
ます。 この設定は、定期的に一時的にアクセスする必要があるハウスクリーナー
やその他のゲストに便利です。
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"自動近接非接触" 範囲の調整と自動施錠解除機能、管理者インタフェース：

1 4 2 3 5 6

注意：
設定ページに入るにあたり、   　　を押す前に "自動" を無効にしてください。

自動近接非接触範囲の調整と自動施錠解除機能、ユーザーインターフェイス：

6

図①：①をタップすると②のデバイスのリストページに移動します。
図②：周囲のBluetoothアクセスコントロールキーパッド/リーダを選択します。
④設定ボタンをタップすると、図③のような設定ページに入り、「近接読み取り範囲」の図が表示さ
れます。
図⑤：自動解錠機能の「オート近接範囲」を0～20の間で調整します。
図⑥メインページに戻ります。 「自動」をタップすると、自動施錠解除機能が有効になります。

図①：①をタップすると②のデバイスのリストページに移動します。
図②：周囲のBluetoothアクセスコントロールキーパッド/リーダを選択します。
④設定ボタンをタップすると、図③のような設定ページに入り、「近接読み取り範囲」
の図が表示されます。
図⑤：自動解錠機能の「オート近接範囲」を0～20の間で調整します。
図⑥メインページに戻ります。 「自動」をタップすると、自動施錠解除機能が有効にな
ります。

1 4 2 3 5
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Bluetooth範囲は
最大50メートル

注意：
スマートフォンを接続してロックを解除またはログインする場合は、E3AK Bluetooth
キーパッドの横に立つと、Bluetoothキーパッドは最大50メートルの距離の信号を検出で
きます。 Bluetooth信号の応答時間は、モバイルデバイスのモデルによって異なります。

キーパッド　パスコード　アクセス

ログインが完了したら、パスコードに「＃」と入力し
てドアのロックを解除することができます。

例：パスコードが12345の場合は、1 2 3 4 5＃と入
力します。



Warranty
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ANXELL製品は、販売日から1年間、通常の使用中に材料や製造上の欠陥がないことを保
証します。 
ANXELLの製品上の義務は、欠陥となった製品がANXELLに輸送返品された場合、欠陥
のある部品の修理または交換を行います。
物理的または電気的な誤用または濫用、怠慢、修理または改造、不適切または異常な使
用、または誤った取り付けによって損害が生じた場合、または製品や機器が 材料や製造
上の欠陥以外の原因により正常に動作しなくなった場合は修理費、送料を申し受けます。

このマニュアルに記載されている情報および仕様は、本説明書発行時点のものです。
しかしながら、ANXELLの経営方針は継続的な開発と改善を行うことです。
このためANXELLは予告なしに仕様を変更する権利を留保します。
著作権©2017 ANXELL TECHNOLOGY CORPORATION、全著作権所有者です。
この資料は、ANXELLの書面による許可なくして、全部または一部を複製または複写する
ことを許可いたしません。
ゴールドマン株式会社は日本国内に於いて、総代理店として機能します。問題が起きた場
合、速やかにご連絡ください。

Notice




