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ゲートウェイ施工後など、ゲートウェイの
銘板シールに表示されたMACアドレス、QR
コードを直接確認することが出来ない場合
の入力方法です。

タブレット型コントローラを現場のゲート
ウェイ真下に移動させ、Wi-Fi通信によって
固有のMACアドレスデータを取り込み、ゲ
ートウェイリストの自動入力を行います。

ゲートウェイリストにMACアドレスを
登録する③施工後：無線接続

③ ゲートウェイ(直下)からWi-Fi通信で取り込む方法

ゲートウェイ名、IPアドレスを入力し、画面右側のゲートウェイ選
択のボタンを押します。ゲートウェイ選択の画面が表示されます。
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周辺のゲートウェイの検索結果が表示されます。 [ス
キャン]ボタンで再検索も可能です。スキャン完了後
、ゲートウェイ選択画面にゲートウェイのSSID（固
有識別番号）が表示されます。
青い色が最も信号が強く、緑、赤の順で信号が弱く
なります。一般的に、信号が強いほど、コントロー
ラの近くにあるゲートウェイになります。

表示されたリストからゲートウェイを
選択し、SSIDを押すと、
パスワードとシステムIDの入力画面が表示
されます。項目入力後[OK]を押し、
ゲートウェイと接続します。

接続が完了すると、選択したゲートウェイの
インジケータが5秒間点滅します。
ゲートウェイの位置を確認し、
[OK]をクリックすると、MACアドレスが
自動入力されます。
LANケーブルで接続されているすべての
ゲートウェイに同じ操作を繰り返します。

・タブレット型コントローラの位置を中心にして近いゲートウェイから１台ずつ順
番に自動スキャンを開始します。

・通信距離に制限があるため、ゲートウェイの真下に移動して、１台ずつリストに
追加してください。

ゲートウェイのインジケータ

Wi-Fi信号
　　青：信号の強さ>= -57  
 
　　緑：信号の強さ<= -58
 
　　黄：信号の強さ<= -76
 
　　赤：信号の強さ<= -86
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ゲートウェイリスト　ダウンロード
ゲートウェイに保存されたゲートウェイリストをコントローラで使用する
には”セットアップ”画面から[ゲートウェイリストダウンロード]を押して
ゲートウェイリストダウンロードを実行します。
新しいコントローラを導入するときなどに使用します。初期設定では通常
使用しません。

ゲートウェイリストをアップロード/
ダウンロードする

ゲートウェイリスト　アップロード
作成したゲートウェイリストを元に、システム内のゲートウェイ同士を連
動させるためにゲートウェイリストアップロードを実行します。
「セットアップ」画面から[ゲートウェイリストアップロード]を押すとポ
ップアップが表示されます。Yesを押すと作業が完了します。
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HOME画面の[ヘルプ]を押すと、[ユーザマニュアル]・[バージョ
ン]・[FAQ] ・[連絡先]を確認することができます。

① ユーザマニュアル      ：　ユーザーマニュアルが閲覧できます。
② バージョン　　　　   ：　コントローラのバージョン情報を表示します。
③ FＡＱ　 　　　　　　：　良くある質問と回答です。
④ 連絡先　　　　　　　：　㈱遠藤照明のホームページアドレスを表示します。

＊ヘルプ画面に表示された最新情報は、ホームページでも公開されています。
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連絡先

*ホームページのレイアウトは予告なく変更される場合がございます。

お問い合わせ先：

株式会社 遠藤照明　ホームページアドレス
http://www.endo-lighting.co.jp

【　企業情報　】を選択して、【事業所】を選択すると営業
所一覧表が表示されます。

最寄の営業所へお問い合わせください。
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ＦＡＱ　(よくある質問と回答)

Q.
図面登録のとき、ファイルを長押しで選択しても選択のポップアップが表示されません。
A.
ファイル形式を確認してください。使用できるファイル形式は、”Filename_XX.sli”のような形式のファイ
ルです。XXに00～31の数字が入力されている必要があります。

Q.
ゲートウェイと接続直後に“アップデートゲートウェイリスト？”のポップアップが現れます。どれを
選択しますか？
A.
コントローラに保存されているゲートウェイのリストとゲートウェイに保存されているゲートウェイのリ
ストが異なる場合は、このようなポップアップが現れます。システムが既に揃っていて使用していた場合
は[Yes]を選択してください。システムを初期設定する場合は、[No]を選択して、
コントローラのゲートウェイのリストを作成して、ゲートウェイにアップロードしてください。

Q.
ゲートウェイの設定中、ネットワークIDを入力しましたが、”重複したID”というポップアップが
現れます。
A. 
周囲に同じIDを使用する別のシステムがある場合です。このような場合は他のIDに変更して入力してくだ
さい。
入力方法は、ゲートウェイ設定114ページを参照してください。　　　
Q.
ゲートウェイを移設、または交換します。何か準備作業がありますか？
A.
移設、交換のときは、ゲートウェイを一度、工場出荷時の状態にする必要があります。
工場出荷時の状態にもどす方法はゲートウェイ設定のシステムに関する113ページを確認してください。
Q.
ゲートウェイ登録で、ゲートウェイリスト送信時に、「ゲートウェイリストアップロード」ポップアップ
に”失敗”と表示されます。
A.
イーサネットの通信環境について以下の見直しをお願いします。
     ●ゲートウェイやハブが電源ONになっていることを確認してください。
     ●LANケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

最新情報は、ホームページでも公開されています。

http://www.endo-lighting.co.jp

ＦＡＱ
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ＦＡＱ　(よくある質問と回答)ＦＡＱ

Q.
モニタリングの合計台数と、施工した照明器具やセンサーの台数が一致しません。
A.
照明器具やセンサーの無線モジュールとゲートウェイの通信接続に時間がかかることがあります。
10分程度お待ち頂き、モニタリングが一致しない場合は、通信環境の見直しをお願いします。

Q.
「HOME」画面に、”バージョンの不一致”と表示され、「HOME」画面の操作ができません。
A.
ゲートウェイのバージョンを確認し、バージョンが不一致の場合はゲートウェイを最新のバージョン
にアップグレードしてください。それでも解決しない場合は、イーサネットの通信環境について以下
のご確認をお願いします。
     ●ゲートウェイやハブの電源ONになっていることを確認してください。
     ●LANケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

Q.
「リフレッシュ(Wi-Fiスキャン)」のWi-Fiリストに何も表示されません。
A. 
ゲートウェイが電源ONしていることと、コントローラとゲートウェイの距離が適切かどうかを
確認してください。それでも改善しない場合は、コントローラの電源を再起動してください。　　　

Q.
「リフレッシュ(Wi-Fiスキャン)」のWi-Fiリストに”Wi-Fi接続に失敗しました。”と表示されます。
A.
[Wi-Fiパスワード]の入力に間違いがないか確認をお願いします。それでも改善しない場合は、
コントローラとゲートウェイ間の通信環境の見直しを行い、問題がない場合は、ゲートウェイの電源
を再起動してください。

Q.
下限調光率5%の照明器具を使用している時に、1～4%の調光信号を設定した場合どうなりますか？
A.
調光率5%で動作します。

Q.
アップグレードした製品を工場出荷設定にした場合、バージョンはどうなりますか？
A.
ゲートウェイ、センサー、無線モジュールはアップグレード後のバージョンを維持します。
コントローラは工場出荷設定のバージョンに戻ります。必要に応じてアップグレードを行ってくださ
い。

Q.
文字の大きさを変えることはできますか？
A.
文字の大きさを変えて使用することはできません。文字が正常に表示されなくなるおそれがあります
ので、工場出荷設定の[中]設定でご使用ください。
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ＦＡＱ　(よくある質問と回答)ＦＡＱ

<システムバージョン3.1>

<システムバージョン3.00,3.02>

Q.
システムバージョンが異なる製品が混在した場合は、使用できるのでしょうか？
A. 
システムバージョンが混在した状態での使用はできません。バージョンについては、
下表）を参照いただき、システムバージョン3.00以降でのご使用をお願いします。
また、システムバージョン2.01以前の製品をご使用の場合は、システムバージョン3.1
へのアップグレードをお願い致します。

製 品 バージョン

     RX-270N タブレット型コントローラ

     RX-266W ゲートウェイ

     RX-268W 照度・人感センサー

     照明器具(無線モジュール)

     RX-304W 接点コンバータ

     RX-342Nシーンセレクターリモコン

1.5.4,1.5.5

1.033,1.034

1.009

1.017

1.010

1.100

製 品 バージョン

     RX-383N タブレット型コントローラ

     RX-266W ゲートウェイ

     RX-268W 照度・人感センサー

     照明器具(無線モジュール)

     RX-304W 接点コンバータ

     RX-342Nシーンセレクターリモコン

1.6.2

1.035

1.009

1.017

1.010

1.100
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Q.
ゲートウェイインジケータの表示（動作）内容を教えてください。
A. 
下表１）を参照ください。

ＦＡＱ　(よくある質問と回答)ＦＡＱ



139

Q.
センサーインジケータの表示（動作）内容を教えてください。
A. 
下表　１）、２）、３）、４）を参照ください。

Q.
照明器具の無線モジュールのインジケータの表示（動作）内容を教えてください。
A. 
下表　１）を参照ください。

ＦＡＱ　(よくある質問と回答)

1)  運転ランプ(青)は、下記の内容を示します。
運転ランプ(青)
点灯状態

状 態

消 灯
0.5秒点灯、0.5秒消灯

1秒点灯4秒消灯

電源オフ
ゲートウェイ・無線モジュール間
非通信
ゲートウェイ・無線モジュール間
通信中

ＦＡＱ



140

Q.
HOME画面の調光スライダーの範囲を制限することはできますか？
A. 
照明グループ、センサーグループについてマニュアル操作時の調光スライダーの表示、操作範囲を
制限することができます。

1. 「HOME」画面▶「セットアップ」▶「グループリスト」をタップします。
「グループリスト」画面が表示されます。既存のグループを設定する場合は、左のリストからグル
ープを選択し[編集]をタップします。新規のグループを追加する場合は、[追加]をタップします。

2.「グループ編集」画面(追加の場合は「グループ追加」画面になります)「HOME画面の調光スラ
イダー表示範囲」のオプションの①[OFF]をタップして[ON]の状態にします。②[表示上限調光率]
、③[表示下限調光率]が表示されますので、スライダの表示範囲を調整します。設定終了後に[OK]
をタップします。

3. 設定後、「HOME」画面にて、設定したグループの調光スライダーの表示、操作範囲が制限され
ます。

 (例)表示上限調光率を80%にした場合

 (例)表示下限調光率を20%にした場合

＊本機能は、HOME画面上でのマニュアル操作時にスライダーによる誤操作を防ぐために調光率の
操作範囲を制約するものです。調光率の制御範囲を制約する機能ではありません。

① オプション
② 表示上限調光率
③ 表示下限調光率

ＦＡＱ　(よくある質問と回答)ＦＡＱ

①

②

③
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Q.
HOME画面のシーンの並び順を任意に変更することはできるのでしょうか？
A. 
下記に内容の参照をお願いします。

1.「HOME」画面の[シーン]を選択します。①[ソート機能]をタップします。

2.「ゾーンソート」画面が表示されます②[シーンソート]をタップします。「シーンソート」画
面が表示されます。③[ゾーンリスト]から設定したいゾーンを選択します。④[シーンリスト]に表
示されるシーンを任意に並べ替えることができます。設定後[OK]をタップし設定を終了します。

② シーンソート/ゾーンソート
③ ゾーンリスト
④ シーンリスト

① ソート機能

3.設定後、[シーン選択]画面で並び替えたシーンの内容が反映されます。

ＦＡＱ　(よくある質問と回答)ＦＡＱ

①

②

③

④
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Q.
コントローラの時刻や通信の状態を確認するにはどうすればよいでしょうか？
A. 
下記の内容を参照お願いします。

1.コントローラ画面を上端から下方向にフリック(画面を指で軽く払う操作)します。
①[ステータスバー]が表示されます。通信、バッテリー、時刻等の情報が確認できます。

2.①[ステータスバー]を下にドラッグします。ステータスバーに通知アイコンがある場合は、③[
通知パネル]が表示されます。

3.②[ステータスバー]を下にドラッグします。④[クイック設定パネル]が表示されます。
通信、バッテリー、日時等の詳細情報が確認できます。閉じるには⑤[戻る]をタップします。

ＦＡＱ　(よくある質問と回答)ＦＡＱ

①
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項 目 内 容

電 源

使用温度範囲

保存温度

質量

リチウムイオン電池

+5℃　～　+35℃

-10℃　～　+40℃

266g

仕様

保証とアフターサービス
 

無償提供規定 
1. 保証期間内に故障し無償提供をご依頼の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 
2. 無償保証期間および範囲 

● 据え付けた当日を含めた1年間としますが、無償にて代替品の支給を行うのは、 
故障または当社が認めた機器に限ります。 

● アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 
3. 保証期間内でも、次のような場合には有償提供になります。 

a. 仕様範囲外で使用したことによる事故、損傷や故障の場合。 
b. 当製品を改造した場合。 
c. 操作方法の不備による事故、損傷や故障の場合。 
d. 使用上の誤り(水などの液体こぼれ、水没、落下等)、または、誤接続や誤挿入による 

事故、損傷や故障の場合。 
e. 有寿命部品、消耗品(バッテリー、乾電池等)の自然消耗、劣化等により部品の交換が 

必要になった場合。 
f. 据え付け場所の不備による事故、損傷や故障の場合。 

● 化学薬品および強電界などの特殊環境条件。結露、塩害など。 
g. 据え付け工事中の取り扱い不備がある場合。 

● 据え付け工事中の取り扱い不備のための事故、損傷や故障の場合。 
h. 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による 

事故、損傷や故障の場合。 
i. 本機事故に起因した営業保証などの2次保証はいたしません。 
j. その他、据え付け、操作、保守上常識となっている内容を逸脱した 

ご使用での事故、損傷や故障の場合は保証できません。 
4. 本製品は日本国内専用ですので日本国外ではご使用できません。 

アフターサービスもできません。 
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used 
in any other country. No servicing is available outside of Japan. 

5. この保証内容は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償提供をお約束するものです。
 したがって、この保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 
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Smart LEDZ コントローラ設定メモ

●コントローラ

●ゲートウェイ

Wi-Fiパスワードゲートウェイ名 IPアドレス

システムID

ネットワークID

パスワードログイン






