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はじめに

安全にお使いいただくために
本製品を安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。
本製品を正しく、安全にご使用いただくために、以下の各項を熟読したうえでお取り扱いください。
なお、ここに記載されている内容は、機器の安全な取り扱いの他に、操作者の安全についての一般的な事項
をまとめたものです。ご使用の前にこのページを必ずお読みください。

警告表示の意味

警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。

注意 誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される内容および
物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の意味

してはいけない事項（禁止事項）を示しています。（例： 分解禁止）

しなければならない行為を示しています。（例： プラグをコンセントから抜く）

警告

禁止

AC100V以外の電源は利用しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。

禁止

ACアダプタは付属のもの以外を使用しないでください。
発煙、発火の原因になります。

禁止

コードを持って抜かないでください。
コードが破損し、感電、火災やショートの原因になります。

禁止

コードが傷ついたままの使用はお止めください。
感電や火災の原因になります。

ぬれ手禁止

濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。
感電の原因になります。

分解禁止

本製品を分解したり、改造したりしないでください。
火災、感電、故障の原因になります。

必ず守る

電源ﾌﾟﾗｸﾞに付着した汚れやほこりは定期的に拭きとってください。
火災の原因になります。

電源プラグ�
を抜く

万が一、発煙、異臭がするなどの以上が発生した場合は、直ちにコンセントから抜き、使用
を中止してください。
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安全にお使いいただくために

はじめに

注意

禁止

コードを持って抜かないでください。
コードが破損し、感電、火災やショートの原因になります。

必ず守る

コードを束ねたままの使用は過熱することがあり危険です。
伸ばしてお使いください。
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はじめに

ご使用にあたってのお願い
本製品は日本国内のみで使用ができます。
日本国以外では使用しないでください。
本製品は屋内専用品です。
屋外では使用しないでください。
ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。
故障の原因になることがあります。
強い衝撃を与えないでください。
故障の原因になります。
容易に推測可能なパスワード及びペアリングキーは設定しないでください。
悪意のある第三者にアクセスされる可能性があります。
ダイジェスト認証のユーザーIDとパスワード及びペアリングキーを同じ内容にしないでください。
悪意のある第三者にアクセスされる可能性があります。
パスワードおよびペアリングキーを他のWebサイトなどのサービスと流用しないでください。
1つのサービスが情報漏洩したとき、複数の他のサービスで攻撃される危険があります。
ワイドエリアネットワークでは使用しないでください。
悪意のある第三者にアクセスされる可能性があります。
akimiru管理ソフトを開いた状態で人目のある場所に放置しないでください。
悪意のある第三者にアクセスされる可能性があります。
ゲートウェイの破棄前に情報を消去してください。
お客様が設定されたパスワード等の情報が他人に渡る可能性があります。
ダイジェスト認証の初期ID/パスワードは初回ログイン時のみに利用し、以降はパスワードを必ず定期的
に変更してください。
本システムで利用するID・パスワード・メールアドレスは、お客様にて厳重に管理してください。
パスワードはカスタマーサポート等でお聞きすることはございませんので、担当者以外には教えないでください。
また、パスワードは分かりやすいものは避け、定期的に変更をしてください。
本サービスにログインした状態のまま、パソコンやスマートフォンを放置しないでください。
セキュリティー対策のため、工場出荷時より設定された各種IDやパスワードは任意の値に変更すること
を推奨します。
個人メールアドレスは使用せず、社用のメールアドレスやメーリングリストを使用してください。
多段ルータのあるネットワークでは利用しないでください。
専用アプリはマルチキャストで機器を検索するため、検索に失敗する可能性があります。
ゲートウェイはDHCPサーバがあるネットワークで使用してください。
固定IPアドレスには対応していません。
ゲートウェイは認証機能付きのプロキシサーバ、プロキシ自動設定(PAC)ファイルには対応していません。
ご注意ください。
通知無くファームウェアアップデートが行われる可能性があります（起動時、もしくは深夜3時前後）。
その際は、ゲートウェイは一時的に使用できなくなります。ご注意ください。
インターネットに接続しないと利用できません。インターネット環境はお客様にてご準備ください。
本製品は条件によって他の機器から発せられる電波等の影響を受けて通信できない場合があります。
本製品は無線通信を行うため、通信可能距離は壁や家具などの周辺環境の影響を受けて変動します。
特に金属の影響を受けやすく、通信距離が大幅に短くなることがあります。
本システムは修理保守点検のため事前に予告して一時的に停止する場合があります。
ただし、災害・緊急の改修等により予告なく停止する場合があります。
外部のサービスを利用しているため、予告せず停止する場合があります。
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ご使用にあたってのお願い

はじめに

本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必要はありません。
ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。
・本製品を分解したり、改造すること
・本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をすること
・本製品を日本国外で使用すること
これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。
心臓ペースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含む無線LANシステムを
ご使用にならないでください。
心臓ペースメーカーや医療機器に影響を与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼすおそれがあります。
本システムをご利用いただく際は、使用するURLをよく確認してアクセスしてください。
本システムへの悪意のあるアクセスは行わないでください。
akimiru管理ソフトなどに対するリバースエンジニアリングを禁止します。
本サービスの目的外の使用を禁止します。
個人を特定する情報を入力しないでください。
以下の場合、アカウントを凍結・削除する場合があります。
・本サービスへ悪意のある通信を行った場合
・第３者のIDを不正利用した場合
ゲートウェイを第三者へ譲渡することを禁止します。
機器の故障により、機器内の情報が失われることがあります。
本サービスは指定の機器(ゲートウェイ・ハーベストスイッチ)にしか対応していません。
また、使用前にゲートウェイをインターネットに接続してください。
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はじめに

製品の保証と問い合わせ先について
この度はイトーキ製品をお買上いただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、
本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照の
うえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの
場合には、下記のａｋｉｍｉｒｕお問い合わせ窓口、もしくはイトーキお客様相談センターへご相談ください。

�Ⱚ 保証項目
・保証期間は、お買い上げ日より1年です。
・保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。
・消耗部品は保証の対象外となります。

�Ⱚ 保証書の発行
別途、保証書がご入用の場合は、お買い求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお申し出
ください。
お買い上げ日は保証書に記載します。

�Ⱚ 保証対象外の場合
・火災・天災による故障の場合。
・改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

�Ⱚ 部品の保有期間について
・補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
※仕様に関しては予告なしに変更する場合があります。

�Ⱚ 取扱説明書を紛失した場合
下記のａｋｉｍｉｒｕお問い合わせ窓口、イトーキお客様相談センター、またはお買い求め先の販売店に
お申しつけください。

�Ⱚ 製品の修理
本製品はセンドバック方式を採用しております。
弊社が修理を必要と判断した場合は、お客様のご負担にて指定の送付先までお送りください。

aｋｉｍｉｒｕお問い合わせ窓口
株式会社イトーキエンジニアリングサービス
 akimiru@itoki-es.co.jp
東日本
東京都中央区入船3-6-14　オーク入船ビル
 03-5542-0762
西日本
大阪市中央区平野町2-2-7　山陽染工瓦町ビル
 06-6203-0595

イトーキお客様相談センター
株式会社イトーキ
0120-164177
 http://www.itoki.jp/
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akimiruについて

本システムについて

本システムの特長
akimiruは、スマートフォンやパソコンなどの端末で利用状況が確認できるシステムです。
「空き」「使用中」の状態は、その場に設置されたハーベストスイッチを切り替えるだけでリアルタイムに送信
されます。
また、ハーベストスイッチは切り替える動作で電気を発生させ情報を送信するため、電池や電源配線が不要で、
簡単かつ低コストで導入が可能です。

スマートフォン サイネージ

パソコン

使用中 空き

電源
不要

電池
不要

システム構成図

akimiru管理ソフト
ア キミル

ゲートウェイ

ハーベストスイッチ

● ON/OFF情報

●ハーベストスイッチ
ペアリング

●ゲートウェイ設定

akimiruビューワー
ア キミル ● 座席情報表示

● 通知表示

● フロアマップ設定
● 契約更新関連機能
● その他設定

クラウド上の
akimiruサーバ
ア キミル
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本システムについて

akimiruについて

各アイテムの名称とはたらき

ハーベストスイッチ
「空き」「使用中」を切り替えるハーベストスイッチです。

空き 使用中

空き/使用中サイン
ハーベストスイッチの状態（「空き」「使用中」）をサインで表示します。

スライダー
スライダーを左右にスライドさせて、「空き」「使用中」を切り替えます。
スライドさせると、ハーベストスイッチの状態がゲートウェイ経由
でサーバーに送信されます。
ハーベストスイッチにはエネルギーハーベスト技術※が組み込ま
れています。
スライドさせる力で発電しているため、電池や給電のための配線
は不要です。

※発熱や振動などの身近な力を電力に変換する技術です。
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本システムについて

akimiruについて

ゲートウェイ
複数のハーベストスイッチの状態（「空き」「使用中」）情報を受信し、インターネット回線でakimiruサーバに
送信します。

本体部

台座

①
②
③
④
⑤

�前面

⑨

⑩⑥
⑦
⑧

�背面

①	使用中/空きインジケータ
ハーベストスイッチの「空き」「使用中」の状態
が表示されます。
�点灯：空き状態

（ペアリングされたハーベストスイッチ
が1台でも「空き」になっている）

�消灯：使用中状態
（ペアリングされたハーベストスイッチ
がすべて「使用中」になっている）

②	LANインジケータ
有線LANルータとの接続状態が表示されます。
�点灯：接続されている状態
�点滅：通信中の状態
�消灯：接続されていない状態

③	NETインジケータ
インターネットの接続状態が表示されます。
�点灯：接続されている状態

④	PAIRインジケータ
ハーベストスイッチとのペアリング状態が表示
されます。
�点灯：ペアリングモードの状態
�点滅：ペアリング正常終了時
�消灯：ペアリングモードでない状態

⑤	POWERインジケータ
電源ON/OFFの状態が表示されます。
�点灯：電源ON
�消灯：電源OFF

⑥	リセットボタン
ゲートウェイを工場出荷時の状態に戻します。
1 リセットボタンを、インジケータ（①④⑤）
が点滅するまで押し続ける。（約1秒以上）

2 リセットボタンから指を離す。
自動的に再起動が開始され工場出荷状態
の設定値に戻ります。

⑦	有線LANコネクタ
付属のLANケーブルを用いて、有線LAN
ルータと接続する場合に使用します。

⑧	DCコネクタ
付属のACアダプタと接続し、給電に使用します。

⑨	セットラベル
メーカー名、品番、シリアル番号、パスワード、
技適情報、生産国名などが書かれた銘板です。

⑩	壁掛け時台座取付部
壁面または天井設置時に、台座を取り付けます。
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本システムについて

akimiruについて

akimiru 管理ソフト
akimiruの設定や管理を行うことができます。
管理以外にもゲートウェイやハーベストスイッチの登録、ゲートウェイとハーベストスイッチのペアリング等も、
akimiru管理ソフトを利用して行います。
本システムをご購入いただき、ライセンスキーや各ハードウェアが届いた後の初期設定は、このakimiru管理
ソフトを利用して行います。
�フロア設定画面

akimiru ビューワー
ハーベストスイッチが設置された場所の利用状況（「空き」「使用中」）を確認することができます。
アプリでは、複数フロアの空き数を一覧表示したり、マップ上で「空き」「使用中」の状況を確認することができます。
アプリは、パソコンやスマートフォン、タブレットで表示することができます。
パソコンでは、サイネージモードで表示する機能もあります。

�スマートフォン表示 �パソコン表示

�サイネージ
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本システムについて

akimiruについて

使い始めるまでの流れ

①	

�ハブ

2

�パソコン

�ハーベスト
スイッチ �ゲートウェイ

設定する�P.22～P.85

設置する�P.87～P.973

準備する�P.19～P.201
>AES<

�ゲートウェイ

�ハーベストスイッチ� �設定用�
パソコン

� �LAN�
スイッチングハブ

� �確認用�
スマートフォン

� �インターネット�
環境

�ゲートウェイ取扱説明書
�スタートアップガイド

利用する�P.99～P.1124
�空き �使用中

�空き �使用中



18

設定・設置・利用に必要な環境�����������������������������������������������������������������������������������������������������������19

設定するために必要な環境.......................................................................................................19

ゲートウェイを設置するために必要な環境..............................................................................19

利用するために必要な環境.......................................................................................................19

内容物を確認する�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

ハーベストスイッチ....................................................................................................................20

ゲートウェイ...............................................................................................................................20

別送書類....................................................................................................................................20

準備する

準備する



19

準備する

設定・設置・利用に必要な環境

設定するために必要な環境

設定の際には、下記を準備し、�
ゲートウェイとパソコンが通信できるようにする必要があります。
�インターネット環境（有線LAN1口が必要）

 ・ゲートウェイは固定IPには対応していないため、DHCPサーバ機能のある環境が必要です。
 ・認証機能付きのプロキシサーバは使用できません。
 ・多段ルーターのある環境では、ゲートウェイの検索に失敗する場合があります。
 ・プロキシ自動設定(ProxyAuto-Configuration,PAC)ファイルには対応しておりません。
�LANスイッチングハブ（別売）
 設定時にパソコンとゲートウェイを接続し、インターネットへ繋がるようにします。
�設定作業用windowsパソコン（別売）
 設定作業時にakimiru管理ソフトを開き、情報を入力します。
 ・インターネットへ接続する必要があります。
 ・認証機能付きのプロキシサーバには対応していません。
�確認作業用スマートフォン（別売）
 設定作業中にakimiruビューワーを開き、設定値が正しく反映されているか確認します。
 ・パソコンでも代用可能です。
 ・インターネットへ接続する必要があります

詳しい設定の手順に関しては、P.22～P.85をご確認ください。

ゲートウェイを設置するために必要な環境

ゲートウェイの設置場所には、下記の環境の準備が事前に必要です。
�インターネット環境（有線LAN1口が必要）

 ・DHCPサーバ機能のある環境が必要です。
 ・認証機能付きのプロキシサーバは使用できません。
 ・多段ルーターのある環境では、ゲートウェイの検索に失敗する場合があります。
 ・プロキシ自動設定(ProxyAuto-Configuration,PAC)ファイルには対応しておりません。
�AC100[V]　メス口1口

詳しい設置の手順に関しては、P.90～P.91をご確認ください。

利用するために必要な環境

akimiruビューワーを使用するためには、下記の環境の準備が必要です。
�スマートフォン（別売）、もしくはパソコン（別売）
 ・akimiruビューワーをブラウザで開き、空き状況を確認します。

�インターネット環境
 ・akimiruビューワーを利用するには、端末をインターネット環境に接続する必要があります。

詳しい利用方法に関しては、P.99～P.112をご確認ください。
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準備する

内容物を確認する

ハーベストスイッチ

�Ⱚ ハーベストスイッチ個装箱内
内容物 数量

ハーベストスイッチ本体 1

ユニバーサルプレート

>AES<

1

ねじ 4

両面テープ １

マグネット １

クッション １

ワイヤーフック １

アドサイト専用ブラケット １

取扱説明書 １

ゲートウェイ

�Ⱚ ゲートウェイ個装箱内
内容物 数量

ゲートウェイ本体 1

台座
ゲートウェイ本体に取付済

1

LANケーブル 1

ACアダプター １

�Ⱚゲートウェイ個装箱外
内容物 数量

固定金具 １

取扱説明書 １
スタートアップガイド １

別送書類

内容物 数量
ライセンスキー通知書 １
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設定する

設定の準備

設定をするための準備
以下の場合は、下図の様な構成で接続し、ゲートウェイとパソコンが通信できるようにする必要があります。
ゲートウェイ・ハーベストスイッチを登録する場合P.36
ゲートウェイのセキュリティ設定、登録解除をする場合P.65～P.71

�インターネット環境

�LANケーブル
（別売）

�LANケーブル（0�5�m)�
（ゲートウェイに付属）

�LANスイッチングハブ
（別売）

�設定用Windowsパソコン（別売）
 詳しい動作環境P.23

�コンセント

�ゲートウェイ
 以下の作業を実施する場合に、設定を行うゲートウェイを接続します。
 ・ゲートウェイ・ハーベストスイッチを登録する場合P.36
 ・ゲートウェイのセキュリティ設定、登録解除をする場合
P.65～P.71

�確認作業用スマートフォン（別売）
 詳しい動作環境P.99

注意事項

ゲートウェイの設定をする場合は、LANを接続してから電源に接続してください。
電源に接続してからLANを抜き差しすると、ゲートウェイが見つからない場合があります。
毎月20日22:00～24:00の間はシステムメンテナンスを行うため、設定作業は避けてください。
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設定する

動作環境
設定ツール「akimiru管理ソフト」をご利用いただくには、下記スペックのパソコンをご準備ください。
また、設定にはインターネットへの接続が必要です。
認証機能付きのプロキシサーバには対応していません。

OS：Windows10Pro(64bit)
画面解像度：1920×1080以上
※表示倍率は100%にしてください。
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設定する

管理ソフトの画面の構成とはたらき
akimiru管理ソフトの画面の基本的な構成を、下記で説明します。

①②③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

①	最小化ボタン
アプリ画面を最小化します。

②	最大化ボタン
アプリ画面を最大化します。

③	閉じるボタン
アプリを閉じます。

④	ヘルプボタン
ブラウザでユーザーズマニュアル（本書）を開きます。

⑤	ログアウトボタン
ログアウトします。

⑥	画面機能部分
表示されている内容に従って作業を行います。

⑦	ウィザードモード表示
ウィザードモード時に、ウィザードのどの段階の作業をしているのかが表示されます。
（ウィザードモード時以外のときには表示されません。）
ウィザードモードで動作するのは、フロアを新規に作成するときのみです。

⑧	画面タイトル
表示されている画面のタイトルです。
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設定する

設定の流れ

akimiru管理ソフトをパソコンにインストールする。
P.26

1

アカウント（契約アカウント）を作成する。
P.27

2

ログインする。
P.28～P.33

3

ウィザードモードに従って、新規フロアを作成する。
P.34～P.46

4
ウィザードに従って操作を進めると、フロアの作成と作成に続いてゲートウェイとハーベスト
スイッチの登録も行えます。

一般ユーザアカウントを作成し、配布する。
P.72～P.79

5
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設定する

akimiru管理ソフトをパソコンにインストールする

1. インストーラーをダウンロードする。
ライセンスキー通知書に記載のURLにアクセスして、インストーラーをダウンロードします。

2. akimiru管理ソフトをインストールする。
ダウンロードされた「setup.exe」をマウスで右クリックして、管理者として実行をクリックします。
インストール画面が表示されるので、画面に従って、インストールします。

3. akimiru管理ソフトを起動する。
デスクトップのショートカット、もしくはスタートメニューから「akimiru.exe」をダブルクリックするこ
とで、akimiru管理ソフトが起動します。

4. ログイン画面が表示されたのを確認する。
ログイン画面が表示されれば、完了です。



27

設定する

契約アカウントを発行する

1. ログイン画面P.28から、�
�新規アカウント作成�をクリックする。

2. 新規アカウントのメールアドレスを入力する。
確認のため、確認用欄にも同じメールアドレスを入力してください。

新規アカウント作成画面

①

②

③

④
⑤

①	メールアドレス�入力欄
新規に作成する契約アカウントのメールアドレス
を入力します。
半角英数記号のみ、１～64文字

②	メールアドレス�再入力欄
①で入力したメールアドレスを再度入力します。

③	メッセージ表示エリア
エラーが発生した際に、エラーメッセージが
表示されます。

④	アカウント作成ボタン
新規アカウントが作成され、①、②で入力さ
れたメールアドレス宛にログインIDと仮パス
ワードを送信し、ログイン画面P.28に移動
します。

⑤	キャンセルボタン
新規アカウントの作成をキャンセルし、ログイン
画面P.28に移動します。

3. �アカウント作成�をクリックする。
入力したメールアドレスが契約アカウント用のアドレスとして登録され、ログイン画面P.28に移動します。
入力したメールアドレスに対して契約アカウントのログインID・仮パスワードがメールで通知されます。

注意事項

新規アカウント作成画面で作成できるのは、契約アカウントのみです。
システムに登録済みのメールアドレスを用いて複数の契約アカウントを作成することはできません。
発行後24時間以内にログインID・仮パスワードによるログインがない場合、発行したアカウントは無効になります。
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設定する

ログインする

1. 「akimiru管理ソフト�exe」をクリックする。
アプリが起動し、ログイン画面が表示されます。

2. IDとパスワードを入力する。
ログイン画面

②

①

③

⑤
⑥
⑦

④

①	ID�入力欄
ユーザIDを入力します。

②	パスワード�入力欄
設定されたパスワードを入力します。

③	メッセージ表示エリア
エラーが発生した場合、エラーメッセージが
表示されます。

④	ログインボタン
ログイン時の状態に応じて、
・メインメニューP.47、
・フロア作成画面P.34、
・仮パスワード変更画面P.30、
・サービス利用規約画面P.31、
・パスワード変更画面P.32に移動します。

⑤	ライセンスの確認と割り当てボタン
入力されたIDとパスワードでライセンスの
確認と割り当て画面P.83、P.84に移動
します。

⑥	パスワードを忘れた方ボタン
パスワード再設定画面P.33に移動します。

⑦	新規アカウント作成ボタン
新規アカウント作成画面P.27に移動します。

3. �ログイン�をクリックする
メインメニューP.47に移動します。
1つもフロアが作成されていない場合、フロア作成画面P.34に移動します。
ログイン後、状況に応じて下記の画面に移動する場合があります。

 ・仮パスワードを使ってログインした場合、仮パスワード変更画面P.30に移動します。
 ・契約ユーザがログインし、最新の利用規約に同意していない場合、サービス利用規約画面

P.31に移動します。
 ・パスワードの有効期限が切れている場合、パスワード変更画面P.32に移動します。
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ログインする

設定する

注意事項

契約ユーザがサービス利用規約に同意していない場合、管理アカウントはakimiru管理ソフトにログインす
ることができません。
初めてakimiruをご利用になられる場合、利用規約の内容に変更があり再度同意が必要な場合は、必ず
契約アカウントでログイン後、サービス利用規約画面P.31で利用規約に同意し、ご利用ください。
一般ユーザはakimiru管理ソフトにログインすることはできません。
ログイン失敗した場合、失敗した回数に応じてログインの制限が発生します。

 ・３回：１分間ログイン不可
 ・６回：５分間ログイン不可
 ・９回：１５分間ログイン不可
 ・１２回以上：３の倍数回ごとに１時間ログイン不可
同時ログイン防止のため、ログイン中の契約アカウント・管理アカウントを使って再度ログインをすると、
二重ログイン警告画面が表示されます。
ログインには有効期限があり、ログインしてから一定時間操作がないと強制的にログアウトされます。
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ログインする

設定する

仮パスワードを使ってログインした場合

1. ログイン画面P.28から�ログイン�をクリックする。
仮パスワードを使用してログインした場合、この画面が表示されます。

2. 新しいパスワードを入力する。
確認のため、確認用欄にも同じパスワードを入力してください。

仮パスワード変更画面

②

①

③

④

①	新しいパスワード�入力欄
新しいパスワードを入力します。
パスワードの入力規制に関しては、画面上の注意事項をご確認ください。
また、メールアドレスのユーザ名およびログインIDの全部を含むことはできません。

②	新しいパスワード�再入力欄
①で入力したパスワードを再度入力します。

③	メッセージ表示エリア
エラーが発生した際に、エラーメッセージが表示されます。

④	変更ボタン
①、②の内容で、変更を実行し、ログイン画面P.28に移動します。

3. �変更�をクリックする。
入力したパスワードが本パスワードとして登録され、ログイン画面P.28に移動します。
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ログインする

設定する

利用規約に同意していない場合

1. ログイン画面P.28から�ログイン�をクリックする。
契約ユーザがログインし、最新の利用規約に同意していない場合、この画面が表示されます。

2. サービス利用規約を確認する。
利用規約内容を最後まで確認してください。

サービス利用規約画面

①

③
②

①	利用規約
サービス利用規約が表示されます。

②	同意するボタン
利用規約に同意し、状態に応じて、
・メインメニューP.47、
・フロア作成画面P.34、
・仮パスワード変更画面P.30、
・パスワード変更画面P.32に移動します。

③	同意しないボタン
利用規約に同意せず、ログイン画面P.28
に移動します。

3. �同意する�をクリックする。
メインメニューP.47に移動します。
1つもフロアが作成されていない場合、フロア作成画面P.34に移動します。
状況に応じて下記の画面に移動する場合があります。
・仮パスワードを使用した場合、仮パスワード変更画面P.30に移動します。
・パスワードの有効期限が切れている場合、パスワード変更画面P.32に移動します。

注意事項

契約ユーザがサービス利用規約に同意していない場合、管理アカウントはakimiru管理ソフトにログインす
ることができません。
サービス利用規約に変更があった場合、再度サービス利用規約に同意する必要があります。
ログイン中に同意していないサービス利用規約が発行した場合、強制的にログアウトします。
以降、契約アカウントがサービス利用規約に同意するまでログインすることができません。
一般ユーザはakimiru管理ソフトにログインすることはできません。
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ログインする

設定する

パスワードの有効期限が切れている場合

1. ログイン画面P.28から�ログイン�をクリックする。
パスワードの有効期限が切れている場合、パスワード変更警告画面が表示されます。

2. �今すぐ変更�をクリックする。
パスワード変更画面が表示されます。
後でをクリックすると、パスワードを変更せずにログインしますが、
セキュリティのため、パスワードを更新することをお勧めします。

3. 新しいパスワードを入力する。
確認のため、再入力欄にも同じパスワードを入力してください。

パスワード変更画面

⑤

②

①

③

④

①	新しいパスワード�入力欄
新しいパスワードを入力します。
パスワードの入力規制に関しては、画面上の注意事項をご確認ください。
また、メールアドレスのユーザ名およびログインIDの全部を含むことはできません。

②	新しいパスワード�再入力欄
①で入力したパスワードを再度入力します。

③	メッセージ表示エリア
エラーが発生した際に、エラーメッセージが表示されます。

④	変更ボタン
①、②の内容で、変更を実行し、ログイン画面P.28に移動します。

⑤	キャンセルボタン
パスワードの変更をキャンセルし、メインメニューP.47に移動します。
1つもフロアが作成されていない場合、フロア作成画面P.34に移動します。

4. �変更�をクリックする。
入力したパスワードが新しいパスワードとして登録され、ログイン画面P.28に移動します。
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ログインする

設定する

パスワードを忘れたから、再発行する

1. ログイン画面P.28から�パスワードを忘れた方�をクリックする。
2. メールアドレスを入力する。

パスワードを忘れてしまったアカウントのメールアドレスを入力します。

パスワード再設定画面

①

②

④
③

①	メールアドレス�入力欄
パスワードを忘れてしまったアカウントのメールアドレスを入力します。

②	メッセージ表示エリア
エラーが発生した際に、エラーメッセージが表示されます。

③	送信ボタン
①で入力されたメールアドレス宛にログインID・仮パスワードを送信し、ログイン画面P.28に
移動します。

④	キャンセルボタン
パスワードの再設定をキャンセルし、ログイン画面P.28に移動します。

3. �送信�をクリックする。
入力したメールアドレスに対して、ログインID・仮パスワードがメールで通知され、ログイン画面
P.28に移動します。

注意事項

発行後24時間以内に仮パスワードによるログインがない場合、発行した仮パスワードを無効にし、発行前
のパスワードに戻ります。
仮パスワード発行後，発行前の本パスワードでログインした場合、仮パスワードではログインできなくなり
ます。
仮パスワード発行後、再度仮パスワード発行することができます。
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設定する

フロアを新規作成する

1. メインメニューP.47から、�フロア新規作成�をクリックする。
※ログイン後、フロアが１つも登録されていない場合、ログイン画面P.28から直接この画面が表示されます。

ウィザードモード表示となり、フロアの新規作成～機器の登録、フロア詳細設定までの一連の作業が
ウィザードに従って行えます。

2. 設定の準備をする。
フロアを新規に作成して、ゲートウェイを登録→ハーベストスイッチを登録するためには、パソコンと
ゲートウェイを接続し、通信できるようにする必要があります。
準備の内容に関しては、設定をするための準備P.22に記載の内容をご確認ください。

3. 階数・フロア名・表示方法を入力する。
フロア作成画面

③

⑥

①
②

④

⑤

①	階数�入力欄
フロアの階数を最大２文字（半角英数記号）
で入力します。

②	フロア名�入力欄
フロアの名称を最大１４文字（全角２文字、
半角１文字で計算）で入力します。

③	表示方法
フロアを「リスト表示」「マップ表示」のどちら
の表示方法で作成するかを選択します。

④	フロアマップ設定
④でフロアマップ表示を選択した場合、登録
する俯瞰図、詳細図のファイルを選択し、背景
色を指定します。

⑤	メインメニューへボタン
フロアの作成を中止し、メインメニュー
P.47に移動します。

⑥	次へボタン
入力された情報でフロアを作成し、LAN内
ゲートウェイ一覧画面（ウィザード）P.36
に移動します。

4. �次へ�をクリックする。
入力された情報でフロアを作成し、LAN内ゲートウェイ一覧画面（ウィザード）P.36に移動します。
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フロアを新規作成する

設定する

表示方法に関して

akimiruビューワー上では、それぞれの表示方法に関して下図のように表示されます。

階数とフロア名に関して

akimiruビューワー上では、階数とフロア名に関して下図のように表示されます。

俯瞰図と詳細図に関して

表示形式がマップ表示の場合、俯瞰図と詳細図を設定できます。
akimiruビューワーでは最初は俯瞰図の状態で表示され、拡大すると詳細図表示になります。
表示が切り替わるタイミングは、アイコン設定ダイアログP.58のアイコン切替閾値で設定できます。
登録できる画像ファイルは下記になります。
俯瞰図：50Mbyte以下のsvg形式ファイル
詳細図：50Mbyte以下のsvg,png,jpg形式ファイル
俯瞰図を登録する場合は、詳細図をsvg形式で登録してください。
jpg、pngを詳細図として登録すると、俯瞰図を登録できません。
svg形式ファイルを作成、登録する場合は弊社へご依頼いただきますようお願いいたします。
お客様にて作成される場合、正しく表示されない場合がございます。

マップ表示画面リスト表示画面

マップ表示画面フロア選択画面

詳細図俯瞰図
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フロアを新規作成する

設定する

ゲートウェイ / ハーベストスイッチを登録する（ウィザード）

1. フロア作成画面P.34から、�次へ�をクリックする。
2. ゲートウェイを選択する。

システムに登録・ハーベストスイッチとペアリングさせるゲートウェイを選択します。
ゲートウェイとパソコンが接続されていないと、ゲートウェイがリストに表示されません。
事前に設定をするための準備P.22に記載の内容をご確認ください。

LAN内ゲートウェイ一覧画面（ウィザード）

メインメニューからこの画面を開いたときはP.65をご覧ください。
フロア設定画面からこの画面を開いたときはP.59をご確認ください。

① ② ③ ④ ⑤

⑦
⑧

⑥

①	ゲートウェイ一覧
パソコンと同一ネットワーク内に
あるゲートウェイが一覧表示さ
れます。

②	ゲートウェイID
ゲートウェイのIDが表示されます。

③	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示され
ます。

④	IPアドレス
ゲートウェイのIPアドレスが表
示されます。

⑤	状態
ゲートウェイの登録状態が表示さ
れます。
状態に関する説明はP.37をご参
照ください。

⑥	更新ボタン
ネットワーク内のゲートウェイの情
報を再取得します。

⑦	メインメニューへボタン
ウィザードを中断して、メインメニュー
P.47に戻ります。

⑧	次へボタン
①で選択されたゲートウェイの状
態に応じて、ゲートウェイ登録画面
（ウィザード）P.37、ペアリング
開始画面（ウィザード）P.38に
移動します。

3. �次へ�をクリックする。
ゲートウェイの状態が未登録の場合、ゲートウェイ登録画面（ウィザード）P.37に移動します。
ゲートウェイの状態が登録済みの場合、ペアリング開始画面（ウィザード）P.38に移動します。
ゲートウェイの状態が登録状態不一致の場合、再登録確認ポップが表示され、OKをクリックすると
ゲートウェイ登録画面（ウィザード）P.37に移動します。
ゲートウェイの状態が引継ぎ済みの場合、次へをクリックできません。
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フロアを新規作成する

設定する

ゲートウェイの状態に関して

ゲートウェイの状態は、以下の４種類があります。

状態 状態の説明
未登録 システムに登録していないゲートウェイ。

（一度も登録したことがない/登録解除された/リセットボタンを押された）
登録済み システムに登録しているゲートウェイ。
登録状態不一致 登録済みのゲートウェイがファクトリーリセットされた場合や、ゲートウェイ登録解除時に

ゲートウェイ上の登録情報を削除できなかった場合、ライセンスが消化されて期限切れに
なった場合など、ゲートウェイとシステム上で登録状態が不一致になっているゲートウェイ。

引継ぎ済み 登録済みのゲートウェイが故障等で利用不可になり、新しいゲートウェイに有効期限を
引き継いだゲートウェイ。

4. ゲートウェイ名・ライセンス情報・プロキシ設定を入力する。
ゲートウェイ登録画面（ウィザード）
ウィザードモードでないときにこの画面を開いたときはP.60をご確認ください。

②

④

①

③

⑤
⑥

①	ゲートウェイ名�入力欄
ゲートウェイの名称を最大20文字（全角2文字、
半角1文字の計算）で入力します。

②	ライセンスキー�入力欄
新規でライセンスを割り当てる場合に、有効
なライセンスキーを入力します。

③	有効期限引継ぎ
有効期限を別のゲートウェイから引き継ぐ場合
に、引き継ぎ元のゲートウェイを選択します。

④	プロキシ設定
プロキシを使用する場合に設定します。

⑤	戻るボタン
ゲートウェイの登録を中断して、LAN内ゲートウェイ
一覧画面（ウィザード）P.36に移動します。

⑥	次へボタン
ゲートウェイの登録を完了し、ゲートウェイ登
録確認画面が表示されるので、登録をクリッ
クするとペアリング開始画面（ウィザード）
P.38に移動します。

5. �次へ�をクリックする。
ゲートウェイ登録確認画面が表示され、登録をクリックするとペアリング開始画面（ウィザード）
P.38に移動します。
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注意事項

毎月20日22:00～24:00の間はシステムメンテナンスを行うため、この間にライセンスキーを入力し
ても、残ライセンスを取得することができません。
有効期限引き継ぎは、ゲートウェイが初期不良等により利用不可となった場合に付与しているライセンスを
別のゲートウェイに引継ぐことを想定した機能です。
使用中のゲートウェイ台数を削減するための機能ではないので、ライセンスが付与されているゲートウェイ
や複数のゲートウェイへの引継ぎはできません。
また、一度引継ぎされた場合、他のゲートウェイに再度引継ぐことはできません。
ライセンスを割り当てた後も、ライセンスの付け替え等でライセンスキーが必要になる場合がございます。
画面に表示されているライセンスキーを控え、ライセンスキー発行通知書は捨てずに保管しておいてください。
また、どのゲートウェイにライセンスを割り当てたのか、控えておいてください。ライセンスキー引継ぎの際
に、必要になります。

6. ハーベストスイッチ名・タグ名を入力する。
選択・登録したゲートウェイにペアリングするハーベストスイッチの名前と、設定するタグ名を入力します。

ペアリング開始画面（ウィザード）
ウィザードモードでないときにこの画面を開いたときはP.61をご確認ください。

①
②

③

④ ⑤
⑥

①	ハーベストスイッチ名�入力欄
ハーベストスイッチの名称を最大20文字
（全角2文字、半角1文字の計算）で入力します。

②	タグ名�選択欄
ハーベストスイッチに登録するタグを選択し
ます。タグは事前に設定したものか、「なし」
から選択します。

③	メッセージ表示エリア
エラーが発生した際に、エラーメッセージが
表示されます。

④	戻るボタン
ゲートウェイとのペアリングを中断して、LAN
内ゲートウェイ一覧画面（ウィザード）P.36
に移動します。

⑤	ペアリングしないボタン
ペアリングを完了し、フロア設定画面（ウィザード）
P.40～P.42に移動します。

⑥	ペアリング開始ボタン
①②の情報でペアリングを開始し、ペアリング
画面（ウィザード）P.39に移動します。

7. �ペアリング開始�をクリックする。
ペアリング画面（ウィザード）P.39に移動します。
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8. ペアリング作業手順を確認する。
説明画像に掲載されている手順を確認します。

ペアリング画面（ウィザード）

ウィザードモードでないときにこの画面を開いたときはP.62をご確認ください。

①

②
③

①	ペアリング手順
ペアリングの方法を説明する画像が表示されます。内容に従ってペアリングを実施してください。

②	プログレスバー
ペアリングモードが終了するまでの時間経過がプログレスバーで案内されます。
プログレスバーがなくなるまでに、手順に従ってペアリングを実施してください。

③	ペアリング中止ボタン
ペアリングを中止し、ペアリング開始画面（ウィザード）P.38に移動します。

9. ペアリングを実施する。
手順に従ってペアリングを行うと、ペアリング成功画面が表示されます。

10. �次のハーベストスイッチへ�をクリックし、�
次のペアリングに進む。
手順6～10を繰り返して、すべてのハーベストスイッチをゲートウェイ
にペアリングしてください。
1台のゲートウェイに対して接続できるハーベストスイッチの最大数は
64台です。

11. すべてのハーベストスイッチのペアリングが完了したら、�
�完了�をクリックし、ペアリングを終了する。
フロア設定画面（ウィザード）P.40～P.42に移動します。
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フロアの詳細を設定する（ウィザード）

1. フロアの詳細設定をする。
リスト上に、登録されたゲートウェイ/ハーベストスイッチが一覧で表示されています。
ハーベストスイッチの状態がアプリで見えるようにフロアに配置する方法に関しては、P.53を
ご確認ください。

フロア設定画面（リスト表示）（ウィザード）

ウィザードモードでないときにこの画面を開いたときはP.50をご確認ください。
フロア設定画面（マップ表示）（ウィザード）の場合は、P.41～P.42を参照してください。

②

①

④③ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

⑥

⑫

⑬ ⑭ ⑮
⑯ ⑰

①	ゲートウェイ一覧
ゲートウェイの一覧が表示され
ます。

②	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示され
ます。

③	ゲートウェイID
ゲートウェイのIDが表示されま
す。

④	登録日
ゲートウェイを登録した日付が
表示されます。

⑤	ゲートウェイ配置チェックボックス
チェックすると、フロアにゲート
ウェイを配置します。

⑥	ペアリング済み�
ハーベストスイッチ一覧
①の一覧で配置されているゲー
トウェイとペアリングされている
ハーベストスイッチが表示され
ます。

⑦	ハーベストスイッチ名
ハーベストスイッチの名称が表示さ
れます。

⑧	ハーベストスイッチID
ハーベストスイッチのIDが表示さ
れます。

⑨	ペアリングしているゲートウェイ名
ペアリングされたゲートウェイの名
称が表示されます。

⑩	ペアリングしているゲートウェイID
ペアリングされたゲートウェイのID
が表示されます。

⑪	akimiruビューワーに表示�
チェックボックス
チェックすると、フロアにハーベスト
スイッチを配置します。

⑫	表示順
ハーベストスイッチがakimiru
ビューワーに表示される表示順を
設定します。

⑬	ゲートウェイ/ハーベストスイッチ
追加ボタン
LAN内ゲートウェイ一覧画面（ウィ
ザード）P.36に移動し、ゲートウェ
イとハーベストスイッチの追加が行
えます。

⑭	ゲートウェイ名変更ボタン
①で選択したゲートウェイのゲート
ウェイ名変更ダイアログP.57を
表示し、名称の変更が行えます。

⑮	ハーベストスイッチ設定変更ボタン
⑥で選択したハーベストスイッチの
ハーベストスイッチ設定変更ダイア
ログP.57を表示し、名称とタグ
の変更が行えます。

⑯	メインメニューへボタン
フロア設定を中断してメインメニュー
P.47へ移動します。

⑰	次へボタン
フロア設定を終了し、メインメニュー
P.47へ移動します。
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フロア設定画面（マップ表示）（ウィザード）

ウィザードモードでないときにこの画面を開いたときはP.51をご確認ください。
フロア設定画面（リスト表示）’（ウィザード）の場合は、P.40を参照してください。
⑭～㉒については、P.42を参照してください。

⑥

⑫⑪⑩①

② ③ ④ ⑤

⑦ ⑧ ⑨

⑬
①	ゲートウェイ一覧
ゲートウェイの一覧が表示されます。

②	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示されます。

③	ゲートウェイID
ゲートウェイのIDが表示されます。

④	登録日
ゲートウェイを登録した日付が表示されます。

⑤	ゲートウェイ配置状態
ゲートウェイの配置状態が表示されます。

⑥	ペアリング済みハーベストスイッチ一覧
①で選択されているゲートウェイにペアリン
グされているハーベストスイッチのみが表示
されます。

⑦	ハーベストスイッチ名
ハーベストスイッチの名称が表示されます。

⑧	ハーベストスイッチID
ハーベストスイッチのIDが表示されます。

⑨	ハーベストスイッチ配置状態
ハーベストスイッチの配置状態が表示されます。

⑩	フロアマップ
フロアの詳細図が表示されます。

⑪	ハーベストスイッチアイコン（配置位置）
ハーベストスイッチの配置位置が表示されます。
⑥で選択されたハーベストスイッチは、ハー
ベストスイッチ名も表示されます。
：①で選択されたゲートウェイにペアリング
されているハーベストスイッチ
：選択されていないゲートウェイにペアリング
されているハーベストスイッチ

⑫	ゲートウェイアイコン（配置位置）
ゲートウェイの配置位置が表示されます。
①で選択されたゲートウェイは、ゲートウェイ
名も表示されます。
：①で選択されたゲートウェイ
：選択されていないゲートウェイ

⑬	マップ拡大/縮小スライダ
スライダ操作でマップの縮尺を変更します。
－ボタン/＋ボタンをクリックしても、マップ
の縮尺を変更できます。
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フロア設定画面（マップ表示）（ウィザード）　続き

ウィザードモードでないときにこの画面を開いたときはP.52をご確認ください。
フロア設定画面（リスト表示）（ウィザード）の場合は、P.40を参照してください。
①～⑬については、P.41を参照してください。

�

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

�
⑭	ゲートウェイ名変更ボタン
①で選択したゲートウェイのゲートウェイ名
変更ダイアログP.57を表示し、名称の変
更が行えます。

⑮	ハーベストスイッチ設定変更ボタン
⑥で選択したハーベストスイッチのハーベスト
スイッチ設定変更ダイアログP.57を表示し、
名称とタグの変更が行えます。

⑯	配置状態解除エリア
ゲートウェイアイコン/ハーベストスイッチ
アイコンをドラッグすると、表示されます。
このエリアの上でアイコンをドロップすると、
配置状態が解除されます。

⑰	フロアマップ画像トリミングボタン
詳細図がpng、jpgの場合のみ、フロアマップ
画像トリミングダイアログP.58を表示し、
フロアマップ画像のトリミングが行えます。

⑱	フロアマップ画像変更ボタン
フロアマップ画像変更ダイアログP.58を
表示し、フロアマップ画像の変更が行えます。

⑲	アイコン設定ボタン
アイコン設定ダイアログP.58を表示し、
アイコンアニメーションやサイズの設定が
行えます。

⑳	ゲートウェイ/ハーベストスイッチ追加ボタン
LAN内ゲートウェイ一覧画面（ウィザード）
P.36に移動し、ゲートウェイとハーベスト
スイッチの追加が行えます。

㉑	メインメニューへボタン
フロア設定を中断してメインメニューP.47
へ移動します。

㉒	次へボタン
フロア設定を終了し、メインメニューP.47
へ移動します。
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ハーベストスイッチの状態がアプリで見えるように、 
フロアに配置する（ウィザード）

1. ゲートウェイ→ハーベストスイッチの順で配置する。

リスト表示の場合

ゲートウェイを配置する

1. ゲートウェイ一覧から、�
「ゲートウェイ配置チェックボックス」を�
チェックする。
チェックされたゲートウェイが配置されます。

�Ⱚ 配置を解除するには
1. ゲートウェイ一覧から、�
「ゲートウェイ配置チェックボックス」のチェックを解除する。
配置の設定が解除されます。

ハーベストスイッチを配置する

1. ゲートウェイ一覧から、�
配置したいハーベストスイッチを�
ペアリングしたゲートウェイを選ぶ。

2. ペアリング済みハーベストスイッチ一覧から、�
「akimiruビューワーに表示チェックボックス」を
チェックする。
チェックされたハーベストスイッチが配置されます。

�Ⱚ 配置を解除するには
1. ペアリング済みハーベストスイッチ一覧から、�
「akimiruビューワーに表示チェックボックス」のチェックを解除する。
配置の設定が解除されます。
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マップ表示の場合

ゲートウェイを配置する

フロアマップの画像の余白を切り抜きたい場合は、ゲートウェイ/ハーベストスイッチを配置する前に、画像
トリミングを行ってください。P.58

1. ゲートウェイ一覧から、�
配置したいゲートウェイを選ぶ。

2. 選んだゲートウェイを、�
フロアマップにドラッグ＆ドロップ
する。
フロアマップに、ゲートウェイが配置
されます。

�Ⱚ 配置位置を変更するには
1. 配置位置を変更したいゲートウェイを選択し、�
移動先にドラッグ＆ドロップする。
配置位置が変更されます。

�Ⱚ 配置を解除するには
1. 解除したいゲートウェイを選択し、�
配置状態解除エリアに�
ドラッグ＆ドロップする。
配置の設定が解除されます。
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ハーベストスイッチを配置する

1. ゲートウェイ一覧から、�
配置したいハーベストスイッチを�
ペアリングしたゲートウェイを選ぶ。

2. ペアリング済みハーベストスイッチ
一覧から、配置したいハーベスト�
スイッチを選ぶ。

3. 選んだハーベストスイッチを、�
フロアマップにドラッグ＆ドロップする。
フロアマップにハーベストスイッチが配置されます。

�Ⱚ 配置位置を変更するには
1. フロアマップから、�
配置位置を変更したいハーベストスイッチを�
選択し、移動先にドラッグ＆ドロップする。
配置位置が変更されます。

�Ⱚ 配置を解除するには
1. フロアマップから、�
解除したいハーベストスイッチを
選択し、配置状態解除エリアに�
ドラッグ＆ドロップする。
配置の設定が解除されます。
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2. 設定内容を確認する。
akimiruビューワーを起動し、配置したハーベストスイッチが設定どおりに表示されているかを確認します。
akimiruビューワーの使い方に関しては、P.99～P.112で利用の方法をご確認ください。

�Ⱚ リスト表示の場合
フロア設定画面（ウィザード）P.40で設定した、ハーベストスイッチの
・名称
・タグ
・表示順
が正しく反映されているかを確認します。

�Ⱚ マップ表示の場合
フロア設定画面（ウィザード）P.41で実施した、ハーベストスイッチの
・場所
・タグ
が正しく反映されているかを確認します。

3.  次へ をクリックし、ウィザードを終了する。
設定がすべて完了したら、フロア設定画面の右下の次へをクリックして、設定を終了します。
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メインメニューから各種設定を行う
この画面は、ログイン画面P.28でログインをクリックすると表示されます。
1つもフロアが登録されていない場合は、フロア作成画面P.34が表示されるため、ウィザードに従って
フロアの作成を完了してください。

メインメニュー

①

②

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑤④ ⑥

③

①	作成済みフロア一覧
作成済みのフロアが一覧で表示されます。

②	フロア名
各フロアの階数と名称が表示されます。

③	作成日
各フロアの作成日が表示されます。

④	フロア新規作成ボタン
フロア作成画面P.34に移動し、ウィザードに
従ってフロアの作成が行えます。

⑤	フロア設定変更ボタン
①で選択されたフロアのフロアメニューP.48
に移動し、フロアに関する各種設定、既存フロア
へのゲートウェイ・ハーベストスイッチの追加が
行えます。

⑥	フロア表示順変更ボタン
フロア表示順変更ダイアログP.63を表示し、
フロア選択時のフロアの表示順の変更が行え
ます。

⑦	機器一覧ボタン
登録機器一覧画面P.64に移動し、登録され
ているゲートウェイ・ハーベストスイッチの情報
を一覧で確認できます。

⑧	セキュリティ設定 /登録解除ボタン
LAN内ゲートウェイ一覧画面（メインメニュー）
P.65に移動し、ゲートウェイの各種設定が行
えます。

⑨	ユーザ設定ボタン
ユーザ一覧画面P.72を表示し、ユーザーの
追加・設定・削除が行えます。

⑩	ログイン設定ボタン
ログイン有効期限設定画面P.80に移動し、
akimiru 管理ソフト、akimiruビューワー、サイ
ネージのログイン有効期限の設定が行えます。

⑪	タグ設定ボタン
タグ設定画面P.81に移動し、タグの設定
が行えます。

⑫	空席・満席表示ボタン
空席・満席表示設定画面P.82に移動し、
akimiruビューワーで表示されるアイコンの設定
が行えます。
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フロアの設定を変更する

1. メインメニューP.47の作成済フロア一覧から�
フロアを選択し、�フロア設定変更�をクリックする。

2. 各種設定をする。
フロアメニュー

①

②

④ ⑤ ⑥ ⑦③

①	フロア情報
フロア名称、ゲートウェイ数、ハーベストスイッチ
数、フロア表示タイプ（リスト/マップ）が表示さ
れます。

②	フロアマップ
フロアマップ（詳細図）が表示されます。
フロア表示タイプが「マップ」の場合のみ

③	戻るボタン
メインメニューP.47に移動します。

④	フロア名変更ボタン
フロア名変更ダイアログP.49を表示し、
フロアの階数と名称の変更が行えます。

⑤	フロア設定ボタン
フロア設定画面P.50～P.52に移動し、
登録されたゲートウェイ・ハーベストスイッチ
の設定・追加が行えます。
フロア表示タイプがマップの場合は、マップ
画像の設定も行えます。

⑥	フロア表示情報変更ボタン
フロア表示情報変更ダイアログP.49を
表示し、フロア表示タイプ（マップ/リスト）の
変更が行えます。
フロア表示タイプがマップの場合は、マップ
画像の設定も行えます。

⑦	フロア削除ボタン
フロア削除確認ダイアログP.49が表示さ
れ、フロアの削除が行えます。
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フロア名を変更する

1. フロアメニューP.48から、�フロア名変更�をクリックする。
2. フロアの階数と名称を変更する。
3. �OK�をクリックする。

フロアの階数と名称が変更されます。

フロアの表示方法とマップ画像を変更する

1. フロアメニューP.48から、�フロア表示情報変更�をクリックする。
2. フロア表示情報の設定をする。

�表示方法
マップ表示/リスト表示を選びます。
�詳細図画像ファイル※�
俯瞰図画像ファイル※
ファイル選択をクリックし、詳細図と俯瞰図のマップのファイル
を選択します。
ファイルを消去する場合は、クリアをクリックします。
�背景色※
白/黒から選びます。

※表示方法が「マップ表示」の場合のみ設定できます。

3. �OK�をクリックする。
フロアの表示方法が変更されます。

フロアを削除する
削除したフロアは、元には戻せません。十分にご確認のうえ、行ってください。

1. フロアメニューP.48から、�フロア削除�をクリックする。
2. �削除�をクリックする。

フロアが削除されます。
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設定する

フロアの詳細設定をする

1. フロアメニューP.48から、�フロア設定�をクリックする。
2. フロアの詳細設定をする。

リスト上に、登録されたゲートウェイ/ハーベストスイッチが一覧で表示されています。
ハーベストスイッチの状態がアプリで見えるように、フロアに配置する方法に関しては、P.53を
ご確認ください。

フロア設定画面（リスト表示）

ウィザードモードでこの画面を開いたときはP.40をご確認ください。
フロア設定画面（マップ表示）の場合は、P.51～P.52を参照してください。

⑥

③ ④ ⑤

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

②

⑬
⑯ ⑰

①

⑮⑭

①	ゲートウェイ一覧
ゲートウェイの一覧が表示され
ます。

②	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示され
ます。

③	ゲートウェイID
ゲートウェイのIDが表示されま
す。

④	登録日
ゲートウェイを登録した日付が
表示されます。

⑤	ゲートウェイ配置チェックボックス
チェックすると、フロアにゲート
ウェイを配置します。

⑥	ペアリング済み�
ハーベストスイッチ一覧
①の一覧で配置されているゲー
トウェイとペアリングされている
ハーベストスイッチが表示され
ます。

⑦	ハーベストスイッチ名
ハーベストスイッチの名称が表示さ
れます。

⑧	ハーベストスイッチID
ハーベストスイッチのIDが表示さ
れます。

⑨	ペアリングしているゲートウェイ名
ペアリングされたゲートウェイの名
称が表示されます。

⑩	ペアリングしているゲートウェイID
ペアリングされたゲートウェイのIDが
表示されます。

⑪	akimiruビューワーに表示�
チェックボックス
チェックすると、フロアにハーベスト
スイッチを配置します。

⑫	ハーベストスイッチ表示順
ハーベストスイッチがakimiru
ビューワーに表示される表示順を
設定します。

⑬	ゲートウェイ/ハーベストスイッチ
追加ボタン
LAN内ゲートウェイ一覧画面（フロア
設定）P.59に移動します。

⑭	ゲートウェイ名変更ボタン
①で選択したゲートウェイのゲート
ウェイ名変更ダイアログP.57を
表示し、名称の変更が行えます。

⑮	ハーベストスイッチ設定変更ボタン
⑥で選択したハーベストスイッチの
ハーベストスイッチ設定変更ダイア
ログP.57を表示し、名称とタグの
変更が行えます。

⑯	フロアメニューへボタン
フロア設定を中断してフロアメニュー
P.48へ移動します。

⑰	設定ボタン
設定情報を登録して、フロアメニュー
P.47へ移動します。
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フロアの詳細設定をする

設定する

フロア設定画面（マップ表示）

ウィザードモードでこの画面を開いたときはP.41をご確認ください。
フロア設定画面（リスト表示）の場合は、P.50を参照してください。
⑭～⑳については、P.52を参照してください。

①

⑥

⑫⑩⑪

⑦ ⑨⑧

② ③ ④ ⑤

⑬

①	ゲートウェイ一覧
ゲートウェイの一覧が表示されます。

②	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示されます。

③	ゲートウェイID
ゲートウェイのIDが表示されます。

④	登録日
ゲートウェイを登録した日付が表示されます。

⑤	ゲートウェイ配置状態
ゲートウェイの配置状態が表示されます。

⑥	ペアリング済みハーベストスイッチ一覧
①で選択されているゲートウェイにペアリング
されているハーベストスイッチのみが表示さ
れます。

⑦	ハーベストスイッチ名
ハーベストスイッチの名称が表示されます。

⑧	ハーベストスイッチID
ハーベストスイッチのIDが表示されます。

⑨	ハーベストスイッチ配置状態
ハーベストスイッチの配置状態が表示されます。

⑩	フロアマップ
フロアの詳細図が表示されます。

⑪	ハーベストスイッチアイコン（配置位置）
ハーベストスイッチの配置位置が表示されます。
⑥で選択されたハーベストスイッチは、ハー
ベストスイッチ名も表示されます。
：①で選択されたゲートウェイにペアリング
されているハーベストスイッチ
：選択されていないゲートウェイにペアリング
されているハーベストスイッチ

⑫	ゲートウェイアイコン（配置位置）
ゲートウェイの配置位置が表示されます。
①で選択されたゲートウェイは、ゲートウェイ
名も表示されます。
：①で選択されたゲートウェイ
：選択されていないゲートウェイ

⑬	マップ拡大/縮小スライダ
スライダ操作でマップの縮尺を変更します。
－ボタン/＋ボタンをクリックしても、マップ
の縮尺を変更できます。
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フロアの詳細設定をする

設定する

フロア設定画面（マップ表示）　続き

ウィザードモードでこの画面を開いたときはP.42をご確認ください。
フロア設定画面（リスト表示）の場合は、P.50を参照してください。
①～⑬については、P.51を参照してください。

�

⑰ ⑱ ⑲ ⑳⑭ ⑮ ⑯

⑭	ゲートウェイ名変更ボタン
①で選択したゲートウェイのゲートウェイ名
変更ダイアログP.57を表示し、名称の変更
が行えます。

⑮	ハーベストスイッチ設定変更ボタン
⑥で選択したハーベストスイッチのハーベスト
スイッチ設定変更ダイアログP.57を表示し、
名称とタグの変更が行えます。

⑯	配置状態解除エリア
ゲートウェイアイコン/ハーベストスイッチ
アイコンをドラッグすると、表示されます。
このエリアの上でアイコンをドロップすると、
配置状態が解除されます。

⑰	フロアマップ画像トリミングボタン
詳細図がpng、jpgの場合のみ、フロアマップ
画像トリミングダイアログP.58を表示し、
フロアマップ画像のトリミングが行えます。

⑱	フロアマップ画像変更ボタン
フロアマップ画像変更ダイアログP.58を
表示し、フロアマップ画像の変更が行えます。

⑲	アイコン設定ボタン
アイコン設定ダイアログP.58を表示し、
アイコンのアニメーションやサイズの設定を
行います。

⑳	ゲートウェイ/ハーベストスイッチ追加ボタン
LAN内ゲートウェイ一覧画面（フロア設定）
P.65に移動し、ゲートウェイとハーベスト
スイッチの追加が行えます。

㉑	フロアメニューへボタン
フロア設定を終了し、フロアメニューP.48
へ移動します。
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フロアの詳細設定をする

設定する

ハーベストスイッチの状態がアプリで見えるように、フロアに配置する

1. ゲートウェイ→ハーベストスイッチの順で配置する。

リスト表示の場合

ゲートウェイを配置する

1. ゲートウェイ一覧から、�
「ゲートウェイ配置チェックボックス」を�
チェックする。
チェックされたゲートウェイが配置されます。

�Ⱚ 配置を解除するには
1. ゲートウェイ一覧から、「ゲートウェイ配置チェックボックス」のチェックを解除する。

配置の設定が解除されます。

ハーベストスイッチを配置する

1. ゲートウェイ一覧から、�
配置したいハーベストスイッチを�
ペアリングしたゲートウェイを�
選ぶ。

2. ペアリング済みハーベストスイッチ一覧から、�
「akimiruビューワーに表示チェックボックス」
をチェックする。
チェックされたハーベストスイッチが配置されます。

�Ⱚ 配置を解除するには
1. ペアリング済みハーベストスイッチ一覧から、�
「akimiruビューワーに表示チェックボックス」をのチェックを解除する。
配置の設定が解除されます。
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フロアの詳細設定をする

設定する

マップ表示の場合

ゲートウェイを配置する

フロアマップの画像の余白を切り抜きたい場合は、ゲートウェイ/ハーベストスイッチを配置する前に、画像
トリミングを行ってください。P.58

1. ゲートウェイ一覧から、�
配置したいゲートウェイを選ぶ。

2. 選んだゲートウェイを、�
フロアマップにドラッグ＆ドロップ
する。
フロアマップに、ゲートウェイが配置
されます。

�Ⱚ 配置位置を変更するには
1. 配置位置を変更したいゲートウェイを選択し、�
移動先にドラッグ＆ドロップする。
配置位置が変更されます。

�Ⱚ 配置を解除するには
1. 解除したいゲートウェイを選択し、�
配置状態解除エリアに�
ドラッグ＆ドロップする。
配置の設定が解除されます。
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フロアの詳細設定をする

設定する

ハーベストスイッチを配置する

1. ゲートウェイ一覧から、�
配置したいハーベストスイッチを
ペアリングしたゲートウェイを�
選ぶ。

2. ペアリング済みハーベストスイッチ
一覧から、配置したいハーベスト�
スイッチを選ぶ。

3. 選んだハーベストスイッチを、�
フロアマップにドラッグ＆ドロップする。
フロアマップにハーベストスイッチが配置されます。

�Ⱚ 配置位置を変更するには
1. フロアマップから、�
配置位置を変更したいハーベストスイッチを�
選択し、移動先にドラッグ＆ドロップする。
配置位置が変更されます。

�Ⱚ 配置を解除するには
1. フロアマップから、�
解除したいハーベストスイッチを
選択し、配置状態解除エリアに�
ドラッグ＆ドロップする。
配置の設定が解除されます。
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フロアの詳細設定をする

設定する

2. 設定内容を確認する。
akimiruビューワーを起動し、配置したハーベストスイッチが設定どおりに表示されているかを確認します。
akimiruビューワーの使い方に関しては、P.99～P.112で利用の方法をご確認ください。

�Ⱚ リスト表示の場合
フロア設定画面P.50で設定した、ハーベストスイッチの
・名称
・タグ
・表示順
が正しく反映されているかを確認します。

�Ⱚ マップ表示の場合
フロア設定画面P.51～P.52で実施した、ハーベストスイッチの
・場所
・タグ
が正しく反映されているかを確認します。
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フロアの詳細設定をする

設定する

ゲートウェイの名称を変更する
画面はリスト表示の例

1. ゲートウェイ一覧から、�
名称を変更したいゲートウェイを選ぶ。

2. �ゲートウェイ名変更�をクリックする。
3. 変更後欄に新しい名称を入力して、�
�OK�をクリックする。
ゲートウェイの名称が変更されます。

ハーベストスイッチの名称・タグ名を変更する
画面はリスト表示の例

1. ゲートウェイ一覧から、�
名称・タグ名を変更したい�
ハーベストスイッチをペアリングした�
ゲートウェイを選ぶ。

2. ペアリング済みハーベストスイッチ一覧�
から、名称・タグを変更したい�
ハーベストスイッチを選ぶ。

3. �ハーベストスイッチ設定変更�を�
クリックする。

4. ハーベストスイッチの設定を変更して、�
�OK�をクリックする。
�ハーベストスイッチの名称を変更するには：�
変更後欄にハーベストスイッチの新しい名称を入力する。
�タグ名を変更するには：�
タグ名欄からを∨クリックし、タグ名を選択する。
ハーベストスイッチの名称・タグ名が変更されます。

お知らせ

タグ名を設定する場合は、先にタグの設定を行ってください。
P.81
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フロアの詳細設定をする

設定する

フロアマップ画像をトリミングする
フロアマップの画像ファイルがpng、jpgの場合は、akimiru管理ソフトから余白を切り抜くことができます。

1. フロア設定画面から、�フロアマップ画像トリミング�をクリックする。
2. 切り抜く範囲をドラッグして選択する。

3. �OK�をクリックする。
画像が切り抜かれます。

フロアマップ画像を変更する

1. フロア設定画面から、�フロアマップ画像変更�をクリックする。
2. �ファイル選択�をクリックして、�
詳細図画像・俯瞰図画像のファイルを�
それぞれ選択する。

3. �OK�をクリックする。
フロアマップ画像が変更されます。

アイコンの大きさやアニメーションを変更する
akimiruビューワーで見え方を確認しながら設定することをお勧めします。

1. フロア設定画面から、�アイコン設定�をクリックする。
2. スライダーを操作して、各項目を設定する。

�アイコンサイズ�
ゲートウェイとハーベストスイッチのアイコンサイズを設定します。
・１～１００００の整数値を設定してください。
�アイコン切替閾値�
akimiruビューワーでフロアマップを拡大/縮小したときに、
グループアイコン（俯瞰図）で表示するか、詳細アイコン（詳細図）
で表示するかを切り替える閾値を設定します。
・１００～２０００の整数値を設定してください。
�ハーベストスイッチ点滅間隔�
akimiruビューワーで、ハーベストスイッチアイコンを点滅
する間隔を設定します。

 ・０～６０の整数値を設定してください。
 ・０に設定すると、点滅しない設定となります。表示される
ハーベストスイッチアイコンが多い場合は、端末の性能に
よっては動作が重くなる場合があります。
その場合は点滅間隔を長くするか、０に設定してください。

3. �OK�をクリックする。
akimiruビューワーのフロアマップに、設定された内容で
アイコンが表示されます。
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フロアの詳細設定をする

設定する

ゲートウェイ / ハーベストスイッチを追加する

1. フロア設定画面P.50～P.52から�
�ゲートウェイ/ハーベストスイッチ追加�をクリックする。

2. ゲートウェイを選択する。
システムに登録・ハーベストスイッチとペアリングさせるゲートウェイを選択します。

LAN内ゲートウェイ一覧画面（フロア設定）

メインメニューからこの画面を開いたときはP.65をご覧ください。
ウィザードモードでこの画面を開いたときはP.36をご確認ください。

①	ゲートウェイ一覧
パソコンと同一ネットワーク内
にあるゲートウェイが一覧表示
されます。

②	ゲートウェイID
ゲートウェイのIDが表示され
ます。

③	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示さ
れます。

④	IPアドレス
ゲートウェイのIPアドレスが表示
されます。

⑤	状態
ゲートウェイの登録状態が表示さ
れます。
状態に関する説明はP.60を
ご参照ください。

⑥	更新ボタン
ネットワーク内のゲートウェイの
情報を再取得します。

⑦	戻るボタン
フロア設定画面
P.50～P.52に戻ります。

⑧	次へボタン
ゲートウェイの状態に応じて、
ゲートウェイ登録画面（フロア設定）
P.60、ペアリング開始画面（フロ
ア設定）P.61に移動します。

3. �次へ�をクリックする。
ゲートウェイの状態が未登録の場合、ゲートウェイ登録画面（フロア設定）P.60に移動します。
ゲートウェイの状態が登録済みの場合、ペアリング開始画面（フロア設定）P.61に移動します。
ゲートウェイの状態が登録状態不一致の場合、再登録確認ポップが表示され、OKをクリックすると
ゲートウェイ登録画面（フロア設定）P.60に移動します。
ゲートウェイの状態が引継ぎ済みの場合、次へをクリックすることはできません。

⑦

② ③ ④ ⑤

⑧

①
⑥
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フロアの詳細設定をする

設定する

ゲートウェイの状態に関して

ゲートウェイの状態は、以下の４種類があります。

状態 状態の説明
未登録 システムに登録していないゲートウェイ。

（一度も登録したことがない/登録解除された/リセットボタンを押された）
登録済み システムに登録しているゲートウェイ。
登録状態
不一致

登録済みのゲートウェイがファクトリーリセットされた場合や、ゲートウェイ登録解除時にゲート
ウェイ上の登録情報を削除できなかった場合、ライセンスが消化されて期限切れになった場合な
ど、ゲートウェイとシステム上で登録状態が不一致になっているゲートウェイ。

引継ぎ
済み

登録済みのゲートウェイが故障等で利用不可になり、新しいゲートウェイに有効期限を引き継いだ
ゲートウェイ。

4. ゲートウェイ名・ライセンス情報・プロキシ設定を入力する。
ゲートウェイ登録画面（フロア設定）

ウィザードモードでこの画面を開いたときはP.37をご確認ください。

④

①

②
③

⑤ ⑥

①	ゲートウェイ名�入力欄
ゲートウェイの名称を最大20文字（全角2文字、
半角1文字の計算）で入力します。

②	ライセンスキー�入力欄
新規でライセンスを割り当てる場合に、有効
なライセンスキーを入力します。

③	有効期限引継ぎ
有効期限を別のゲートウェイから引き継ぐ場合
に、引き継ぎ元のゲートウェイを選択します。

④	プロキシ設定
プロキシを使用する場合に設定します。

⑤	戻るボタン
ゲートウェイの登録を中断して、
LAN内ゲートウェイ一覧画面（フロア設定）
P.59に移動します。

⑥	次へボタン
ゲートウェイの登録を完了し、ゲートウェイ
登録確認画面が表示されます。
登録をクリックするとペアリング開始画面
（フロア設定）P.61に移動します。

5. �次へ�をクリックする。
ゲートウェイ登録確認画面が表示されます。
登録をクリックするとペアリング開始画面（フロア設定）P.61に移動します。
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フロアの詳細設定をする

設定する

注意事項

毎月20日22:00～24:00の間はシステムメンテナンスを行うため、この間にライセンスキーを入力し
ても、残ライセンスを取得することができません。
有効期限引き継ぎは、ゲートウェイが初期不良等により利用不可となった場合に付与しているライセンスを
別のゲートウェイに引継ぐことを想定した機能です。
使用中のゲートウェイ台数を削減するための機能ではないので、ライセンスが付与されているゲートウェイ
や複数のゲートウェイへの引継ぎはできません。
また、一度引継ぎされた場合、他のゲートウェイに再度引継ぐことはできません。
ライセンスを割り当てた後も、ライセンスの付け替え等でライセンスキーが必要になる場合がございます。
画面に表示されているライセンスキーを控え、ライセンスキー発行通知書は捨てずに保管しておいてください。
また、どのゲートウェイにライセンスを割り当てたのか、控えておいてください。ライセンスキー引継ぎの際
に、必要になります。

6. ハーベストスイッチ名・タグ名を入力する。
選択・登録したゲートウェイにペアリングするハーベストスイッチの名前と、設定するタグ名を入力します。

ペアリング開始画面（フロア設定）

ウィザードモードでこの画面を開いたときはP.38をご確認ください。

①
②

③

⑤④ ⑥
①	ハーベストスイッチ名�入力欄
ハーベストスイッチの名称を最
大20文字（全角2文字、半角
1文字の計算）で入力します。

②	タグ名�選択欄
ハーベストスイッチに登録する
タグを選択します。タグは事前
に設定したものか、「なし」から
選択します。

③	メッセージ表示エリア
エラーが発生した際に、エラー
メッセージが表示されます。

④	戻るボタン
ゲートウェイとのペアリングを中断
して、LAN内ゲートウェイ一覧画面
（フロア設定）P.59に移動します。

⑤	ペアリングしないボタン
ペアリングを完了し、フロア設定画面
P.50～P.52に移動します。

⑥	ペアリング開始ボタン
①②の情報でペアリングを開始
し、ペアリング画面（フロア設定）
P.61に移動します。

7. �ペアリング開始�をクリックする。
ペアリング画面（フロア設定）P.62に移動します。
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フロアの詳細設定をする

設定する

8. ペアリング作業手順を確認する。
説明画像に掲載されている手順を確認します。

ペアリング画面（フロア設定）

ウィザードモードでこの画面を開いたときはP.39をご確認ください。

①

②
③

①	説明画像
ペアリングの方法を説明する画像が表示されます。
内容に従ってペアリングを実施してください。

②	プログレスバー
ペアリングモードが終了するまでの時間経過がプログレスバーで案内されます。
プログレスバーがなくなるまでに、手順に従ってペアリングを実施してください。

③	ペアリング中止ボタン
ペアリングを中止し、ペアリング開始画面（フロア設定）P.61に移動します。

9. ペアリングを実施する。
手順に従ってペアリングを行うと、ペアリング成功画面が表示されます。

10. �次のハーベストスイッチへ�をクリックして�
次のペアリングへ進む。
手順6～10を繰り返して、すべてのハーベストスイッチをゲートウェ
イにペアリングしてください。
1台のゲートウェイに対して接続できるハーベストスイッチの最大数は
64台です。

11. すべてのハーベストスイッチのペアリングが完了したら、�
�完了�をクリックしてペアリングを完了する。
ペアリングを完了し、フロア設定画面P.50～P.52に移動します。
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設定する

フロアの表示順を変更する

1. メインメニューP.47から、�フロア表示順変更�をクリックする。
フロア表示順変更画面が表示されます。

2. 表示順欄の�▲���▼�で、�
各フロアの表示順を設定する。

3. �OK�をクリックする。
フロアの表示順が変更され、メインメニューP.47に
移動します。
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設定する

登録されている機器の情報を確認する

1. メインメニューP.47から、�機器一覧�をクリックする。
登録機器一覧画面

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬⑭

①	登録済みゲートウェイ一覧
すべての登録済みゲートウェイの一覧が表示
されます。

②	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示されます。

③	ゲートウェイID
ゲートウェイのIDが表示されます。

④	設定フロア
ゲートウェイが設定されているフロアの名称が
表示されます。

⑤	登録日
ゲートウェイを登録した日付が表示されます。

⑥	有効期限
ゲートウェイの有効期限が表示されます。

⑦	ステータス
ゲートウェイのステータスが表示されます。
ステータスに関する説明は下記をご参照ください。

⑧	ペアリング済みハーベストスイッチ一覧
すべてのペアリング済みハーベストスイッチ
の一覧が表示されます。

⑨	ハーベストスイッチ名
ハーベストスイッチの名称が表示されます。

⑩	ハーベストスイッチID
ハーベストスイッチのIDが表示されます。

⑪	ペアリングしているゲートウェイ名
ペアリングされたゲートウェイの名称が表示
されます。

⑫	ペアリングしているゲートウェイID
ペアリングされたゲートウェイのIDが表示さ
れます。

⑬	タグ名
ハーベストスイッチに登録されているタグの
名称が表示されます。

⑭	戻るボタン
メインメニューP.47に移動します。

ゲートウェイのステータスに関して

ゲートウェイのステータスは、以下の5種類があります。

ステータス ステータスの説明
有効 登録中、かつ、有効期限が２か月を超えている
有効期限間近 登録中、かつ、有効期限が２か月以下
有効期限切れ ライセンスが有効期限が切れている
登録解除中 お客様が手動で登録を解除しており、有効期限が２か月を超えている
登録解除中（期限間近）お客様が手動で登録を解除しており、有効期限が２か月以下
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設定する

ゲートウェイのセキュリティ設定/ペアリング・登録解除を行う

1. メインメニューP.47から、�セキュリティ設定/登録解除�をクリックする。
LAN内ゲートウェイ一覧画面（メインメニュー）

フロア設定画面からこの画面を開いたときはP.59をご覧ください。
ウィザードモードでこの画面を開いたときはP.36をご確認ください。

⑧

①

② ③ ④ ⑤

⑦

⑥

①	ゲートウェイ一覧
パソコンと同一ネットワーク内に
あるゲートウェイが一覧表示さ
れます。

②	ゲートウェイID
ゲートウェイのIDが表示されます。

③	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示され
ます。

④	IPアドレス
ゲートウェイのIPアドレスが表示さ
れます。

⑤	状態
ゲートウェイの登録状態が表示され
ます。状態に関する説明は下記をご
参照ください。

⑥	更新ボタン
ネットワーク内のゲートウェイの情
報を再取得します。

⑦	戻るボタン
メインメニューP.47に戻ります。

⑧	ゲートウェイメニューボタン
①で選択したゲートウェイのゲート
ウェイメニューP.66に移動し、
ゲートウェイの設定が行えます。

2. �ゲートウェイメニュー�をクリックする。
ゲートウェイメニューP.66に移動します。
ゲートウェイの状態が引継ぎ済みの場合、次へをクリックすることはできません。

ゲートウェイの状態に関して

ゲートウェイの状態は、以下の４種類があります。

状態 状態の説明
未登録 システムに登録していないゲートウェイ。

（一度も登録したことがない/登録解除された/リセットボタンを押された）
登録済み システムに登録しているゲートウェイ。
登録状態
不一致

登録済みのゲートウェイがファクトリーリセットされた場合や、ゲートウェイ登録解除時にゲートウェ
イ上の登録情報を削除できなかった場合、ライセンスが消化されて期限切れになった場合など、
ゲートウェイとシステム上で登録状態が不一致になっているゲートウェイ。

引継ぎ
済み

登録済みのゲートウェイが故障等で利用不可になり、新しいゲートウェイに有効期限を引き継い
だゲートウェイ。

⑦

② ③ ④ ⑤

⑧

①
⑥
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ゲートウェイのセキュリティ設定 /ペアリング・登録解除を行う

設定する

3. ゲートウェイメニューから、ゲートウェイの詳細を設定をする。
ゲートウェイメニュー

①

②

④ ⑤ ⑥
⑦

③

①	ゲートウェイ情報
ゲートウェイの詳細情報が表示されます。

②	ゲートウェイ認証情報設定ボタン
ゲートウェイ認証情報設定画面P.67に移動し、ゲートウェイの認証用IDとパスワードの変更が行
えます。

③	プロキシ設定ボタン
プロキシ設定画面P.68に移動し、ゲートウェイのプロキシの設定が行えます。

④	ペアリング解除ボタン
ペアリング解除画面P.69に移動し、ハーベストスイッチとのペアリング解除が行えます。

⑤	ペアリング鍵変更ボタン
ペアリング鍵変更画面P.70に移動し、ペアリング鍵の変更が行えます。

⑥	ゲートウェイ登録解除ボタン
ゲートウェイ登録解除ダイアログP.71を表示し、ゲートウェイの登録解除が行えます。

⑦	戻るボタン
LAN内ゲートウェイ一覧画面（メインメニュー）P.65に移動します。
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設定する

ゲートウェイのセキュリティ設定 /ペアリング・登録解除を行う

認証用 ID/ パスワードを変更する

1. ゲートウェイメニューP.66から、�ゲートウェイ認証情報設定�をクリックする。
2. 新しい認証用IDとパスワードを入力する。

ゲートウェイ認証情報設定画面

⑤

②

③

④

①

①	認証用ID�入力欄
ゲートウェイの新しい認証用IDを英数、-（ハイフン、）、_（アンダーバー）の４～３２文字で入力します。

②	認証用パスワード�入力欄
ゲートウェイの新しい認証用パスワードを入力します。
パスワードの入力規制に関しては、画面上の注意事項をご確認ください。

③	変更ボタン
①②の内容で、変更を実行します。

④	メッセージ表示エリア
エラーが発生した際に、エラーメッセージが表示されます。

⑤	戻るボタン
認証情報変更を終了し、ゲートウェイメニューP.66に移動します。

3. �変更�をクリックする。
新しいIDとパスワードに変更されます。

4. �戻る�をクリックする。
認証情報変更を終了し、ゲートウェイメニューP.66に戻ります。
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ゲートウェイのセキュリティ設定 /ペアリング・登録解除を行う

設定する

プロキシを設定する

1. ゲートウェイメニューP.66から、�プロキシ設定�をクリックする。
2. プロキシの設定をする。

プロキシ設定画面

⑧

①
②
③
④
⑤

⑦

⑥

①	ゲートウェイID
ゲートウェイのIDが表示されます。

②	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示されます。

③	プロキシ設定
プロキシ機能の有効/無効を指定します。

④	ドメイン�入力欄
③が有効の場合に、ドメイン情報を入力します。

⑤	ポート番号�入力欄
③が有効の場合に、ボート番号を入力します。

⑥	メッセージ表示エリア
エラーが発生した際に、エラーメッセージが表示されます。

⑦	変更ボタン
③④⑤の内容で、変更を実行します。

⑧	戻るボタン
プロキシ設定を終了し、ゲートウェイメニューP.66に移動します。

3. �変更�をクリックする。
新しいプロキシ設定に変更されます。

4. �戻る�をクリックする。
プロキシ設定を終了し、ゲートウェイメニューP.66に戻ります。
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ゲートウェイのセキュリティ設定 /ペアリング・登録解除を行う

設定する

ハーベストスイッチとのペアリングを解除する

1. ゲートウェイメニューP.66から、�ペアリング解除�をクリックする。
2. ペアリングを解除するハーベストスイッチを選ぶ。

ペアリング解除画面

①

②
③

①	ペアリング済みハーベストスイッチ一覧
ペアリング済みのハーベストスイッチが一覧表示されます。

②	解除ボタン
①で選択したハーベストスイッチのペアリングを解除します。

③	戻るボタン
ペアリング解除を終了し、ゲートウェイメニューP.66に戻ります。

3. �解除�をクリックする。
選んだハーベストスイッチとのペアリングが解除されます。

4. �戻る�をクリックする。
ペアリング解除を終了し、ゲートウェイメニューP.66に戻ります。
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ゲートウェイのセキュリティ設定 /ペアリング・登録解除を行う

設定する

ペアリング鍵を変更する

1. ゲートウェイメニューP.66から、�ペアリング鍵変更�をクリックする。
2. 変更前のペアリング鍵と新しいペアリング鍵を入力する。

ペアリング鍵変更画面

⑦

①
②
③
④

⑤

⑥

①	ゲートウェイID
ゲートウェイのIDが表示されます。

②	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示されます。

③	変更前ペアリング鍵�入力欄
変更前のゲートウェイのペアリング鍵を6文字
（大小英数）で入力します。
工場出荷時のペアリング鍵は、ゲートウェイ
IDの下6桁です。

④	変更後ペアリング鍵�入力欄
変更後のゲートウェイのペアリング鍵を6文字
（大小英数）で入力します。

⑤	メッセージ表示エリア
エラーが発生した際に、エラーメッセージが
表示されます。

⑥	変更ボタン
④のペアリング鍵に変更されます。

⑦	戻るボタン
ペアリング鍵変更を終了し、ゲートウェイ
メニューP.66に移動します。

3. �変更�をクリックする。
ゲートウェイのペアリング鍵が変更されます。

4. �戻る�をクリックする。
ペアリング鍵変更を終了し、ゲートウェイメニューP.66に戻ります。

注意事項

ペアリング鍵を変更すると、そのゲートウェイとペアリングされているすべてのハーベストスイッチとのペア
リングが解除されます。
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ゲートウェイのセキュリティ設定 /ペアリング・登録解除を行う

設定する

登録を解除する

1. ゲートウェイメニューP.66から、�ゲートウェイ登録解除�をクリックする。
2. 表示内容を確認のうえ、�解除�をクリックする。

ゲートウェイの登録が解除されます。

注意事項

ゲートウェイ登録解除しても有効期限は延長されず、ライセンスは消化され続けます。
登録解除されたゲートウェイに対して、有効期限の延長・返却はできませんが、再登録は可能です。
再登録する際、有効期限内であればライセンスキーの入力は不要です。
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設定する

ユーザの設定を行う
ユーザの追加・削除、パスワード・通知設定・メールアドレスの変更、権限の設定ができます。

1. メインメニューP.47から、�ユーザ設定�をクリックする。
2. ユーザ一覧画面から、各項目を設定する。 P.75～P.79

ユーザ一覧画面

⑮～㉑については、P.73を参照してください。

①

⑫

⑤④③②

⑭⑬

⑥
⑧⑦ ⑩⑨ ⑪

①	契約ユーザアカウント情報
契約ユーザアカウント情報が表示されます。
ログインユーザが契約ユーザの場合のみ
表示されます。

②	ログインID（契約ユーザ）
契約ユーザのログインIDが表示されます。

③	メールアドレス（契約ユーザ）
契約ユーザのメールアドレスが表示されます。

④	サイネージ通知
契約ユーザのサイネージ通知のあり/なしが
表示されます。

⑤	akimiruビューワー通知（契約ユーザ）
契約ユーザのakimiruビューワー通知のあり
/なしが表示されます。

⑥	管理ユーザアカウント一覧
管理ユーザアカウント情報が表示されます。
�ログインユーザが契約アカウントの場合：
すべての管理ユーザが表示されます。
�ログインユーザが管理ユーザの場合：
自ユーザのみ表示されます。

⑦	ログインID（管理ユーザ）
管理ユーザのログインIDが表示されます。

⑧	メールアドレス（管理ユーザ）
管理ユーザのメールアドレスが表示されます。

⑨	メール通知
管理ユーザのメール通知のあり/なしが表示
されます。

⑩	akimiruビューワー通知（管理ユーザ）
管理ユーザのakimiruビューワー通知のあり
/なしが表示されます。

⑪	ゲートウェイ登録権限
管理ユーザのゲートウェイ登録権限のあり/
なしが表示されます。

⑫	一般ユーザアカウント一覧
一般ユーザアカウント情報が表示されます。
�ログインユーザが契約アカウントの場合：
すべての一般ユーザが表示されます。
�ログインユーザが管理ユーザの場合：
自ユーザが作成した一般ユーザのみ表示
されます。

⑬	ログインID（一般ユーザ）
一般ユーザのログインIDが表示されます。

⑭	akimiruビューワー通知（一般ユーザ）
一般ユーザのakimiruビューワー通知のあり
/なしが表示されます。
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ユーザの設定を行う

設定する

ユーザ一覧画面　（続き）

①～⑭については、P.72を参照してください。

⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ �⑮

⑮	戻るボタン
ユーザの設定を終了し、メインメニューP.47
に移動します。

⑯	ユーザ追加ボタン
ユーザ追加ダイアログP.75を表示し、
ユーザの追加が行えます。

⑰	ユーザ削除ボタン
ユーザ削除ダイアログP.76を表示し、
①⑥⑫で選択したユーザの削除が行えます。

⑱	パスワード変更ボタン
パスワード変更ダイアログP.77を表示し、
①⑥⑫で選択したユーザのパスワード変更が
行えます。

⑲	通知設定変更ボタン
通知設定変更ダイアログP.78を表示し、
①⑥⑫で選択したユーザの通知設定変更が行
えます。ログインユーザが契約ユーザの場合の
み設定できます。

⑳	メールアドレス変更ボタン
メールアドレス変更ダイアログP.79を表示し、
①⑥で選択したユーザのメールアドレス変更
が行えます。

㉑	権限設定ボタン
権限設定ダイアログP.79を表示し、⑥で
選択した管理ユーザのゲートウェイ登録権限の
変更が行えます。ログインユーザが契約ユーザ
の場合のみ設定できます。
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ユーザの設定を行う

設定する

サービス利用アカウントについて

サービス利用アカウントには、「契約者アカウント」（会社・事業所など向）、「管理者アカウント」（総務部など向）、
「一般アカウント」（従業員などの一般利用者向）の3種類があります。
それぞれ、権限などが以下のように異なります。
�akimiruビューワーを一般利用者が使用する際は、一般アカウントの使用を推奨します。�
akimiruビューワーの利用の前に、あらかじめ利用するためのアカウントを作成し、配布してください。

�Ⱚアカウントによる権限の違い

項目
権限の有無

契約者アカウント 管理者アカウント 一般アカウント
akimiru管理ソフトの利用 ○ ○ ×
管理者IDの作成／削除 ○ × ×
一般IDの作成／削除 ○ ○ ×
サービスの退会 ○ × ×
ゲートウェイ登録情報の変更 ○ 「管理設定」による ×
ライセンス登録 ○ 「管理設定」による ×
akimiruビューワーの利用 ○ ○ ○

お知らせ

契約者アカウントは、アカウント作成時に最初の1件のメールアドレスに対してのみ発行されます。



75

ユーザの設定を行う

設定する

ユーザを追加する

1. ユーザ一覧画面P.72～P.73から、�ユーザ追加�をクリックする。
2. �追加するユーザの情報を設定する。

�ユーザ種別：
管理ユーザ/一般ユーザを選択します。
・ログインユーザが管理アカウントの場合は、一般ユー
ザのみ選択できます。
�メールアドレス：
追加ユーザのメールアドレスを入力します。
・ユーザ種別に管理ユーザを選択したときのみ設定できます。
�メール通知：
通知あり/なしを設定します。
ONにすると、システムからの通知が設定されたメール
アドレスに送信されるようになります。
・ユーザ種別に管理ユーザを選択したときのみ設定できます。
�akimiruビューワー通知：
通知あり/なしを設定します。
ONにすると、akimiruビューワー上でシステムからの
通知が表示されるようになります。
・ユーザ種別に管理ユーザを選択したときのみ設定できま
す。
�ゲートウェイ登録権限：
ゲートウェイ登録の権限あり/なしを設定します。
・ユーザ種別に管理ユーザを選択したときのみ設定できます。

3. �OK�をクリックする。
4. �　管理ユーザを追加した場合　�
登録情報を確認して、�OK�をクリックする。
管理ユーザのユーザの追加が完了します。
画面上にIDとその他の登録情報が表示されます。
手順2で入力したメールアドレスに仮パスワードが送信されます。

� �　一般ユーザを追加した場合　�
IDと仮パスワードを入力して、�
�OK�をクリックする。
一般ユーザのユーザの追加が完了します。
画面上にIDとパスワードが表示されます。
パスワードは再度表示されないため、控えておいてください。
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ユーザの設定を行う

設定する

ユーザを削除する

1. ユーザ一覧画面P.72～P.73から、削除したいユーザを選択し、�
�ユーザ削除�をクリックする。

2. ユーザ削除の内容を確認し、�
�削除�をクリックする。

3. �　管理ユーザ/一般ユーザを削除する場合　�
�削除�をクリックする。
管理ユーザ/一般ユーザの削除が完了します。

� �　契約ユーザを削除する場合　�
サービス退会の注意事項をお読みになり、�
同意のチェックボックスをチェックして、�
�退会�をクリックする。
契約ユーザの削除が完了します。
契約ユーザを削除した場合、サービスの退会となります。

注意事項

削除したユーザは、元には戻せません。十分にご確認のうえ、行ってください。
管理ユーザを削除した場合、管理ユーザに紐付く一般ユーザは契約ユーザに紐づけされます。
契約ユーザを削除すると、サービスの退会とみなされます。
削除された場合、その契約ユーザに紐づくすべてのデータや設定が削除されます。
サービス退会時（ゲートウェイ使用をやめる時含む）、ゲートウェイのリセットボタンを押すことで、ゲート
ウェイの内容を工場出荷時に戻すことが可能です。
データ流出対策として退会時に合わせて実施ください。
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ユーザの設定を行う

設定する

パスワードの変更をする

1. ユーザ一覧画面P.72～P.73から、パスワードを変更したいユーザを選択し、�
�パスワード変更�をクリックする。

2. 新しいパスワードを入力する。
パスワードの入力規制に関しては、画面上の注意事項を
ご確認ください。

3. 確認のため、パスワード（確認用）欄に�
もう一度新しいパスワードを入力する。

4. �変更�をクリックする。
新しいパスワードに変更されます。
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ユーザの設定を行う

設定する

通知設定を変更する

1. ユーザ一覧画面P.72～P.73から、通知設定を変更したいユーザを選択し、�
�通知設定変更�をクリックする。

2. 通知設定を変更する。
�メール通知�
通知あり/なしを設定します。
ONにすると、システムからの通知が設定されたメール
アドレスに送信されるようになります。
・管理ユーザを選択したときのみ設定できます。
�akimiruビューワー通知
通知あり/なしを設定します。
ONにすると、akimiruビューワー上でシステムからの
通知が表示されるようになります。
�サイネージ通知
akimiruビューワー通知がありの場合のみ、通知あり/
なしを設定できます。
ONにすると、akimiruビューワーをサイネージ表示に
した場合で、画面上にシステムからの通知が表示され
るようになります。

 ・契約ユーザを選択したときのみ設定できます。
 ・一般ユーザを選択したときは、全ての一般ユーザに

一括で設定が適応されます。

3. �OK�をクリックする。
通知設定が変更されます。

�例：契約ユーザの通知設定変更画面
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ユーザの設定を行う

設定する

メールアドレスを変更する

1. ユーザ一覧画面P.72～P.73から、メールアドレスを変更したいユーザを選択し、�
�メールアドレス変更�をクリックする。

2. 新しいメールアドレスを入力する。

3. 確認のため、新メールアドレス（確認用）欄に�
もう一度新しいメールアドレスを入力する。

4. �変更�をクリックする。
新しいメールアドレスに変更されます。

ゲートウェイ登録の権限を設定する

1. ユーザ一覧画面P.72～P.73から、権限を設定したい管理ユーザを選択し、�
�権限設定�をクリックする。

2. 権限設定を変更する。
�ゲートウェイ登録権限
ゲートウェイ登録をする権限のあり/なしを設定する。

3. �OK�をクリックする。
権限設定が反映されます。
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設定する

ログインの有効期限を設定する
akimiru管理ソフト、akimiruビューワー、サイネージのログイン有効期限を設定できます。
ログイン後、設定された時間が経過すると、自動的にログアウトされます。

1. メインメニューP.47から、�ログイン設定�をクリックする。
2. ログイン有効期限を設定する。

ログイン有効期限設定画面

④ ⑤

①

②

③

①	akimiru管理ソフト
akimiru管理ソフトのログイン有効期限を設定できます。
設定範囲：３時間/６時間/１２時間/２４時間

②	akimiruビューワー
akimiruビューワーのログイン有効期限を設定できます。
設定範囲：1日/7日/30日/180日/365日

③	サイネージ
akimiruビューワーをサイネージ表示にした場合のログイン有効期限を設定できます。
設定範囲：1日/7日/30日/365日/制限なし

④	キャンセルボタン
設定変更をキャンセルし、メインメニューP.47に移動します。

⑤	OKボタン
設定を変更し、メインメニューP.47に移動します。

3. �OK�をクリックする。
設定を変更し、メインメニューP.47に移動します。
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設定する

タグを設定する
ハーベストスイッチに割り当てるタグの名称と、タグの有効/無効を設定できます。
初期状態では、タグはすべて無効に設定されています。
はじめてお使いになるときは、ウィザードモードで各種設定をしたのち、この画面でタグを設定して、最後に
各ハーベストスイッチにタグを割り当ててください。

1. メインメニューP.47から、�タグ設定�をクリックする。
2. タグ1～タグ４の名称入力欄に名称を入力する。

タグ設定画面

① ②

③ ④

①	名称�入力欄
タグ１～タグ４の名称を、最大12文字（全角2文字、半角1文字の計算）で入力します。
タグが有効の場合のみ、入力できます。

②	有効/無効設定
タグの有効/無効を指定します。

③	キャンセルボタン
設定変更をキャンセルし、メインメニューP.47に移動します。

④	OKボタン
設定を変更し、メインメニューP.47に移動します。

3. �OK�をクリックする。
設定を変更し、メインメニューP.47に移動します。



82

設定する

空席/満席アイコンの設定をする
akimiruビューワーに表示するアイコンの表示方法を設定できます。

1. メインメニューP.47から、�空席・満席表示�をクリックする。
2. アイコンの設定を変更する。

空席・満席表示設定画面

①

②

③ ④

①	空席・満席表示設定（フロア選択画面）
フロア選択画面P.108の空席・満席アイコンの表示を設定します。

②	空き・使用中表示設定
リスト表示画面P.109の空き・使用中アイコンの表示を設定します。

③	キャンセルボタン
設定変更をキャンセルし、メインメニューP.47に移動します。

④	OKボタン
設定を変更し、メインメニューP.47に移動します。

3. �OK�をクリックする。
設定を変更し、メインメニューP.47に移動します。
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ライセンスの確認と、延長/返却を行う

1. ログイン画面P.28から、�ライセンスの確認と割り当て�をクリックする。
2. フロア選択プルダウンでフロアを選択し、ライセンス状態を確認する。

指定したフロアに配置されているゲートウェイのライセンス状態が、「ライセンスの確認と割り当て画面
（リスト）」（下記）または「ライセンスの確認と割り当て画面（フロアマップ）」P.84のいずれかで表示
されます。
有効期限の延長が必要なゲートウェイがあれば、有効期限を延長してください。P.85
有効期限が１年４カ月以上残っているゲートウェイは、有効期限を返却できます。P.85

ライセンスの確認と割り当て画面（リスト）の場合

ライセンスの確認と割り当て画面（フロアマップ）の場合は、P.84をご覧ください。

②

⑨ ⑩

①

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

①	フロア選択プルダウン
ライセンスの確認を行うフロアを選択します。

②	ゲートウェイ一覧
①で選択されたフロアに配置されているゲート
ウェイが表示されます。

③	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示されます。

④	ゲートウェイID
ゲートウェイIDが表示されます。

⑤	有効期限
ゲートウェイの有効期限が表示されます。

⑥	ステータス
ゲートウェイのステータスが表示されます。
ステータスに関する説明はP.85を
ご参照ください。

⑦	更新用チェック
チェックすると、チェックされたゲートウェイの
うち有効期限切れ、有効期限切れが近いゲー
トウェイの数量が表示されます。

⑧	ペアリング済みハーベストスイッチ一覧
②で指定したゲートウェイにペアリングされて
いるハーベストスイッチの、名称とIDが一覧表
示されます。

⑨	有効期限延長ボタン
有効期限延長ダイアログを表示し、有効期限
の延長が行えます。P.85

⑩	有効期限返却ボタン
有効期限返却ダイアログを表示し、有効期限
の返却が行えます。P.85
有効期限返却が行えるのは、期限が１年４カ
月以上残っているゲートウェイに対してのみ
です。
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ライセンスの確認と、延長 /返却を行う

設定する

ライセンスの確認と割り当て画面（フロアマップ）の場合

ライセンスの確認と割り当て画面（リスト）の場合は、P.83をご覧ください。

②

⑫ ⑬

①

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨ ⑩ ⑪

①	フロア選択プルダウン
ライセンスの確認を行うフロアを選択します。

②	ゲートウェイ一覧
①で選択されたフロアに配置されているゲート
ウェイが表示されます。

③	ゲートウェイ名
ゲートウェイの名称が表示されます。

④	ゲートウェイID
ゲートウェイIDが表示されます。

⑤	有効期限
ゲートウェイの有効期限が表示されます。

⑥	ステータス
ゲートウェイのステータスが表示されます。
ステータスに関する説明はP.85を
ご参照ください。

⑦	更新用チェック
チェックすると、チェックされたゲートウェイの
うち有効期限切れ、有効期限切れが近いゲー
トウェイの数量が表示されます。

⑧	フロアマップ
フロアの詳細図が表示されます。

⑨	ハーベストスイッチアイコン（配置位置）
：②で選択されたゲートウェイにペアリング
されているハーベストスイッチ
：選択されていないゲートウェイにペアリング
されているハーベストスイッチ

⑩	ゲートウェイアイコン（配置位置）
：②で選択されたゲートウェイ
：選択されていないゲートウェイ

⑪	マップ拡大/縮小スライダ
スライダ操作でマップの縮尺を変更します。
－ボタン/＋ボタンをクリックしても、マップ
の縮尺を変更できます。

⑫	有効期限延長ボタン
有効期限延長ダイアログを表示し、有効期限
の延長が行えます。P.85

⑬	有効期限返却ボタン
有効期限返却ダイアログを表示し、有効期限
の返却が行えます。P.85
有効期限返却が行えるのは、期限が１年４カ
月以上残っているゲートウェイに対してのみ
です。
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ライセンスの確認と、延長 /返却を行う

設定する

ゲートウェイのステータスに関して

ゲートウェイのステータスは、以下の5種類があります。

ステータス ステータス状態の説明
有効 登録中、かつ、有効期限が２か月を超えている
有効期限間近 登録中、かつ、有効期限が２か月以下
有効期限切れ ライセンスが有効期限が切れている
登録解除中 お客様が手動で登録を解除しており、有効期限が２か月を超えている
登録解除中（期限間近）お客様が手動で登録を解除しており、有効期限が２か月以下

有効期限を延長する

1. ライセンスの確認と割り当て画面P.83�P.84から、�
有効期限を延長したいゲートウェイを選択する。

2. �有効期限延長�をクリックする。
3. ライセンスキーを入力する。
4. �OK�をクリックする。

有効期限が延長されます。

有効期限を返却する

1. ライセンスの確認と割り当て画面P.83�P.84から、�
有効期限を返却したいゲートウェイを選択する。

2. �有効期限返却�をクリックする。
3. 情報を確認して、�OK�をクリックする。

有効期限を返却します。

注意事項

ライセンスを割り当てた後も、ライセンスの付け替え等でライセンスキーが必要になる場合がございます。
画面に表示されているライセンスキーを控え、ライセンスキー発行通知書は捨てずに保管しておいてください。
また、どのゲートウェイにライセンスを割り当てたのか、控えておいてください。ライセンスキー引継ぎの際
に、必要になります。
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設置する

設置をするための準備

ゲートウェイの設置場所には、下記の環境の準備が事前に必要です。
�インターネット環境（有線LAN1口が必要）

 ・DHCPサーバー機能のある環境が必要です。
 ・認証機能付きのプロキシサーバは使用できません。
 ・多段ルーターのある環境では、ゲートウェイの検索に失敗する場合があります。
 ・プロキシ自動設定(ProxyAuto-Configuration,PAC)ファイルには対応しておりません。
�AC100[V]　メス口1口

詳しい設置の手順に関しては、P.90～P.91をご確認ください。
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設置する

設置の流れ

仮置きして動作を確認する。
P.89

1

ゲートウェイを設置する。
P.90～P.91

2

ハーベストスイッチを設置する。
P.92～P.97

3
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設置する

仮置きして動作を確認する

1. ハーベストスイッチ/ゲートウェイのIDを、�
akimiru管理ソフトのフロア設定画面P.50～P.52で照合し、�
設置場所を確認する。

�ハーベストスイッチ
裏面

101100F5

�フロア設定画面

ハーベストスイッチ

�フロア設定画面�ゲートウェイ裏面

101200A6

ゲートウェイ

2. 実際の設置場所に仮置きする。
 IDをよく確認し、場所に間違いがないように機器を最終設置位置に近い場所に仮置きします。
ゲートウェイは、仮置きの際に電源と有線LANへ接続し利用できるようにしておきます。

3. akimiruビューワーを起動します。
akimiruビューワーで空き状況が確認できるようにします。P.99～P.112

4. 仮置きしたハーベストスイッチを操作して、akimiruビューワーを確認する。
ハーベストスイッチを操作して、仮置きした場所や「空き」「使用中」の状態の変化、アプリ上の表示
に問題がないことを確認します。

�空き �使用中

�空き �使用中
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設置する

ゲートウェイを設置する
設置・施工に関しては必ず専門の施工業者にご依頼ください。正しく設置を行わないと、落下や事故の原因
になります。
荷重に耐えられない場所や不安定な場所に設置しないでください。落下や事故の原因になります。
直射日光が当たるところで使わないでください。紫外線による色変わりや色あせのおそれがあります。
本製品は屋内専用品です。屋外には設置しないでください。

天井・壁面などに設置する場合

コンセント
（AC 100 V、50/60 Hz)

LANケーブル

ゲートウェイ本体

ACアダプタ

LAN ケーブル接続端子

電源入力端子
（DC 5 V             ）

3. 有線LANと電源を接続する。
LANケーブルを接続してから電源を接続し
てください。

4. 台座にゲートウェイ本体を取り付ける。

①	ゲートウェイ本体の�
壁掛け時台座取付部に�
台座をはめ込む。

②	矢印の方向に�
カチッと音が鳴るまで�
スライドさせる。

天井に設置する場合のみ

5. 固定金具をねじで固定する。
固定金具はゲートウェイと接触するように
取り付けてください。
ゲートウェイ本体が動かないよう取り付け
場所に注意してください。ねじ（∅3.5）（市販）

固定金具

台座

ねじ（∅3.5）（市販）

● 向きに注意

93 mm

上側

1. ゲートウェイ本体から�
台座を取り外す。

2. 台座を天井（壁面）にねじ止めする。
各寸法や台座の向きに注意して、左図のと
おり取り付けてください。
天井（壁面）の材質を確認し、しっかりと取
り付けられる方法でねじ止めしてください。
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ゲートウェイを設置する

設置する

配線用の穴をあける場合は

下図のとおり台座の中心から90mm以上離し、直径は80mm以下としてください。

開口例

∅80 以下

台座
90 mm

棚上などに設置する場合

水平で平坦な面に台座を設置してください。
設置場所が高所の場合は、台座をねじ（市販）等で固定してください。
LANケーブルを接続してから電源を接続してください。

コンセント（AC 100 V、50/60 Hz)

LANケーブル

ゲートウェイ本体

ACアダプタ

LAN ケーブル接続端子

電源入力端子
（DC 5 V             ）
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設置する

ハーベストスイッチを設置する
設置・施工に関しては必ず専門の施工業者にご依頼ください。正しく設置を行わないと、落下や事故の原因
になります。
荷重に耐えられない場所や不安定な場所に設置しないでください。落下や事故の原因になります。
直射日光が当たるところで使わないでください。紫外線による色変わりや色あせのおそれがあります。
本製品は屋内専用品です。屋外には設置しないでください。

ねじで取り付ける場合

1. ユニバーサルプレートを壁面にねじ止めする。
壁面の材質を確認ししっかりと取り付けられる方法でねじ止めしてください。

56 mm

60 mm

84.1 mm

>AES<

壁面に穴をあける。（4カ所）

ねじ（⌀3×20mm）×4本（付属）
最後までしっかりと締める。

「>AES<」の刻印がある側を表にして、
文字が読める方向で取り付けてください。ユニバーサルプレート

2. ハーベストスイッチ本体をユニバーサルプレートに取り付ける。
壁面に傷をつけないよう、ご注意ください。
取り付けた後、簡単に外れないことを確認してください。
無理に押し込まないでください。破損などの原因になります。

>AES<

ハーベストスイッチ本体

ストッパーの位置まで止まるまで
押し込む。

ユニバーサルプレートとスイッチ本体
の溝をはめ合わせる。

ユニバーサルプレート

お知らせ

取り外しかたは、P.97をご照参ください。
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ハーベストスイッチを設置する

設置する

両面テープで取り付ける場合
貼り付ける壁面の汚れをしっかりと拭き取り、乾燥させてください。

1. ハーベストスイッチ本体をユニバーサルプレートに取り付ける。
取り付けた後、簡単に外れないことを確認してください。
無理に押し込まないでください。破損などの原因になります。

>AES<

「>AES<」の刻印のある側が表です。
スイッチ本体に取り付ける場合は、
表が本体側に来るようにします。

ユニバーサルプレート

ハーベストスイッチ本体

ストッパーの位置まで止まるまで押し込む。

ユニバーサルプレートとスイッチ本体の溝をはめ合わせる。

2. 両面テープをユニバーサルプレートに貼り付ける。
貼り付ける面の汚れをしっかりと拭き取り、乾燥させてください。
長辺を縦・短辺を横向きにして、ユニバーサルプレートの縁に
合わせてしっかりと貼り付けてください。
（貼りなおしできません）
両面テープには表裏の別はありません。
どちらの面を貼り付けてもかまいません。

3. 両面テープのはくり紙をはがし、�
壁にしっかりと貼り付ける。

お知らせ

取り外しかたは、P.97をご照参ください。

両面テープ

はくり紙をはがす。

はくり紙をはがす。
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ハーベストスイッチを設置する

設置する

マグネットで取り付ける場合
壁面の表面の材質によっては製品が落下するおそれがあります。
壁面を十分にご確認のうえ、取り付けてください。

1. ハーベストスイッチ本体をユニバーサルプレートに取り付ける。
取り付けた後、簡単に外れないことを確認してください。
無理に押し込まないでください。破損などの原因になります。

>AES<

「>AES<」の刻印のある側が表です。
スイッチ本体に取り付ける場合は、
表が本体側に来るようにします。

ユニバーサルプレート

ハーベストスイッチ本体

ストッパーの位置まで止まるまで押し込む。

ユニバーサルプレートとスイッチ本体の溝をはめ合わせる。

2. マグネットをユニバーサルプレートに貼り付ける。
貼り付ける面の汚れをしっかりと拭き取り、乾燥させてください。
長辺を縦・短辺を横向きにして、ユニバーサルプレートの縁に
合わせてしっかりと貼り付けてください。
（貼りなおしできません）

3. 平坦な壁の金属面（鉄製）に貼り付ける。

お知らせ

取り外しかたは、P.97をご照参ください。

マグネット

はくり紙をはがす。
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ハーベストスイッチを設置する

設置する

ワイヤーフックで取り付ける場合

1. クッションをユニバーサルプレートに貼り付ける。
貼り付ける面の汚れをしっかりと拭き取り、乾燥させてください。
長辺を縦・短辺を横向きにして、ユニバーサルプレートの縁に
合わせてしっかりと貼り付けてください。
（貼りなおしできません）

2. ワイヤーフックを�
ユニバーサルプレートに�
取り付ける。

>AES<
>AES<

くぼみに
はめ込む。

ツメにはさむ。

先端を穴に
差し込む。

3. ハーベストスイッチ本体を�
ユニバーサルプレートに取り付ける。
取り付けた後、簡単に外れないことを確認してください。
無理に押し込まないでください。破損などの原因になります。

ユニバーサルプレート

ハーベストスイッチ本体

ストッパーの位置まで止まるまで押し込む。

ユニバーサルプレートとスイッチ本体の溝をはめ合わせる。

4. ワイヤーフックを�
家具に挟んで取り付ける。
※家具の表面の材質等によっては
擦れや跡が残る場合があります。

ワイヤーフックを手で広げて、こすらないように
取り付ける。
無理に広げないでください。
変形し、もとに戻らなくなる場合があります。

取付許容範囲
10mm～40mm

お知らせ

取り外しかたは、P.97をご照参ください。

クッション
ユニバーサルプレート

はくり紙をはがす。
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ハーベストスイッチを設置する

設置する

アドサイト専用ブラケットで取り付ける場合

1. アドサイト専用ブラケットをユニバーサルプレートに取り付ける。

>AES<

断面図

①上のツメを穴に通す。 ②下のツメを穴に通す。

ユニバーサルプレート

アドサイト専用
ブラケット

2. 手順1で組み立てたものをアドサイトに取り付ける。

断面図

①	上のツメを
上の穴に通す。

②下のツメを
下の穴に通す。

③全体を下げる。

3. ハーベストスイッチ本体をユニバーサルプレートに取り付ける。
アドサイトに傷をつけないよう、ご注意ください。
取り付けた後、簡単に外れないことを確認してください。
無理に押し込まないでください。破損などの原因になります。

>AES<

ハーベストスイッチ本体

ストッパーの位置まで止まるまで
押し込む。

ユニバーサルプレートとスイッチ本体
の溝をはめ合わせる。

ユニバーサルプレート

お知らせ

取り外しかたは、P.97をご照参ください。
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ハーベストスイッチを設置する

設置する

ハーベストスイッチの取り外しかた

マグネット・ワイヤーフック・アドサイト専用ブラケットで取り付けた場合

1. ハーベストスイッチを家具・壁面から取り外す。
取り付けたときと逆の手順で取り外してください。

2. ユニバーサルプレート下側のくぼみに�
⊖ドライバーを差し込み、�
矢印の方向に曲げる。

3. ハーベストスイッチ本体を矢印の方向に引いて、�
ユニバーサルプレートを取り外す。

ねじ・両面テープで取り付けた場合

1. 壁面に取り付けたまま、�
ユニバーサルプレート下側のくぼみに�
⊖ドライバーを差し込み、矢印の方向に曲げる。
ドライバーを差し込む空間が狭くなりますので、ご注意ください。

2. ハーベストスイッチ本体を、�
矢印の方向に引いて取り外す。

3. ユニバーサルプレートを壁面から取り外す。

4 mm
壁
面

壁
面

壁
面
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利用する

動作環境
空き状況確認ツール「akimiruビューワー」をご利用いただくには、表示形式に合わせて、下記スペックの端末
をご準備ください。
また、ご利用にはインターネットへの接続が必要です。

�Ⱚ スマートフォンで利用する場合
�Android
 Google Chrome使用
� iOS
 Safari使用

�Ⱚ パソコンで利用する場合
�Windows�10�Pro
 下記のいずれかを使用
 ・MicrosoftEdge
 ・Google Chrome
 ・InternetExproler11
�macOS
 Safari使用

�Ⱚ サイネージで利用する場合

映像ケーブル
�Windows�10�Pro
 下記のいずれかを使用
 ・MicrosoftEdge
 ・Google Chrome
 ・InternetExproler11
�macOS
 Safari使用

上記スペックのパソコンを用意し、サイネージ用のディスプレイにパソコンを映像ケーブルで接続して
ご利用ください。
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利用する

akimiruビューワーの画面の構成とはたらき
akimiruビューワーの画面の基本的な構成を、下記で説明します。

⑥

① ② ③ ④

⑤

①	akimiruロゴ
akimiruの製品ロゴです。

②	更新ボタン
表示されている情報を最新の情報にします。
サイネージモードでログインした場合、
表示されません。

③	ヘルプボタン
ブラウザでakimiruスペシャルサイトの
FAQページを開きます。
サイネージモードでログインした場合、
表示されません。

④	ログアウトボタン
ログアウトします。
サイネージモードでログインした場合、
表示されません。

⑤	画面機能部分
空き状況等の情報が表示されます。

⑥	メッセージ表示エリア
akimiruビューワー通知設定がONになって
いる場合、通知があれば画面最下部に表示
されます。
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利用する

利用の流れ

スイッチが設置されている場所を使う

ハーベストスイッチを操作して

使い始める
⇒ハーベストスイッチを「使用中」にする。

使うのをやめる
⇒ハーベストスイッチを「空き」にする。

P.102

空き状況を確認する

スマートフォンで�
確認する

パソコンで�
確認する

サイネージで�
確認する

①	akimiruビューワーを表示する。 P.103

②	配布されたアカウントでログインする。 P.104～P.107

③	ビューワーで空き状況を確認する。
フロアが選択可能な場合は選択し、空き状況を確認します。
青アイコンが「空き」で、赤アイコンが「使用中」を示しています。 P.108～P.110
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利用する

ハーベストスイッチを使う
スライダー

スライダーに指を押し当て、左右にスライドさせることで、「空き」「使用中」を切り替えます。

�Ⱚ今から使い始める場合
ハーベストスイッチの「使用中」のサインが見えるようにします。

�Ⱚ 使うのをやめる場合
ハーベストスイッチの「空き」のサインが見えるようにします。
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利用する

ビューワーを表示する

1. 機器を用意する。
akimiruビューワーを表示する機器を用意します。
動作環境に関してはP.99をご確認ください。

パソコンスマートフォン サイネージ

2. ブラウザを開く。
スマートフォン、もしくはパソコンでブラウザを開きます。

3. URLを入力する。
ブラウザのアドレスバー（検索窓）に、akimiruビューワーのURLを入力します。
URLはライセンスキー通知書に掲載されています。

4. ログイン画面が表示されたのを確認する。

スマートフォン表示の場合 パソコン表示の場合
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利用する

ビューワーを見る

ログインする

1. akimiruビューワーを開く。
2. IDとパスワードを入力する。

ログイン画面

①	ID 入力欄
ユーザ IDを入力します。

②	パスワード�入力欄
パスワードを入力します。

③	メッセージ表示エリア
エラーが発生した場合、エラーメッセージが表示
されます。

④	ログインボタン
ログイン時の状態に応じて、
・フロア選択画面P.108、
・リスト表示画面P.109、
・マップ表示画面P.110、
・仮パスワード変更画面P.105、
・サービス利用規約画面P.106、
・パスワード変更画面P.107
に移動します。

3. �ログイン�を選択する。
フロア選択画面P.108に移動します。

 ※フロアが1つしかない場合は、フロアの表示形式に合わせてリスト表示画面P.109、
マップ表示画面P.110に移動します。

ログイン後、状況に応じて下記の画面に移動する場合があります。
 ・仮パスワードを使ってログインした場合、仮パスワード変更画面P.105に移動します。
 ・契約ユーザがログインし、最新の利用規約に同意していない場合、サービス利用規約画面P.106

に移動します。
 ・パスワードの有効期限が切れている場合、パスワード変更画面P.107に移動します。

注意事項

契約ユーザーがサービス利用規約に同意していな
い場合、管理アカウント・一般アカウントでakimiru
ビューワーにログインすることができません。
初めてakimiruをご利用になられる場合、利用規
約の内容に変更があり再度同意が必要な場合は、
必ず契約アカウントでログイン後、サービス利用
規約画面P.106で利用規約に同意し、ご利用
ください。

ログイン失敗した場合、失敗した回数に応じて
ログインの制限が発生します。
・３回：１分間ログイン不可
・６回：５分間ログイン不可
・９回：１５分間ログイン不可
・１２回以上：３の倍数回ごとに１時間ログイン不可
ログインには有効期限があり、ログインしてから一定
時間操作がないと強制的にログアウトされます。

③

②

①

④
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ビューワーを見る

利用する

仮パスワードでログインした場合

1. ログイン画面P.104から�ログイン�を選択する。
仮パスワードを使用してログインした場合、この画面が表示されます。

2. 新しいパスワードを入力する。
確認のため、再入力欄にも同じパスワードを入力してください。

仮パスワード変更画面

①	新しいパスワード�入力欄
新しいパスワードを入力します。
パスワードの入力規制に関しては、画面上の注意
事項をご確認ください。
また、メールアドレスのユーザー名および
ログイン IDの全部を含むことはできません。

②	新しいパスワード�再入力欄
①で入力したパスワードを再度入力します。

③	変更ボタン
①②の内容で変更を実行し、ログイン画面
P.104に移動します。

④	キャンセルボタン
パスワードの変更をキャンセルし、ログイン画面
P.104に移動します。

3. �変更�を選択する。
入力したパスワードが本パスワードとして登録され、ログイン画面P.104に移動します。

②

①

③

④
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ビューワーを見る

利用する

利用規約に同意していない場合

1. ログイン画面P.104から�ログイン�を選択する。
契約ユーザーがログインし、最新の利用規約に同意していない場合、このページが表示されます。

2. サービス利用規約を確認する。
利用規約内容を最後まで確認してください。

サービス利用規約画面

①	利用規約
サービス利用規約が表示されます。

②	同意するボタン
利用規約に同意し、フロア選択画面P.108に
移動します。
フロアが1つしかない場合は、フロアの表示形式
に合わせてマップ表示画面P.110、
リスト表示画面P.111に移動します。

③	同意しないボタン
利用規約に同意せず、ログイン画面P.104に
移動します。

3. �変更�を選択する。
利用規約に同意し、フロア選択画面P.108に移動します。
 ※フロアが1つしかない場合は、フロアの表示形式に合わせてリスト表示画面P.109、

マップ表示画面P.110に移動します。

注意事項

契約ユーザーがサービス利用規約に同意していない場合、管理アカウント・一般アカウントはakimiruビュー
ワーにログインすることができません
サービス利用規約に変更があった場合、再度サービス利用規約に同意する必要があります。
ログイン中に同意していないサービス利用規約が発行した場合、強制的にログアウトします。
以降、契約アカウントがサービス利用規約に同意するまでログインすることができません。

②

①

③
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ビューワーを見る

利用する

パスワードの有効期限が切れている場合

1. ログイン画面P.104から�ログイン�を選択する。
パスワードの有効期限が切れている場合、パスワード変更警告画面が表示されます。

2. パスワードを変更する。
確認のため、再入力欄にも同じパスワードを入力してください。

パスワード変更画面

①	新しいパスワード�入力欄
新しいパスワードを入力します。
パスワードの入力規制に関しては、画面上の注意
事項をご確認ください。
また、メールアドレスのユーザー名および
ログイン IDの全部含むことはできません。

②	新しいパスワード�再入力欄
①で入力したパスワードを再度入力します。

③	変更ボタン
①②の内容で変更を実行し、ログイン画面
P.104に移動します。

④	後でボタン
パスワードを変更せずに、
フロア選択画面P.108に移動します。
フロアが1つしかない場合は、フロアの表示形式
に合わせてリスト表示画面P.109、
マップ表示画面P.110に移動します。

3. �変更�を選択する。
入力したパスワードが新しいパスワードとして登録され、ログイン画面P.104に移動します。

①

④

②

③
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ビューワーを見る

利用する

フロアを選択する

1. ログイン画面P.104から�ログイン�を選択する。
フロアが2つ以上登録されている場合、フロア選択画面が表示されます。

2. 空きのあるフロアを確認する。
フロア選択画面

①	表示フィルタ
ハーベストスイッチに設定されたタグが表示されます。
空きを確認したいタグを選択してください。
タグが割り当てられていないスイッチが存在する
場合、「その他」のチェックボックスが表示され
ます。

②	フロア選択ボタン
フロア単位で空き状況が確認できます。
フロアを選択することで、各フロアごとの空き状
況を確認できます。

③	階数
フロアの階数が表示されます。

④	フロア名
フロアの名称が表示されます。

⑤	空席 /満席アイコン
フロアの空き状態が表示されます。
空：空席あり
満：満席（空席なし）
空席 /満席アイコンの文字は、管理ソフトで
変更可能です。

⑥	空席数
空席数が表示されます。
満席の時は、0と表示されます。

⑦	該当する席のないフロア（選択できません）
トーンダウンして、空席 /満席表示されません。

3. フロアを選択する。
設定されたフロア表示形式に合わせて、リスト表示画面P.109、マップ表示画面P.110が
表示されます。

以下のようなメッセージが表示されたときは

�「フロアが登録されていません。画面上部の更新ボタンを押してください。」
 ・フロアの登録がありません。

�「該当するフロアが見つかりません。」
 ・フロアは登録されていますが、ハーベストスイッチが登録されていません。

①
②

⑥

⑦

③ ④ ⑤
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ビューワーを見る

利用する

空き状況を確認する

1. フロア選択画面P.108からフロアを選択する。
2. 空き状況を確認する。

リスト表示画面

マップ表示画面から確認する場合は、P.110をご参照ください。

①	表示フィルタ
ハーベストスイッチに設定されたタグが表示されます。
空きを確認したいタグを選択してください。
タグが割り当てられていないスイッチが存在する
場合、「その他」のチェックボックスが表示され
ます。

②	空き状況表示エリア
ハーベストスイッチごとの空き/使用中の状況を
確認できます。

③	スイッチ名
ハーベストスイッチの名称が表示されます。

④	空き/使用中アイコン
スイッチの状態が表示されます。
空　き：空席
使用中：使用中の席
空き /使用中アイコンの文字は、管理ソフトで
変更可能です。

⑤	フロア表示エリア
フロアのリストが表示されます。
フロアのアイコンを選択すると、そのフロアの
空き状況が表示されます。

⑥	空席のあるフロア
右上に空き数が表示されます。

⑦	選択中のフロア
フロアのアイコンが白で表示されます。

⑧	満席のフロア
右上の空き数が0と表示されます。

⑨	該当する席のないフロア（選択できません）

①

②

③
④

⑤

⑦ ⑧ ⑨⑥
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ビューワーを見る

利用する

マップ表示画面

リスト表示画面から確認する場合は、P.109をご参照ください。

�俯瞰図

①	表示フィルタ
ハーベストスイッチに設定されたタグが表示されます。
空きを確認したいタグを選択してください。
タグが割り当てられていないスイッチが存在す
る場合、「その他」のチェックボックスが表示さ
れます。

②	マップ表示エリア
選んだフロアのマップ画像が表示されます。
俯瞰図がある場合は俯瞰図が表示されます。
俯瞰図がない場合は詳細図が表示されます。

ピンチイン/ピンチアウトで俯瞰図と詳細図を切り
替えることができます。

③	空き状況表示
俯瞰図を表示中は空席の数が表示されます。

詳細図を表示中は空きは●、使用中は●で、表示
されます。

④	フロア表示エリア
フロアのリストが表示されます。
フロアのアイコンをクリックすると、そのフロアの
空き状況が表示されます。

⑤	選択中のフロア
フロアのアイコンが白で表示されます。

⑥	空席のあるフロア
右上に空き数が表示されます。

⑦	満席のフロア
右上の空き数が0と表示されます。

⑧	該当する席のないフロア（選択できません）

①

②

③

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

④

③
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利用する

サイネージモードでビューワーを見る

1. パソコンでakimiruビューワーを開く。
2. IDとパスワードを入力して、「サイネージでログインする」をチェックして、�
�ログイン�を選ぶ。
 IDとパスワードを入力して、「サイネージでログインする」チェックボックスにチェックをしてログイン
します。
スマートフォンでakimiruビューワーを開いた場合は「サイネージでログインする」チェックボックス
は表示されません。パソコンで開いた場合のみ、表示されます。
また、画面解像度によっては、チェックボックスが表示されない場合があります。

ログイン画面（サイネージ）

3. フロアを選ぶ。
空き状況を確認したいフロアを選択します。
フロアが1つしかない場合は、フロアの表示形式に合わせてリスト表示画面P.112、
マップ表示画面P.112に移動します。

フロア選択画面（サイネージ）
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サイネージモードでビューワーを見る

利用する

4. 空き状況を確認する。
リスト表示画面（サイネージ）

1ページに収まりきらない場合、1ページ目から最終ページまでをループして表示します。

マップ表示画面（サイネージ）

10秒ごとにハーベストスイッチの最新状態を取得します。
詳細表示のみとなり、拡大・縮小はできません。

注意事項

�サイネージの場合、ヘルプボタン、ログアウトボタン、表示フィルタ、フロア選択エリアは表示されません。
�サイネージ表示で設置する場合、akimiruアプリ外のポップアップや通知、端末のスリープなどの設定は�
お客様管理者にて実施してください。



113

困ったときは�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������114

保守・サービスについて.........................................................................................................114

利用シーンについて...............................................................................................................114

性能・仕様について.................................................................................................................115

設置環境について..................................................................................................................116

購入・その他............................................................................................................................116

故障かなと思ったら................................................................................................................117

困ったときは

困ったときは



114

困ったときは

困ったときは

保守・サービスについて

保守・サービスはどうなっているのでしょうか？　

故障したゲートウェイおよびハーベストスイッチを弊社が指定する住所へ送付いただき、弊社瑕疵に
よる故障である場合に代用品を送付させていただきます（センドバック保守）。
弊社瑕疵によらない故障の場合は、新しくゲートウェイおよびハーベストスイッチをご購入いただく
必要がございます。
いずれの場合も、改めてゲートウェイおよびハーベストスイッチのペアリングが必要となります。

定期メンテナンスサービスはありますか？

定期メンテナンスサービスはございません。
ただし、akimiruビューワー画面はクラウド上のサーバから提供されますので、弊社にてサーバのメン
テナンスは適宜実施いたします。
サーバのメンテナンスを実施する際は予めお客様の代表メールアドレス（契約アカウント）に、メール
で通知いたします（メンテナンス中はご利用になれません）。

利用シーンについて

空き状況はどこからでも見れますか？

インターネットに繋がるスマートフォンやパソコンでブラウザを立ち上げ、弊社からご案内するアドレス
に接続していただくことで、akimiruビューワーを見ることが可能です（閲覧にはログインが必要です）。

受付や居室内にモニタを設置して空き状況を確認したいのですが可能ですか？

インターネットに繋がるパソコンをモニタにつなぎ、サイネージモードでakimiruビューワーにログイン
していただければ、空き状況を表示することが可能です。
モニタやパソコン等の購入および設置/施工は別途お客様でご手配をお願いいたします。
これらは、弊社でも取扱いが可能です（その際の保守・保証はakimiruの範囲外ですので別途ご相談
いただきますようお願いいたします）。

他拠点の空き状況もわかりますか？

akimiruビューワーは複数のフロアから空き状況を確認したいフロアを１つを選択して表示します。
建物を選択してからフロアを選択するような階層化はできませんが、フロア選択の際に複数拠点の
フロアを表示・選択することは可能です。
しかし、お客様のネットワーク環境等により、複数の建物や複数の拠点にわたって在席表示できかねる
場合がございます。詳細は、弊社営業もしくはお問合せ窓口にお問合せください。

ハーベストスイッチを取り付けた会議室やブースの名前を画面上に表示することはできますか？

ハーベストスイッチには名前をつけることが可能です。ただし、ハーベストスイッチ名が表示されるのは、
リスト表示設定の場合のみとなります（マップ表示設定では、空き/使用中のアイコンのみ表示され、
名前は表示されません）。

ハーベストスイッチの赤「使用中」と青「空き」を変更できますか？

アイコンの「空き」「使用中」の文言は、1行半角6文字（全角で3文字まで）を2行までで変更が可能です。
一方、ハーベストスイッチ本体の印刷またはシール貼付の可否については、弊社営業もしくはお問合せ
窓口にお問合せください。
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困ったときは

困ったときは

居室内外のレイアウト変更があった場合はどうなりますか？

フロアマップの変更、ハーベストスイッチの取付け位置の変更、ハーベストスイッチの取付け位置に
よってはゲートウェイとのペアリング設定またはゲートウェイの追加購入、表示画面上のハーベスト
スイッチの位置や名前の変更等が必要になります。
機器の追加購入は、弊社営業にご依頼ください。機器の追加購入以外は、お客様ご自身でも実施可能
です。また、追加購入と併せて弊社にご依頼いただくことも可能です（有償となります）。

スマートフォンで利用していると電池の減りが気になりませんか？

スマートフォンの状態に依存しますが、空いている席を探す時にお手元のスマートフォンで空き状況
を表示する場合、通常のホームページを閲覧する程度の電池消費量となります。

ゲートウェイやハーベストスイッチを屋外に取り付けても問題ないですか？

ゲートウェイおよびハーベストスイッチは屋内専用品です。
屋外または屋外に準ずる場所では使用できません。
屋内であっても、直射日光が当たるところ、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所でのご使用
は避けてください。変色や変形、故障の原因になります。

性能・仕様について

ゲートウェイは何をするものですか？

ハーベストスイッチの状態変化（空きから使用中、またはその逆の動き）を示す信号を、クラウド上に
あるakimiruサーバーに伝える役割を担っています。ゲートウェイは、予めペアリングされたハーベス
トスイッチとだけ通信します。

ゲートウェイとハーベストスイッチとの間はどのようにつながっているのですか？

ゲートウェイとハーベストスイッチとの間は、無線通信で繋がっています（ARIBSTD-108準拠）。
ゲートウェイは予めペアリングされたハーベストスイッチとだけ通信します。
また、この無線通信方式はWiFiとは違う周波数帯を使用しますので、WiFi環境が整ったオフィス環境
であっても多くの場合問題なく設置可能です。

ゲートウェイとハーベストスイッチとの間のセキュリティはどうなっていますか？

ゲートウェイとハーベストスイッチとの間の通信データは、スイッチの状態変化（空きから使用中、
またはその逆の動き）を示すだけの信号であり、それだけでは何ら意味を成さない情報ですが、
セキュリティリスクを勘案して通信データは暗号化されています。

ハーベストスイッチからの信号が届かなくなることはないのですか？

ご購入いただく時に、弊社からハーベストスイッチの信号が届かなくならないようにゲートウェイの
位置をご提案させていただきます。
ただし、ゲートウェイとハーベストスイッチとの間に、位置決定の際に知りえなかった導電性素材によ
る遮蔽物等があったり、または、後に設置されたりした場合等は、ハーベストスイッチからの信号が
届かなくなる場合も考えられます。
その際は弊社にお問合せください。
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設置環境について

インターネット環境は必要ですか？

ゲートウェイは、クラウド上のakimiruサーバと接続する必要がありますので、インターネットに繋がる
ネットワークに接続する必要があります。

ゲートウェイをイントラネットにつなげても大丈夫ですか？

ゲートウェイを接続するネットワークは、
IPアドレスの振出しがDHCPであること（IPアドレスを指定してゲートウェイに設定できません）
ゲートウェイに認証（ログインID等の入力）を求めないこと

が必須です。また、多段ルータ構成の場合に、akimiruサーバとの間の通信ができない場合があります。

インターネットにつながる無線LAN環境があれば問題ないですか？

ゲートウェイは、有線LANにのみ対応しております。

ゲートウェイをキャビネットの中に設置したいが可能ですか？

ゲートウェイの周囲を導電性の素材で覆うと通信できなくなる場合がありますので、金属製のキャビ
ネット内への設置は避けてください。

ハーベストスイッチをパーティションに埋め込み設置したいが可能ですか？

ハーベストスイッチの周囲を導電性の素材で覆うと通信できなくなる場合がありますので、金属製の
パーティションへの埋め込み設置は避けてください

購入・その他

ハーベストスイッチを購入すれば使えますか？

akimiruサーバー利用のライセンスとゲートウェイが必要となります。
ゲートウェイには、インターネットに繋がるLANケーブルを接続します。ハーベストスイッチはゲート
ウェイとのみ通信を行いますので、ハーベストスイッチ単体ではご利用にはなれません。

ゲートウェイはいくつ購入すれば良いですか？

ゲートウェイとハーベストスイッチとの間は無線で通信します。
ハーベストスイッチの個数や設置場所等によって、必要なゲートウェイ数が決まります。
詳細は、弊社営業もしくはお問合せ窓口にお問合せください。

ハーベストスイッチを設置したい場所が決まっていれば、すぐに購入・使い始めれますか？

ハーベストスイッチの数、設置場所等から必要なゲートウェイの数と設置場所を決定します。
その後ご発注いただくことになります。
納期は、ご発注いただいてから最短で2週間とさせていただいております。
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ライセンス費用とは何ですか？

akimiruサーバを利用するために、ゲートウェイごとに必要です。
ライセンスはご購入後1年以内に管理ソフトから設定する必要があり、設定後1年間ゲートウェイを
ご利用になることができます。
ライセンスがきれるとゲートウェイが使用できなくなります。

フロアマップは作成してもらえるのですか？

弊社指定のデザインのものであれば作成可能です（別途費用がかかります）。
詳細は、弊社営業もしくはお問合せ窓口にお問合せください。

akimiruの導入を検討するために、更に詳しいことを知りたいのですが、どうすれば良いですか？

詳しくは弊社営業にお問い合わせください。
本ウェブサイトの問い合わせフォームでも受け付けております。是非ご利用ください。

故障かなと思ったら

akimiruビューワーが正しく表示できない。

以下についてご確認ください。いずれにも当てはまらない場合は、弊社営業もしくはお問合せ窓口に
お問合せください。
パソコンとブラウザは、指定の動作環境でないと正常に表示されない場合があります。
⇒正しい動作環境でご利用ください。
パソコンはインターネットに接続されていますか？
⇒上記２点について、わからない時は貴社情報システム部門へお問合せください。
接続先(URL)、ログインID、パスワードは正しく入力されていますか？
⇒接続先(URL)、ログインID、パスワードを忘れた場合は貴社管理者へお問合せください。

akimiruビューワーもスイッチも「使用中」なのに、実際の場所は空いている。
または、その逆で、akimiruビューワーもスイッチも「空き」なのに、実際の場所が利用されている。

実際の場所を使うときにスイッチを「使用中」にして、使い終わったら「空き」にするようにしてください。

akimiruビューワーが「使用中」なのにスイッチは「空き」になっている。

以下を順に実施してください。それでも正確な情報を表示しない場合は、弊社営業もしくはお問合せ
窓口にお問合せください。
akimiruビューワーの更新ボタンを押してください。
一度akimiruビューワーを閉じて、再度ログインしてください。
スイッチを「使用中」にしてから再び「空き」にしてください。
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スイッチを操作してもakimiruビューワーの状態が変わらない。

以下を確認してください。
いずれにも当てはまらない場合は、弊社営業もしくはお問合せ窓口にお問合せください。
次を順に実施してください。
①akimiruビューワーの更新ボタンを押す。
②akimiruビューワーを閉じてから再度ログインする。
スイッチがペアリングされているゲートウェイのLEDがついてますか？ついていない場合は、電源
ケーブルを抜差ししてください。
スイッチがペアリングされているゲートウェイのLANケーブルを抜差ししてください。
スイッチがペアリングされているゲートウェイのライセンス有効期限が残っている事を確認してく
ださい。
スイッチがペアリングされているゲートウェイの設置場所を移動した場合は、元の位置に戻してか
らスイッチの操作がakimiruビューワーに反映するか確認してみてください。

サイネージに正しく表示されていない。

最初に、サイネージ用パソコンとブラウザを用意されたご担当者に問題がないか確認をお願いいたします。
そのうえで、以下を確認して、すべて当てはまる場合は、弊社営業もしくはお問合せ窓口にお問合せください。
他のパソコンかスマホでビューワを表示したら正しく表示されている。
サイネージのパソコンとブラウザは、本書に記載の組合せである。P.99
サイネージのパソコンはインターネットに接続されている。
接続先(URL)、ログインID、パスワードは正しく入力されている。
サイネージモードでログインしている。

akimiru管理ソフトをインストールできない。

以下を確認してください。いずれにも当てはまらない場合は、弊社営業もしくはお問合せ窓口にお問
合せください。
インストールするパソコンが、本書に記載の条件を満たしている必要があります。P.23
インストールファイルを全て削除して、本書の手順に従って再度インストールしてください。
P.26
ダウンロードできないときは、以下の可能性がないか貴社情報システム部門にお問合せください。
ウィルス対策ソフトによるダウンロード禁止設定、Javaスクリプトの有効化、等。
インストール時にエラーが表示された場合は、以下の可能性がないか貴社情報システム部門に
お問合せください。
・社員PCに対するポリシ設定による影響（ユーザによるアプリインストールの禁止、等）
・支給しているwindowsがSモード、ダウンロード時にセキュリティ許可を与えなかった、等

akimiru管理ソフトにログインできない。

以下を確認してください。いずれにも当てはまらない場合は、弊社営業もしくはお問合せ窓口にお問
合せください。
契約アカウントもしくは管理アカウントですか？
ログインID、パスワードは正しく入力されていますか？
利用規約の変更にともなう契約アカウントユーザによる同意がなされていますか？
⇒上記いずれの場合も、貴社管理者へお問合せください。
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akimiru管理ソフトのログインに失敗したらログインできなくなった。

ログインID、パスワードのいずれかの入力に失敗した回数により、最大1時間入力できなくなります。
しばらくしてから再度入力してください。

akimiru管理ソフトが正しく表示できない。

以下についてご確認ください。
いずれにも当てはまらない場合は、弊社営業もしくはお問合せ窓口にお問合せください。
パソコンが、本書に記載の条件を満たしている必要があります。P.23
パソコンはインターネットに接続されていますか？
ウィルス対策ソフトでインターネットアクセスが禁止されていませんか？
⇒上記３点について、わからない時は貴社情報システム部門へお問合せください。
ログインID、パスワードは正しく入力されていますか？
⇒ログインID、パスワードを忘れた場合は貴社管理者へお問合せください。
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基本仕様

ハーベストスイッチ

�Ⱚ ハードウェア仕様
項目 仕様

使用温度範囲 0℃～＋40℃
保存温度範囲 －10℃～+65℃
使用湿度範囲 80%RH以下（結露なきこと）
保存湿度範囲 80%RH以下（結露なきこと）
外形寸法（本体部） 119mm×123mm×27mm
質量 約180g
素材 ハーベストスイッチ本体 AES樹脂

ユニバーサルプレート AES樹脂
ワイヤーフック ステンレス鋼線
ブラケット スチール

カラー ホワイトW（W9）/ダークグレーT（T3）

�Ⱚ 性能仕様
項目 仕様

センサ通信
無線規格 920MHz帯特定小電力無線（ARIBSTDT-108準拠）
中心周波数 928.3MHz
変調方式 2GFSK
空中線電力 2mW以下
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ゲートウェイ

�Ⱚ ハードウェア仕様
項目 仕様

定格電圧 DC5.0V　ACアダプタ（付属品）はＡＣ１００Ｖ
電圧許容範囲 DC5.0V±0.25V
絶対最大定格電圧 DC6.3V
最大許容電流 0.7A
最大消費電力 3.5W（ACアダプタ（付属品）使用時）
使用温度範囲 0℃～＋40℃
保存温度範囲 －10℃～＋60℃
使用湿度範囲 80%RH以下（結露なきこと）
保存湿度範囲 80%RH以下(結露なきこと)
外形寸法（本体部） 165mm×35mm×165mm(W×D×H)
素材（本体部） ABS樹脂
質量（本体部） 約410g
有線LAN規格 IEEE802.3i（10BASE-T）/IEEE802.3u（100BASE-TX）準拠

�Ⱚ 性能仕様
項目 仕様

センサ通信
ネットワーク接続機能 有線LAN接続（インターネット接続）
無線規格 920MHz帯特定小電力無線（ARIBSTDT-108準拠）
中心周波数 928.3MHz
変調方式 2GFSK
伝送データレート 100kbps
空中線電力 1mW以下
アンテナ形状 アンテナ内蔵（ハーベストスイッチとの通信に使用）
スイッチ登録台数 最大64台のハーベストスイッチを登録可能
有線LAN
対応プロトコル IPv4

akimiru ビューワー

�Ⱚ アプリケーション仕様
項目 仕様

アプリケーション形式 webアプリ（ブラウザでインターネットを経由し表示）

akimiru 管理ソフト

�Ⱚ アプリケーション仕様
項目 仕様

アプリケーション形式 exe形式専用アプリ
登録可能フロアマップ形式 俯瞰図：svg、png、jpg（最大50MB）

詳細図：svg（最大50MB）
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各部寸法
単位：ミリメートル（mm）

ハーベストスイッチ

ハーベストスイッチ本体

27

119

123

ユニバーサルプレート
56

84.1

60

ゲートウェイ

ゲートウェイ本体

�Ⱚ棚上取付時

72

35 165

121

165

7.8

�Ⱚ 天井・壁面取付時

7.8

35

121

165

72

4.2

165

∅4.2 

�ACアダプタ

302000

17

6044

固定金具

30

40

25
∅4.5 

∅4.5×10長丸穴 
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商標について
Microsoft、Windows、InternetExplorer、MicrosoftEdgeなどは、米国マイクロソフトコーポレー
ションの米国および、その他の国における登録商標です。
EthernetはXeroxCorporationの商標です。
 Android 、Google 、Chrome は、Google LLC の商標です。
macOS、Safariは、米国およびその他の国におけるAppleInc.の商標です。
iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用しています。
Copyright2009-2017Amazon.com,Inc.oritsaffiliates.AllRightsReserved.
CopyrightⒸ2010-2018,ElinamLLCAllrightsreserved.
CopyrightⒸ2007JamesNewton-King.
その他記載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
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使用許諾
Apache�License
Version�2�0,�January�2004

TERMSANDCONDITIONSFORUSE,REPRODUCTION,ANDDISTRIBUTION

1.Definitions.

“License”shallmeanthetermsandconditionsforuse,reproduction,anddistributionas
definedbySections1through9ofthisdocument.

“Licensor”shallmeanthecopyrightownerorentityauthorizedbythecopyrightowner
thatisgrantingtheLicense.

“LegalEntity”shallmeantheunionoftheactingentityandallotherentitiesthat
control,arecontrolledby,orareundercommoncontrolwiththatentity.Forthepurposes
ofthisdefinition,“control”means(i)thepower,directorindirect,tocausethedirection
ormanagementofsuchentity,whetherbycontractorotherwise,or(ii)ownershipoffifty
percent(50%)ormoreoftheoutstandingshares,or(iii)beneficialownershipofsuch
entity.

“You”(or“Your”)shallmeananindividualorLegalEntityexercisingpermissionsgranted
bythisLicense.

“Source”formshallmeanthepreferredformformakingmodifications,includingbutnot
limitedtosoftwaresourcecode,documentationsource,andconfigurationfiles.

“Object”formshallmeananyformresultingfrommechanicaltransformationor
translationofaSourceform,includingbutnotlimitedtocompiledobjectcode,
generateddocumentation,andconversionstoothermediatypes.

“Work”shallmeantheworkofauthorship,whetherinSourceorObjectform,made
availableundertheLicense,asindicatedbyacopyrightnoticethatisincludedinor
attachedtothework(anexampleisprovidedintheAppendixbelow).

“DerivativeWorks”shallmeananywork,whetherinSourceorObjectform,thatis
basedon(orderivedfrom)theWorkandforwhichtheeditorialrevisions,annotations,
elaborations,orothermodificationsrepresent,asawhole,anoriginalworkofauthorship.
ForthepurposesofthisLicense,DerivativeWorksshallnotincludeworksthatremain
separablefrom,ormerelylink(orbindbyname)totheinterfacesof,theWorkand
DerivativeWorksthereof.

“Contribution”shallmeananyworkofauthorship,includingtheoriginalversionofthe
WorkandanymodificationsoradditionstothatWorkorDerivativeWorksthereof,thatis
intentionallysubmittedtoLicensorforinclusionintheWorkbythecopyrightowneror
byanindividualorLegalEntityauthorizedtosubmitonbehalfofthecopyrightowner.
Forthepurposesofthisdefinition,“submitted”meansanyformofelectronic,verbal,
orwrittencommunicationsenttotheLicensororitsrepresentatives,includingbut
notlimitedtocommunicationonelectronicmailinglists,sourcecodecontrolsystems,
andissuetrackingsystemsthataremanagedby,oronbehalfof,theLicensorforthe
purposeofdiscussingandimprovingtheWork,butexcludingcommunicationthatis
conspicuouslymarkedorotherwisedesignatedinwritingbythecopyrightowneras“Not
aContribution.”
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“Contributor”shallmeanLicensorandanyindividualorLegalEntityonbehalfofwhoma
ContributionhasbeenreceivedbyLicensorandsubsequentlyincorporatedwithinthe
Work.
2.GrantofCopyrightLicense.SubjecttothetermsandconditionsofthisLicense,
eachContributorherebygrantstoYouaperpetual,worldwide,non-exclusive,no-charge,
royaltyfree,
irrevocablecopyrightlicensetoreproduce,prepareDerivativeWorksof,publiclydisplay,
publiclyperform,sublicense,anddistributetheWorkandsuchDerivativeWorksin
SourceorObjectform.
3.GrantofPatentLicense.SubjecttothetermsandconditionsofthisLicense,each
ContributorherebygrantstoYouaperpetual,worldwide,non-exclusive,no-charge,
royaltyfree,
irrevocable(exceptasstatedinthissection)patentlicensetomake,havemade,use,
offertosell,sell,import,andotherwisetransfertheWork,wheresuchlicenseapplies
onlytothosepatentclaimslicensablebysuchContributorthatarenecessarilyinfringed
bytheirContribution(s)aloneorbycombinationoftheirContribution(s)withtheWork
towhichsuchContribution(s)wassubmitted.IfYouinstitutepatentlitigationagainst
anyentity(includingacross-claimorcounterclaiminalawsuit)allegingthattheWork
oraContributionincorporatedwithintheWorkconstitutesdirectorcontributorypatent
infringement,thenanypatentlicensesgrantedtoYouunderthisLicenseforthatWork
shallterminateasofthedatesuchlitigationisfiled.
4.Redistribution.YoumayreproduceanddistributecopiesoftheWorkorDerivative
Worksthereofinanymedium,withorwithoutmodifications,andinSourceorObject
form,providedthatYoumeetthefollowingconditions:

1.YoumustgiveanyotherrecipientsoftheWorkorDerivativeWorksacopyofthis
License;and

2.YoumustcauseanymodifiedfilestocarryprominentnoticesstatingthatYou
changedthefiles;and

3.Youmustretain,intheSourceformofanyDerivativeWorksthatYoudistribute,all
copyright,patent,trademark,andattributionnoticesfromtheSourceformofthe
Work,excludingthosenoticesthatdonotpertaintoanypartoftheDerivativeWorks;
and

4.IftheWorkincludesa“NOTICE”textfileaspartofitsdistribution,thenanyDerivative
WorksthatYoudistributemustincludeareadablecopyoftheattributionnotices
containedwithinsuchNOTICEfile,excludingthosenoticesthatdonotpertainto
anypartoftheDerivativeWorks,inatleastoneofthefollowingplaces:withina
NOTICEtextfiledistributedaspartoftheDerivativeWorks;withintheSourceform
ordocumentation,ifprovidedalongwiththeDerivativeWorks;or,withinadisplay
generatedbytheDerivativeWorks,ifandwhereversuchthird-partynoticesnormally
appear.ThecontentsoftheNOTICEfileareforinformationalpurposesonlyanddo
notmodifytheLicense.YoumayaddYourownattributionnoticeswithinDerivative
WorksthatYoudistribute,alongsideorasanaddendumtotheNOTICEtextfrom
theWork,providedthatsuchadditionalattributionnoticescannotbeconstruedas
modifyingtheLicense.

YoumayaddYourowncopyrightstatementtoYourmodificationsandmayprovide
additionalordifferentlicensetermsandconditionsforuse,reproduction,ordistribution
ofYourmodifications,orforanysuchDerivativeWorksasawhole,providedYouruse,
reproduction,anddistributionoftheWorkotherwisecomplieswiththeconditionsstated
inthisLicense.
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5.SubmissionofContributions.UnlessYouexplicitlystateotherwise,anyContribution
intentionallysubmittedforinclusionintheWorkbyYoutotheLicensorshallbeunder
thetermsandconditionsofthisLicense,withoutanyadditionaltermsorconditions.
Notwithstandingtheabove,nothinghereinshallsupersedeormodifythetermsofany
separatelicenseagreementyoumayhaveexecutedwithLicensorregardingsuch
Contributions.
6.Trademarks.ThisLicensedoesnotgrantpermissiontousethetradenames,
trademarks,servicemarks,orproductnamesoftheLicensor,exceptasrequiredfor
reasonableandcustomaryuseindescribingtheoriginoftheWorkandreproducingthe
contentoftheNOTICEfile.
7.DisclaimerofWarranty.Unlessrequiredbyapplicablelaworagreedtoinwriting,
LicensorprovidestheWork(andeachContributorprovidesitsContributions)onan
“ASIS”BASIS,WITHOUTWARRANTIESORCONDITIONSOFANYKIND,either
expressorimplied,including,withoutlimitation,anywarrantiesorconditionsofTITLE,
NONINFRINGEMENT,MERCHANTABILITY,orFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.
Youaresolelyresponsiblefordeterminingtheappropriatenessofusingorredistributing
theWorkandassumeanyrisksassociatedwithYourexerciseofpermissionsunderthis
License.
8.LimitationofLiability.Innoeventandundernolegaltheory,whetherintort(including
negligence),contract,orotherwise,unlessrequiredbyapplicablelaw(suchasdeliberate
andgrosslynegligentacts)oragreedtoinwriting,shallanyContributorbeliabletoYou
fordamages,includinganydirect,indirect,special,incidental,orconsequentialdamages
ofanycharacterarisingasaresultofthisLicenseoroutoftheuseorinabilitytouse
theWork(includingbutnotlimitedtodamagesforlossofgoodwill,workstoppage,
computerfailureormalfunction,oranyandallothercommercialdamagesorlosses),
evenifsuchContributorhasbeenadvisedofthepossibilityofsuchdamages.
9.AcceptingWarrantyorAdditionalLiability.WhileredistributingtheWorkorDerivative
Worksthereof,Youmaychoosetooffer,andchargeafeefor,acceptanceofsupport,
warranty,indemnity,orotherliabilityobligationsand/orrightsconsistentwiththis
License.
However,inacceptingsuchobligations,YoumayactonlyonYourownbehalfandon
Yoursoleresponsibility,notonbehalfofanyotherContributor,andonlyifYouagree
toindemnify,defend,andholdeachContributorharmlessforanyliabilityincurredby,
orclaimsassertedagainst,suchContributorbyreasonofyouracceptinganysuch
warrantyoradditionalliability.
ENDOFTERMSANDCONDITIONS
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BSD3-ClauseLicense

Copyright(c)2010-2018,ElinamLLCAllrightsreserved.

Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,are
permittedprovidedthatthefollowingconditionsaremet:

 ・Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislistof
conditionsandthefollowingdisclaimer.

 ・Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistof
conditionsandthefollowingdisclaimerinthedocumentationand/orothermaterials
providedwiththedistribution.

 ・Neitherthenameofthecopyrightholdernorthenamesofitscontributorsmaybe
usedtoendorseorpromoteproductsderivedfromthissoftwarewithoutspecific
priorwrittenpermission.

THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHECOPYRIGHTHOLDERSANDCONTRIBUTORS
"ASIS"ANDANYEXPRESSORIMPLIEDWARRANTIES,INCLUDING,BUTNOT
LIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESSFOR
APARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHECOPYRIGHT
HOLDERORCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,
SPECIAL,EXEMPLARY,ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOT
LIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES;LOSSOFUSE,
DATA,ORPROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDON
ANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT
(INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOF
THISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.

TheMITLicense(MIT)

Copyright(c)2007JamesNewton-King

Permissionisherebygranted,freeofcharge,toanypersonobtainingacopyofthis
softwareandassociateddocumentationfiles(the"Software"),todealintheSoftware
withoutrestriction,includingwithoutlimitationtherightstouse,copy,modify,merge,
publish,distribute,sublicense,and/orsellcopiesoftheSoftware,andtopermitpersons
towhomtheSoftwareisfurnishedtodoso,subjecttothefollowingconditions:

Theabovecopyrightnoticeandthispermissionnoticeshallbeincludedinallcopiesor
substantialportionsoftheSoftware.

THESOFTWAREISPROVIDED"ASIS",WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,
EXPRESSORIMPLIED,INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTOTHEWARRANTIESOF
MERCHANTABILITY,FITNESSFORAPARTICULARPURPOSEANDNONINFRINGEMENT.
INNOEVENTSHALLTHEAUTHORSORCOPYRIGHTHOLDERSBELIABLEFORANY
CLAIM,DAMAGESOROTHERLIABILITY,WHETHERINANACTIONOFCONTRACT,
TORTOROTHERWISE,ARISINGFROM,OUTOFORINCONNECTIONWITHTHE
SOFTWAREORTHEUSEOROTHERDEALINGSINTHESOFTWARE.
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