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安全上のご注意：必ずお守りください

・本書の内容は、予告なく変更することがあります。
・本書の無断転載を禁じます。

免責事項

商標・商標表記について

・本書に記載された製品およびアプリケーションの使用によって発生した損害に対し、当社は一切の責任を負いません。
・禁止事項を含め本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・当社が関与していない接続機器、ソフトウェア、アプリケーションやサービスの使用による損害に関して、当社
は一切の責任を負いません。

・Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
・iOSはCiscoの米国およびその他の国の登録商標であり、Apple Inc. がライセンスに基づき使用しています。
・iOSはApple Inc. の商標です。
・iOSの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・その他、本書に記載されているその他、本書に記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標
または登録商標です。

禁止 破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

本製品を加熱しないでください。また、火中に投入、高温になる場所で設置、
使用、保管しないでください。

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。
分解・改造をしないでください。

禁止 故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

ケガの原因になることがあります。

故障や変形の原因となります。レンズに直射日光が長時間当たると発火、
火災の原因となります。

本製品を投げたり、落としたりして、強い衝撃を与えないでください。

禁止

本製品は、幼児の手の届くところに置かないようにしてください。

故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常時は、
すみやかに使用を中止すること

強制

警告

注意

禁止

直射日光の当たる場所 (自動車内など)、極端に高温になる場所で
使用および保管しないでください。

禁止 落下してけがや故障の原因となります。
本製品は不安定な場所や振動が発生する場所に設置しないでください。

禁止 故障の原因となります。
腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。

本製品を正しくお使いいただくために必ずお読みください。本製品をご使用になる人や
他の人への危害や損害を未然に防ぐために守っていだだきたい事項を記載してあります。

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡や重傷に結びつく可能性が考えられる内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。
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準備① 必要なもの

準備② 有線 LANルーターについて
有線LANの通信動作についての注意

準備③ その他のご注意

■通信時のセキュリティとして、Wi-Fiの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設
定内容によっては悪意ある第三者にお客様のプライバシー情報を盗み見られる可能性があります。また、悪意ある第三者
に侵入され、不正に操作される可能性もあります。

■通信利用時に発生したデータおよび情報の漏洩、その他の損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

■スマートフォンのタッチパネルの反応は機種ごとに差があり、保護シートの使用や個人差により反応
しにくい場合があります。

■スマートフォン(iOSまたはAndroid対応機種)
※すべての端末での動作は保証いたしません。

※IPv6やシェアードアドレス対応ルーター及びモバイルルーターは非対応です。
■有線LANルーター(インターネット接続可能な状態のもの)
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設定① 設定② アプリのダウンロード

設定② アプリに接続

準備④ 各部名称

準備⑤ 電源を供給　

iOS/Android
共にこちらから
入手できます。

右のQRコードをスキャン
してください

※本製品と接続が終わった後は5GHz 帯 SSIDに戻してもかまいません。

SmartPlus

Smart Plus（グランシールドオリジナルアプリ）

本製品はスマートフォンの接続設定を参照します。5GHz帯(SSID名に“A”や“5”が付く)は使用できませんので、
スマートフォンを2.4GHz帯のSSIDに接続してください。(一般的には“G”や“2.4”と表記してあるもの)

http://glanshield.com/smart-plus/

iOS/Android
共にこちらから
入手できます。

右のQRコードをスキャン
してください

TuyaSmart

Tuya Smart

http://glanshield.com/tuya-smart/

iOS/Android
共にこちらから
入手できます。

右のQRコードをスキャン
してください

SmartLife

Smart Life

http://glanshield.com/smart-life/

3つのアプリから選んで接続できます。

リセットボタン

USBポート

WANポート

Wi-Fiランプ 電源ランプ

（発光した時だけ確認できます）

※5秒間押し続けると、
　リセットされます

TuyaSmart、SmartLifeも共通の構造を備えたアプリですので、どのアプリをお使いいただいても
ゲートウェイ性能やメニューに差異はありません。

常時接続（充電式ではありません）

USBケーブル
LANケーブル電源アダプタ
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③メールアドレスを入力し
　「照合コードの取得」をタップ

②「プライバシーポリシー」をタップし、
　本文を確認の上「同意する」をタップ。

①SmartPlusアプリを開き、
　「登録」をタップ。

④メールで届いた認証コード
　6桁を入力

⑤パスワードを設定し、
　「完了」をタップ

⑥「アプリを開く」をタップ

■メールアドレスに間違いはないですか？すべて半角で使用可能なメールアドレスを入力してください。
■正しいメールアドレスを入力しても『system.az@notice.2.ismartlife.me』からの認証用メールが届かない場合、
　迷惑メールに判別されている可能性があります。迷惑メールフォルダをご確認ください。
■迷惑フォルダに無い時は、迷惑メールの設定を変更し(例：英文メールを受信可能にする)、認証用メールを受信可能な
　状態にします。その後、新規登録画面で「再取得」をタップして再度送信します。
■キャリアメール(au.docomo.softbank)・Gmailなどの場合、セキュリティが厳しいため、弾かれる場合があります。
■うまく行かない場合、違うメールアドレスで登録してください。

メールが届かない場合は

SmartPlusアプリ（iOS版）を例に説明しています。品質向上のため、UI等は予告なく変更する場合があります。

設定③ アカウントの取得～Zigbeeゲートウェイ登録

スマートフォンにアプリケーションをインストールします。
スマートフォンを予め2.4GHz帯のSSIDに接続しておいてください。5GHz帯（SSID名に“A”や“5”が付く）は
使用できません。（一般的には“G”や“2.4”と表記してあるもの）
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SmartPlusアプリ（iOS版）を例に説明しています。品質向上のため、UI等は予告なく変更する場合があります。

設定③ アカウントの取得～Zigbeeゲートウェイ登録

留守でもピンポンG2からプッシュ通知を受信するために必要な質問です。
※許可しない場合、本機のメイン機能である呼出しができません。「許可」をお選びください。

使用される方の属性にマッチした便利な情報を提供するための質問です。
※許可しなくてもアプリの機能に関して問題はありません。

⑦「アプリを開く」をタップ

⑧“SmartPlus”がBluetoothの使用を求めています

⑨“SmartPlus”に位置情報の使用を許可しますか？

⑩“SmartPlus”がローカルネットワーク上のデバイスの
　検索および接続を求めています。

留守でもピンポンG2とのネットワーク設定には許可しなくても問題はありません。
※弊社IoT製品をご利用いただく際に、Bluetooth接続が必要になります。

設定の際に、日本の言語や時刻を識別するほか、近くのWi-Fiネットワークを
自動で検知するために必要な質問です。
※許可しない場合、手動でWi-Fiネットワーク名を入力する必要があります。また、
　許可しないと一部機能「家族・家庭の設定」が使用できません。

推奨：「OK」をタップ

推奨：「Appの使用中は許可」をタップ

推奨：「OK」をタップ

⑪“SmartPlus”は通知を送信します。よろしいですか？
推奨：「許可」をタップ
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SmartPlusアプリ（iOS版）を例に説明しています。品質向上のため、UI等は予告なく変更する場合があります。

⑫「了解」をタップ ⑬「デバイスの追加」をタップ

⑮数十秒待つと、
　デバイスを見つけます

⑯アイコンが表示されたら「次へ」

⑭本体のリセットボタンを5秒長押し

⑰追加に成功

⑲ゲートウェイ起動画面

了解

⑱デバイス名を変更したり、
　配置場所を選択できます
　最後に右上の「完了」を押すと

⑳右上の編集マークをタップ
　すると詳細ページ
　（編集ページはサポート対象外）

設定③ アカウントの取得～Zigbeeゲートウェイ登録
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設定④ Zigbeeデバイス登録（例）

⑦ゲートウェイを介して接続されると
　ゲートウェイ起動画面にデバイスが
　表示されます

②繋ぎたいデバイスの電源を
　入れ、リセットボタンを押す

①トップページ(マイホーム)
　右上の + をタップ

③ゲートウェイがデバイスを
　検知したら、追加をタップ

SmartPlusアプリ（iOS版）を例に説明しています。品質向上のため、UI等は予告なく変更する場合があります。

Zigbeeゲートウェイを介して、他のZigbeeデバイスを登録する例をご紹介します。
まずは、SmartPlusアプリをアプリを起動します。

⑤右上の「完了」をタップ④円に✓を入れ「次へ」をタップ ⑥デバイスが追加されました

例
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株式会社ダイトク　〒334-0013　埼玉県川口市南鳩ケ谷 4-8-6
サポートメール ：glanshield-support@daitoku-p.co.jp

本製品に関するお問い合わせ

Glanshield 公式ページお知らせ (サポート情報 )・最新マニュアル pdf 等

●Zigbee ゲートウェイは電源に接続していますか ?（常時給電してください）
●Zigbee ゲートウェイに LANケーブルを接続していますか ?動作しない

●Zigbee ゲートウェイは電源に接続していますか ?（常時給電してください）
●Zigbee ゲートウェイに LANケーブルを接続していますか ?
●Zigbee ゲートウェイとご利用のスマートフォンは同一のネットワークに
　接続していますか ?
●Zigbee ゲートウェイのリセットボタンを5秒長押ししましたか？
●Zigbee ゲートウェイとスマートフォンを10m以内に近付けて接続を
　行っていますか？

アプリと接続できない

こんなときは ご確認内容・対応など

故障とお考えになる前に、ここに書かれている内容をご確認ください。

製品仕様 （仕様は改良のため予告なく変更する場合があります）

こんなときは

型式

商品名

色

JAN

電源

使用温度範囲

通信方式

本体サイズ

本体重量

製品保証

付属品

GS-ZIG-01

Zigbeeスマートホームゲートウェイ

ホワイト

4580383121715

DC 5V 1A

-10～55℃

Zigbee

約90×23×90mm（W×H×D）

約74.5g

お買い上げから1年間

本体、USBケーブル、LANケーブル、ACアダプター


