
顔認証アクセスコントローラー
WEST E40
クイックスタートガイド・保証書

はじめに

施工に関しては施工説明書をご覧ください。
詳しい操作に関してはユーザーズマニュアルをご覧ください。
どちらもウエストの Web サイトよりダウンロード可能です。

https://west-lock.co.jp/

１）キー入力
文字入力が必要な際のキー操作について　※英数字と記号のみの入力です

２）電源投入～初期設定
　　電源投入から操作できる画面が現れるまで、 2 分程度かかります。
　初めて電源投入すると、最初に機器管理者パスワード設定画面が現れます。
(Device Initialization) ここではパスワードと E-Mail を設定します。
　　　こちらで設定したパスワードは後でメインメニューへ入る際や、 Web 管理画面への
　　　ログインに使用しますので、忘れないようにして下さい。
　　　また、機器管理者パスワードの管理はセキュリティ確保上重要です。

③ シフトキー→ ←④1 文字削除

←⑤ カーソルキー

←⑥OK キー
↑⑦ 切り替えキー⑧ スペース↑

② キー入力エリア↓

① キー入力選択→

① キー入力選択　・・・　最初にここで入力するキーを選びます。
② キー入力エリア　・・・　キー入力選択すると選択した文字が出ますので、その中から 1 つを

　タッチすると入力されます。
③ シフトキー　・・・　タッチすると大文字と小文字が切り替わります。
④1 文字削除　・・・　タッチするとカーソルより左側の 1 文字が削除されます。
⑤ カーソルキー　・・・　カーソルを移動させます。
⑥OK キー　・・・　文字入力を確定（終了）します。
⑦ 切り替えキー　・・・　タッチするごとに文字入力内容を切り替えます。

（アルファベット→数字→記号　の繰り返し）

⑧ スペースキー　・・・　空白を入力します。

３）メインメニューへの入り方
　通常画面（カメラ状態の画面）で画面が切り替わるまで 4 秒以上ロングタッチ（長押し）します。
　　　顔が画面に入ると測温 / 認証状態になりますので、カメラには顔を写さないでロングタッチ
　　　されることをお勧めします。

ログイン画面になりましたら、指を離します。そして「 admin 」をタッチし、ユーザ ID は” admin”
と入力し、パスワードは先ほど設定された機器管理者パスワードを入力します。
メインメニュー画面が現れましたら次へ進んでください。
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４）言語変更（英語→日本語）
　最初は言語が英語のため、日本語に切り替えます。
「メインメニュー」→「 System 」→「 Lanugage 」→「 Japanese 」とタッチ
最後に確認画面が出るので「 Yes 」をタッチ、再起動しますので、起動後に表示が日本語に
なっていれば完了です。

５）日時設定
　日時を設定し、タイムゾーンを変更します。
「メインメニュー」→「システム」→「時間」とタッチ
　・時間帯　・・・　初期設定がGMT+08:00 のため、最初に変更をお願いします。
★タイムゾーン変更
　「時間帯」をタッチ、「＋」をタッチし、GMT+09:00 に変更し、　  をタッチで完了です。

以降は「メインメニュー」の記載がありましたら、
この方法でメインメニュー画面を出してください。

←”admin” より変更不可（固定）
← パスワードを入力
←再度パスワードを入力（確認）
← メールアドレスを入力

最後に” Yes” で決定 →

　・ 24時間制　・・・　デフォルト OFF （ 12時間制）、必要に応じて設定します。
　・日時設定　・・・　日付が異なっていればタッチし、設定します。
　・時間設定　・・・　時間が異なっていればタッチし、設定します。
　・NTPチェック　・・・　ネットワーク（インターネット）接続があれば設定してください。
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９）ユーザー登録
　必要に応じて、ユーザーを追加します。複数のユーザーを追加する必要がある場合は、ネットワ
ーク接続の上、 PCよりソフトウェア（ SmartPSSAC）の使用した追加も可能です。
★ユーザー追加
「メインメニュー」→「ユーザ」→「新規ユーザ」をタッチします。
以下は必須項目です。
　・ユーザ ID 　・・・　固有の名称です。自動的に数字が振られますが変更可能です。

管理しやすい名称に変更して下さい。（英数字のみ、記号不可）
　・名前　・・・　分かりやすい名称を設定してください。（英数字、記号可）
　＜認証方法＞　必要に応じて登録してください。
　・顔　・・・　顔を登録します。本体カメラで撮影します。

　　登録できる顔画像は 1枚のみです。
　　認識率低下や誤認識の原因になりますため、必ずマスクなしの顔を
　　撮影（登録）してください。

　・カード　・・・　 ICカードを登録します。本体のカードリーダーで読み取れます。
　　　　（ Mifare 、 FeliCa 使用可）　※ 5枚まで登録可

　・パスワード（ PIN）　・・・　パスワードを設定します。（数字のみ最大 8桁まで）
　・ユーザレベル　・・・　管理者とユーザを設定します。

　管理者とは本体の設定変更可能なユーザーです。
　後から変更可能です。
　管理者ユーザを設定せず、機器管理者パスワードのみの管理でも可

　　　ユーザレベルの管理者／ユーザに応じて、「ユーザリスト」と「管理者リスト」へ
　　　分類されます。最下段にも「ユーザレベル」がありますが、こちらとは異なります。
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６）アンロックモード
　デフォルトは測温モードです。体温測定のみの利用であれば、この設定は不要です。
「メインメニュー」→「アクセス」→「アンロックモード」の　　　をタッチして
ONにします。
　　　アンロックモード ONと同時に測温モードは OFF になります。両者のモードは排他です。
　　　　　　無効　　　　　有効　　　　　　　　　　　　※排他＝同時ONにはなりません
　アンロックモードのデフォルト値はカード、顔、パスワードのいずれかで認証です。
必要に応じて変更して下さい（詳細はユーザーズマニュアルを参照）。

７）各種パラメーター
　必要に応じて、各パラメーターを変更します。
詳細な設定内容はユーザーズマニュアルを参照してください。

★顔認証（偽造防止）　デフォルト OFF 、 ONを推奨
「メインメニュー」→「システム」→「顔パラメータ」→「偽造防止有効」をタッチ。
「クロース」から「普通」か「高」に設定変更（通常は「普通」で良い）。

★マスク有無チェック　デフォルト OFF 、 ONを推奨
「メインメニュー」→「システム」→「顔パラメータ」→「マスクパラメータ」→
「マスクモデル」をタッチ。
「テストなし」から「マスク注意」もしくは「マスク阻止」を選択し設定します。
　　　注意：マスク無し時に警告のみ（解錠される）、阻止：マスク無し時は解錠せず。　

★測温（体温測定）　必要に応じて変更 
「メインメニュー」→「システム」→「顔パラメータ」→「温度パラメータ」をタッチ。 
必要に応じて温度設定値（高体温警告の閾値）を変更して下さい（デフォルト： 37.3℃）。
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８）ネットワーク設定
　必要に応じて設定してください。
Web 設定、 SmartPSSACでの管理が必要な場合は必須の設定です。
★有線LAN
「メインメニュー」→「接続」→「ネットワーク設定」→「 IPアドレス」をタッチ
DHCPを使用する場合は　　　をタッチして ONにします。使用しない場合は IPアドレス、
サブネットマスク、ゲートウェイを設定します。

★無線LAN（ WiFi ）
　　　 WiFi の場合は DHCPのみです。 IPアドレスを固定したい場合はアクセスポイント側での
　　　処理をお願いします。
「メインメニュー」→「接続」→「ネットワーク設定」→「 WiFi 」をタッチ
ON/OFF の　　　をタッチして ONにします。
右上の虫眼鏡アイコン　　をタッチし、アクセスポイントを検索します。
接続するアクセスポイントをタッチし、パスワードを入力します。
接続されれば SSID などが表示されます。

こちらではありません →

ユーザ / 管理者設定 →

1 . 保証書について
　 WEST E40 （以下「本商品」）には保証書が添付されています。本保証書は、「 3. 保証規定」に基づき、本商品の交換を保証するものです。交換を
希望の際は、購入いただいた本商品を弊社に返送する前に下記「 5. お問い合わせ先」までその旨をご連絡ください。本商品の交換に際しては本保証書
の提示が必要となりますので、本保証書の記載内容をご確認いただき、本保証書を大切に保管してください。なお、本保証書の再発行は致しません。
また、この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて商品交換をお約束するものです。従ってこの保証書に
よって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過
後の商品交換等についてご不明点の場合は、「 5. お問い合わせ先」にお問い合わせください。

2 . マニュアル等について
　本商品には本保証書とは別に、 WEST E40 クイックスタートガイドが添付されています。また、施工説明書・ユーザーズマニュアルはウエストの
Web （ https://west-lock.co.jp/ ）をご覧下さい（以下、マニュアル等）。
本保証書はマニュアル等に記載された内容によって解釈され、マニュアル等に記載された内容に沿わない使用をした結果生じた故障や不具合は、本保
証規定の対象外となります。

3 . 保証規定
　保証期間中において、マニュアル等の記載内容に基づく正常な使用状態で本商品に故障や不具合が生じた場合、この保証規定に基づいて交換対応い
たします。
－保証期間
　・本商品の保証期間は、弊社もしくは販売代理店からの出荷日より１年間です。
　・保証期間内に本保証規定の適用を受けて本商品を交換した場合、当該本商品につき交換される本商品の出荷日（弊社からお客様が指定された指定
場所に出荷した日）から再度１年間（ただし当初商品の出荷日から３年を超えないものとします）保証が有効です。
－保証範囲
　・保証範囲は、本商品本体のみとし、その他の付属品に関しては本保証規定の範囲外となります。また、弊社は、本商品について修理対応は行わず、
交換対応のみ実施いたします。
　・本商品の購入または使用その他本売買契約に関して、購入者または第三者に生じた損害について、弊社は一切その責任を負いません。
－送料
　・本商品をお送りいただく際は送料元払い（お客様ご負担）にてお願い致しております。交換品を弊社から発送する際の送料は弊社負担とさせてい
ただきます。万が一、本商品を着払いにてお送りいただいた場合、交換品は着払いによる発送となります。
－適用除外
　以下の項目に該当する場合は保証期間内であっても本保証規定の対象外となり、全て有償による交換となりますのでご注意ください。
　・購入者又は第三者による不当な修理、改造による故障、不具合および破損
　・マニュアル等に記載された使用条件や環境から著しく逸脱した状態でご使用なられた上での故障および不具合
　・マニュアル等に記載された本商品固有の用途以外の目的での使用に起因する故障および不具合
　・他に接続している機器、アクセサリが原因による故障および不具合
　・電池の液漏れによる故障および不具合
　・火災、地震、水害、その他天災、異常電圧、停電、指定以外の使用、不慮の事故など外部の原因により生じた故障、不具合および破損

－免責事項
　・本保証書の提示が無い場合、本保証書の下部に商品出荷日、お客様名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合、無償での交換は致しか
ねます。
　・本商品交換受付後、弊社において障害が再現できない場合は、無償での交換を致しかねる場合があります。
　・当社の定める施工パートナー以外による施工または取り付けを行なった場合には、本商品の不具合であることが明らかなときのみ、無償交換等の
本保証書記載の対応を致します。
　・弊社は本保証書に基づき本商品の交換についてのみ保証するものであって、本商品の故障によって生じた、一切の直接または間接の損害、金銭的
損出について、弊社はその責任を負わないものとします。
　・故障の有無を判断するために、技術調査費用を別途請求することがあります。その場合は事前にご登録いただいた連絡先にご連絡させていただき
ます。
　・交換にかかる費用（商品本体の費用を除いた、送料、診断・調整などの作業にかかる技術費、取り外し・設置工事費など）は、お客様にご負担い
ただいております。
　・弊社が本保証書に記載された義務を履行している限り、本商品の不備を理由として本商品および本商品に関連するソフトウェア、サービス等に関す
る契約の解除はできません。
　・本商品について製造事業者がリコールを行った場合には、お客様は製造事業者に対して交換等を求めるものとします。
　・本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

4 . 個人情報の取り扱いについて
　ご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動、その後の安全点検活動、マーケティング活動のために記載内容を利用させて頂
く場合がございますのでご了承ください。

5 . お問い合わせ先

2021 年8月 20 日制定

保 証 書

株式会社ウエスト
TEL 072-826-0323 　※9:00～ 17:00 のみ（土日祝日、夏季休業、年末年始等は除く）
https://west-lock.co.jp/

ご氏名（会社名）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
施工日：　　　　　　／　　　　　　／　　　　　　　
ご住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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