LED インジケーター
赤色点灯

3G/GPS トラッカー

赤色点滅
電源 LED （1 秒に 5 回）
黄色点灯
黄色点滅
（2 秒に 1 回）

ユーザーガイド

消灯
高速点滅
（1 秒に 5 回）
点滅
3G LED （1 秒に 1 回）
点灯
高速点滅
GPS LED （1 秒に 1 回）
点滅
（3 秒に 1 回）

本体の充電

電池残量低下
（電池残量が 30% を
下回ると点灯）

ezTool で本体の設定を簡単に変更できます。
ezTool のダウンロードはこちら
http://www.trackers.jp/support̲download.html

パソコン接続中

ホーム

充電中
電池残量が 100% 〜 30%
（クレードル未接続時）
データを送信中
モバイルネットワーク
へ接続済み
SIM カードが取り付け
られていないか
ネットワークを検索中
GPS を検索中
GPS を捕捉

GISupply, Inc. 2016

正面

１．USB ケーブルと AC アダプターを使用して、
クレードルをコンセントへ接続します。
２．本体をクレードルへ取り付け充電を行います。
クレードルへ取り付ける際は、下部 2 つの
凹凸がかみ合うように取り付けます。
３．電源 LED が黄色に点灯したことを確認
してください。
点滅すると充電完了です。
※高温になる場所で本体の充電を行うと、正常に
動作しない場合があります。
※レポート間隔が短い設定で、充電をしながら
使用すると本体が高温になります。

２

各部名称

SIM カードの取り付け

４

電源のオン／オフ

側面

電源の入れ方

１

ホーム

電源ボタンを 3 秒間長押しすると、
本体が振動し電源が切れます。

１．SIM カードスロットのネジを外し、
カバーを開けます。
２．SIM カードを、金色の接点を下にして
図のように取り付けます。
３．カバーを元に戻し、ネジを締めます。

３

６

サポート

ダウンロード

５．ezTool を起動し、COM ポートに COM 番号
が表示されていることを確認します。
表示されていない場合は、スキャンを
クリックします。
６．「設定読込」をクリックし、本体に記録
されている設定を読み込みます。
７．設定完了後、「設定書込」をクリックし
本体へ設定内容を書き込みます。

電源が入っていることを確認
レポート間隔が長いと、次のレポートまで
LED が消灯します。電源が入っていることを
確認する場合、電源ボタンを 1 回押し
電源 LED の状態で電源が入っていることを
確認できます。
電源オン：3 回赤色点滅
電源オフ：1 回赤色点灯

１．USB ケーブルを使用し、クレードルと
パソコンを接続します。
２．本体の電源が入った状態でクレードルへ
取り付けます。
３．電源ボタンを短く 1 回押すと、電源 LED が
赤く点滅します。(1 秒に 5 回 )
充電中は、黄色点灯と同時に赤色点滅に
なります。

ドライバのダウンロードはこちら
http://www.trackers.jp/support̲download.html

電源の切り方

裏面

ダウンロード

４．ドライバがパソコンに自動インストール
され、ezTool と通信できる状態になります。
自動インストールに失敗する場合は、
下記よりお使いのパソコンの OS に対応した
ドライバをダウンロードし手動インストール
を行ってください。

側面

電源ボタンを 3 秒間長押しすると、
本体が振動し電源が入ります。
その後、GPS を受信しモバイルネット
ワークに接続されると、位置情報の
送信を開始します。

1 スピーカー
2 SOS ボタン
3 電源 LED
4 3G LED
5 GPS LED
6 無線 LED
7 マイク
8 電源ボタン
9 ストラップホール
10 SIM カードスロット
11 クレードル接続部

サポート

充電完了

無線 LED
TR-313J に Bluetooth は搭載されて
（Bluetooth）
おりません

GI2016-001

ezTool での設定変更

裏面へ続く
５

７

各設定項目の説明
基本設定
● ファームウェアバージョン
ファームウェアのバージョンが表示されます。
● SIM カード電話番号
SIM カードの電話番号を設定します。
通信専用 SIM は入力不要です。
● IMEI
IMEI が表示されます。
SMS/ 音声設定

禁止・制限事項

音声付 SIM を使用している場合、電話を受けたり
掛けることができます。
通話はスピーカーフォンで行います。

その他
トラッカーの初期化
トラッカー初期化ボタンを押すと本体が
工場出荷時の設定に初期化されます。

● 通話を有効にする
SOS の際に「SOS 送信先電話番号」へ電話を
掛ける機能の有効 / 無効を設定します。
※音声付 SIM 使用時のみ利用可能
● SOS 送信先電話番号
SOS の際に SMS を送信する電話番号を設定
します。2 件まで登録可能です。
● 返信先電話番号
スマートフォンなどから SMS で簡単呼出
コマンドを送った際に本体から位置情報を
返信する電話番号を設定します。

電話に出る
電話が掛かってきたら SOS ボタンを押すだけで
通話が始まります。

ファームウェアの更新
ファームウェア選択ボタンを押し、
ファームウェアファイルを選択します。
更新ボタンを押すと、更新が開始されます。

電話を切る
通話を終了する場合は SOS ボタンを押します。
電話を掛ける
SOS ボタンを 3 秒間長押しすると、SOS 送信先
電話番号へ SMS 送信後、電話を掛けます。
予め「通話を有効にする」にチェックを入れて
ください。

対応 OS
Windows 8.1 / 10
その他詳しい設定はこちら
http://www.trackers.jp/support̲tr313j.html
８

● 簡単呼出用パスワード
SMS で簡単呼出コマンドを送信する際に
不特定多数のスマートフォンからコマンドを
送信されないように設定するパスワードです。
最大 8 文字まで設定できます。（半角英数字）

ホーム

サポート

ユーザーガイド

TR-313J 使い方
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ご利用のアプリケーションにあわせて変更してください。

ezFinder BUSINESS
ezFinder（無償版）

www.ezﬁnder.jp
gw.ezﬁnder.com.tw

レポート設定

９

・ 株式会社 GISupply は、本製品の利用により
利用者に生じたいかなるトラブルに関して、
一切の補償又は責任を負わないものとします。
・ 株式会社 GISupply は、本製品を使用して
利用者が作成したあらゆるデータの取り扱い
で生じたいかなるトラブルに関して、
一切の補償又は責任を負わないものとします。
12

14

アプリケーション

スマートフォンなどの SMS が送信できる端末
から、下記のコマンドを送信することで
定期的に送信される位置情報とは別に、リアル
タイムにトラッカーの位置情報を取得できます。
スマートフォンなどでメッセージアプリを起動
して下記コマンドを入力し、送信してください。
１．SOS ボタンを 3 秒間長押しすると、
本体が振動し SOS が送信されます。
２．GPS から位置情報を取得し、モバイル
ネットワークで位置情報を送信します。
※GPS を受信できない場合は、最後に取得
した位置情報を使用します。
３．音声付 SIM を使用している場合は、
SOS 送信先電話番号へ電話を掛けます。

ezFinder BUSINESS ご利用の方
www.ezﬁnder.jp
ezFinder BUSINESS は、国内にサーバーを置き
株式会社 GISupply が運営する業務向けアプリケーションです

ezFinder（無償版）ご利用の方
www.ezﬁnder.com.tw
ezFinder（無償版）は、株式会社 GISupply の
サポート・保証対象製品ではありません

※SMS を受信するスマートフォンなどで
SMS の受信拒否設定を行っている場合は、
予め解除してからご利用ください。

● レポートモード切替
定期モード : 設定時間で定期的に位置情報を
送信するモードです。
モーションモード : 静止時と移動時でそれぞれ
位置情報の送信間隔を設定
できるモードです。

※通話中は近くの携帯電話やカーラジオ等の
電磁気の影響を受ける場合があります。

・ 本製品のリバース・エンジニアリングとなる
行為（逆コンパイル、逆アセンブル等の
ソースコードの解析、または修正等）をする
ことを禁止します。
また第三者に前述のような行為をさせること
も禁止します。
・ 本製品を株式会社 GISupply による承諾なく、
直接若しくはネットワーク上などで、利用者
以外の第三者及び第三者機関が利用可能な
状態とすることを禁止します。
免責

位置情報の簡単呼び出し

SOS 機能

通信設定
● APN、ユーザー名、パスワード
通信事業者が公開している APN 設定に従って
APN、ユーザー名、パスワードを変更してください。
SIM カードご購入時のパッケージや通信事業者の
Web ページをご確認ください。
● サーバー IP

その他

通話機能

● 定期レポート間隔
定期モードのレポート間隔を設定します。
● 静止時レポート間隔
モーションモード ( 静止時 ) のレポート間隔
を設定します。
● 移動時レポート間隔
モーションモード ( 移動時 ) のレポート間隔
を設定します。

株式会社 GISupply

※SMS を受信するスマートフォンなどで
SMS の受信拒否設定を行っている場合は、
予め解除してからご利用ください。
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〒071-1424
北海道上川郡東川町南町 3 丁目 8-15
TEL：0166-73-3787 FAX：0166-73-3788
E メール：info@trackers.jp
営業時間：8:30 〜 17:30（土日祝日除く）

