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安全上のご注意
必ずお読みください
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この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いにな
る人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。内容をよく
理解してから本文をお読みください。

してはいけない内容
です

実行しなければなら
ない内容です

絵表示について

警告
この警告事項に反した取り扱いをす
ると、人が死亡または重傷を負う可
能性があることを示します。

注意
この注意事項に反した取り扱いをす
ると、人が傷害または物的損害を負
う可能性があることを示します。

警告
■ 水をかけたり、ぬらしたりしない
火災、感電、けがの原因になります。

■ 分解・改造・修理はしない
火災、感電の原因になります。

■ 異常な状態で使用しない
（発熱、発火、発煙、異臭、異音がするな
ど）火災、感電の原因になります。
すぐに電源プラグやACアダプターをコ
ンセントから抜いて、販売店に修理をご
依頼ください。

■ コンセントや配線器具の定格
　 を超える使い方や、AC100V
　 以外での使用はしない
たこ足配線などで定格を超えると発熱
による火災の原因になります。

■ 電源プラグやACアダプター、
　 コードなどに水をかけたりしない
感電の原因になります。
ぬれた場合は、すぐに電源プラグやACア
ダプターをコンセントから抜いて販売店
にご相談ください。

■ 電源プラグやACアダプター、
　 コードなどを破損しない
（傷つける、加工する、無理やり曲げる、ね
じる、引っ張る、重い物を乗せる、加熱す
るなど）傷んだまま使用すると火災、感
電、けがの原因になります。
電源プラグやACアダプター、コードなど
の修理は販売店にご依頼ください。

■ 雷が鳴ったら本体や電源プラグ、
　 ACアダプターに触れない
感電の原因になります。

■ 異物が入ったときは使用を中止
　 する
そのまま使用すると火災、感電の原因に
なります。特にお子様のいるご家庭では
ご注意ください。

■ 落としたり、破損したときは使用
　 を中止する
そのまま使用すると火災、感電の原因に
なります。
すぐに電源プラグやACアダプターをコ
ンセントから抜いて、販売店に修理をご
依頼ください。

■ 電源プラグやACアダプターは
　 根元まで確実に差し込む
差込が不完全ですと、感電や発熱による
火災の原因になります。

■ 電源プラグやACアダプターの
　 ほこりは定期的にとる
プラグにほこりがたまると、湿気などで
絶縁不良となり火災、感電の原因になり
ます。
プラグを抜き、乾いた布でふいてくださ
い。
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■

■

■

■

※

免責事項

注意
■ 不安定な場所や振動の多い場所
　 には設置しない
(ぐらつき、傾きのある場所）落下などによ
り破損やけがの原因となります。

■ 湿気の多い場所、結露が発生
　 しやすい場所に設置しない
(風呂場、台所や水まわりなど）
結露しますと電子部品の誤作動、故障、劣
化などの原因になります。温度差により結
露(水滴)が発生しやすくなります。

■ 高温になる場所に設置しない
(直射日光の当たる場所、車のトランク、ダ
ッシュボード、ヒーターなど熱器具の近く
など）機器の変形、電子部品の誤作動、故
障、劣化などの原因になります。

■ 埃の多い場所に設置しない
火災、感電の原因になります。

■ 機器に重いものを置いたり引
　 っ掛けたりしない
落下などにより破損やけがの原因となり
ます。

■ コードを引っ張らない
電源プラグやACアダプターを抜くときは
コードを引っ張らないでください。コード
が傷つき、火災・感電の原因となります。

■ 機器の重量などを満たす強度で
　 設置する
落下などにより破損やけがの原因となり
ます。

■ 取り付けや配線を行う場合は
　 必ず電源を切る
感電の原因となります。

プライバシー、肖像権について
防犯機器の設置や利用は、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権な
どを考慮のうえ、行ってください。
「プライバシーは、私生活をみだりに公開されな
いという法的保障ないし権利、もしくは自己に関
する情報をコントロールする権利。また、肖像権

は、みだりに他人から自らの容貌、姿態を撮影さ
れたり、公開されない権利」と一般的に言われて
います。

本製品は、盗難防止器具・災害防止器具ではあ
りません。本製品の動作の正常・異常にかかわら
ず、犯罪・事故が発生した場合の損害について
は、当社は一切責任を負いません。
製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生
じた建物などへの損傷やその他の損害につい
て、当社は一切責任を負いません。
地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、

第三者による行為、その他の事故・お客様の故
意または過失、誤用、その他の異常な条件下で
の使用により生じた損害に関して、当社は一切
責任を負いません。
本製品の使用または使用不能から生ずる付随
的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶
内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責
任を負いません。
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液晶モニターについて

ネットワーク接続について
本機はLANポートを搭載しておりますが、LAN及び、公衆インターネット回線への接続はサポート
致しかねます。また、このことに関するお問い合わせには、お答えいたしかねますのであらかじめご
了承ください。

パスワード変更のお願い（第三者アクセス防止のため）
本機はインターネット経由でアクセスできるように設定できます。第三者からの意図しないアクセス
によるプライバシーや肖像権の侵害、情報漏えいなどを未然に防止するために、必ずパスワードを変
更してください 。初期設定admin のパスワード変更後、お忘れになりますとログインができなくなり
ますので、メモなどに残し第三者に見られないよう保管しておくことをおすすめします。万一お忘れ
になった場合は、お客様ご自身での解除はできません。本機をお預かりさせて頂いての有料対応と
なり、お時間も頂くこととなりますのでご注意ください。
※第三者によるパスワード解除が容易にされないよう、都度解除入力項目が変わりますのでご了承
   願います。

記録内容に関する免責事項
本機の不具合または外部メディアの不具合・修理など、何らかの原因で本機または接続した外部メデ
ィアのデータが破損・消滅した場合の記録内容の保証、それに付随するあらゆる損害について、弊社
はいかなる場合においても一切の責任を負いません。
またいかなる場合においても弊社では保存データの修復・復元・複製は致しかねますのであらかじ
めご了承ください。

画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）や、見る角度によっ
ては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるも
のであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
画面の焼き付きを防ぐ為、必要に応じて本機のモニターON／OFFボタンでモニター表示をOFFに
してください。

HDD について
・HDDは精密機器です。故障の原因となりますので、振動や衝撃を与えないよう丁寧にお取扱いく
　ださい。またホコリ・磁気・高温にも弱いため、通気性の悪い密閉空間等でのご使用はお避けくだ
　さい。
・一般的にHDDは消耗品として位置づけられています。使用環境により異なりますが、＋25℃の環
　境下で使用した場合、通電時間が20,000時間を経過すると書き込みエラーが発生しやすくなりま
　す。この時間は一般的な時間であり、寿命を保証するものではありません。大切なデータを失わ
　ないために、必要なデータ（証拠映像など）は他の記録媒体にバックアップを取っていただくこと
　をお勧めいたします。
・録画や再生が出来ない等、HDDに異常が発生した場合は、HDDの交換が必要です。お買い上げ
　の販売店へお持込みいただくか、弊社へご返送いただき修理をご依頼下さい。
　弊社では出張・訪問での修理サービスは行なっておりませんのであらかじめご了承ください。

※パスワード変更操作について 詳しくは 42 ペ
ー
ジ
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お使いになる前に

映像入力端子
(BNC×4ch)

音声出力端子
(RCA×1ch)

音声入力端子
(RCA×4ch)

ネットワーク
接続端子(LAN)

USB接続端子
（×2）
RS-485端子
電源端子
（DC12V）

壁掛け用穴（有効ネジ頭径 約6ｍｍ～10ｍｍ）
※壁掛け用ネジは別途ご用意ください。
　VESA規格に対応していません。

スタンド

映像音声出力端子
(HDMI)

モニターON/OFFボタン
リモコン受光部

HDDアクセス ランプ(緑)
電源表示 ランプ(赤)

液晶画面

54304

23
0

148

15
5





HDMIケーブル(市販)を使用し、モニターテレビ(市販)と
接続します。映像は本機と接続したモニターテレビ(市販)
の両方に映ります。モニターテレビ(市販)のスピーカーで
マイク付きカメラの音声を聞くことができます。
モニターON/OFFボタンで本機の画面のみを消すことも
できます。

12

AHDカメラ、アナログカメラ（CVBS）と接続する場合

POWER SCREEN
HDD

カメラ（別売）
（映像・音声・電源）

映像映像映像

音声音声音声

電源電源電源

UP 音声音声

映像映像

電源電源電源

カメラ付属
ACアダプター

本機本機

アンプ内蔵スピーカー
（市販）

アンプ内蔵スピーカー
（市販）

アンプ内蔵スピーカー
（市販）

付属USBマウス付属USBマウス付属USBマウス

マイク付きカメラと接続する場合

モニターテレビ（市販）と接続する場合

カメラ付属
ACアダプター

付属USBマウス付属USBマウス付属USBマウス

POWER SCREEN
HDD

カメラ（別売）
（映像・電源）

UP

映像映像 映像映像映像

電源電源
電源電源

本機本機

接続例
お使いになる前に

スイッチングハブ
（市販）

パソコン（市販）

（市販）

本機

スイッチングハブ
（市販）

ADSLモデム、
ルーターなど

インターネット
IP カメラ（市販）

HDMI ケーブル
（市販）

映像＋音声映像＋音声映像＋音声 モニターテレビ
（市販）

モニターテレビ
（市販）

モニターテレビ
（市販）

付属電源アダプター

本機

本機

付属電源アダプター

POWER SCREEN
HDD

付属電源アダプター

接続ケーブル（別売）
（最大延長距離 40ｍ）

接続ケーブル（別売）
（最大延長距離 40ｍ）

本機はスピーカーが内蔵されていないため、マイク付きカメラの音声を聞くには音声出力端子
（アナログ）にアンプ内蔵スピーカー（市販）を接続するか、HDMIケーブル（市販）でモニター
テレビ（市販）と接続します。※音声を記録する場合は設定が必要です。※詳しくは 22 ペ

ー
ジ

音声（アナログ）音声（アナログ）音声（アナログ）

映像ケーブルがRCAプラグの場合
変換コネクター
H-1（別売）

映像ケーブルがRCAプラグの場合
変換コネクター
H-1（別売）

本機本機



















































ステップ4：ライブ映像表示
チャンネルをタップします。
カメラのライブ映像を表示します。
1画面表示する場合は大きくしたいチャンネルをダブルタップします。

ステップ5：リモート再生（録画再生）
チャンネルをタップし、画面を表示します。
画面をダブルタップで一画面表示します。
「録画再生」をタップで、タイムラインを表示します。
「カレンダ－」をタップで、再生したい日時を指定します。
タイムラインの時間をスワイプで指定が可能です。
「

▲
」でカメラの映像がリモート再生します。

37

アプリの設定
設定を変更する
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メモ
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メモ


