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スタンド・コードの接続スタンド・コードの接続

電源オン電源オン

※電源オフで行います。※電源オフで行います。

製品保証書

セット内容

保証規約

■製品番号　GS180-IR
Glanshield（グランシールド）Dive-y180( ダイビー180)

お買い上げ日

この製品保証書は保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束する
ものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・
納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、大切
に保管をお願いします。

販売店記載欄 製品保証期間
（お買い上げ日より）

お名前

ご住所

 お電話番号

様
〒

※

お
客
様

1年

【1】初期不良期間および保証期間について
 A. 初期不良期間および保証期間は購入日より保証期間に表記された期間内とします。
 B. 修理後の保証期間は、交換によって対応させていただいた場合も含め、初回購入時の

保証期間の満了日までとします。
 C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
 D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の

負担にて同製品または同等品の交換とさせて頂きます。
 E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤

品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。（発売元へ
の製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。）

【2】保証適用除外事項について
　次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。
　なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかか
　わらず有償修理対応となります。
 A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシー

ト等）を紛失された場合。
 B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事

項が明記されていない場合。
 C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
 D. 改造等の保証外動作を行った場合。
 E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
 F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
 G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他

の製品に損害を与えた場合。
 H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等

の外部的要因による場合。
   I．極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた

場合。
【3】免責事項
 A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータ

に関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
 B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
 C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または　

使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはそ
の他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。

 D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損
害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を
負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損
害に限るものとします。 

 E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ず
るお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】
　　商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添

付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「初期
不良期間および保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上
の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

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：support@daitoku-p.co.jp

不具合の際は、必ず事前連絡をしてください。
製品を一方的に送付した場合は受付できません。

「カチッ」と
手応えがある
まで押します。

図の向きで図の向きで

スタンドの穴に電源コードを通し、
カメラの電源端子に差し込みます。

スタンドを
差し込みます。

ACアダプタに
つなぐ。

スタンドスタンド電源端子電源端子

電源
コード
電源
コード

電源ボタンはありません。ACアダプタにつないで電源オンです。
しばらく待つと、音が鳴り赤ランプが点灯→点滅します。

180°WiFi ホームカメラ

( ダイビー180)

ver.1.06

スタートマニュアル/製品保証書

1・準備

App Store・Play ストアで「Dive-y」と検索、
またはQRコードアプリで以下からダウンロード、インストール。

■スマートフォン iOSまたはAndroid
※動作バージョンは iOS(9 以降 )・Android(4.4 以降 )
※すべての端末での動作は保証いたしません。

必要なもの必要なもの

カード：8～128GB
転送速度は“Class10”
以上を推奨します。

外す場合：
カードを押し込むと
飛び出します。

裏面につづきます。裏面につづきます。

iOSiOS AndroidAndroid

microSDHC/XCカード (別売 )のセットmicroSDHC/XCカード (別売 )のセット

アプリ「Dive-y」のインストールアプリ「Dive-y」のインストール

018 160207
Glanshield
公式ページ

Dive-y180

■無線 LANルーター ( インターネット接続可能な状態のもの )
■無線 LANルーターのパスワード ( 無線 LANルータ本体にシールで記載しています )
■メールアドレス ( アカウント名として使用します。使用できるもの )

本書は接続までの簡易マニュアルです。
QRコードからGlanshield.comにアクセス、
表示画面下にスクロールして、一覧より本製品の
取扱説明書をダウンロードしてお読みください。
本書に差異がある場合も最新版をご覧ください。

最新の取扱
説明書は
こちらから



④ ⑤

② ③

※半角英数で
　6～18字。
※半角英数で
　6～18字。

99

←6桁の数字←6桁の数字

11

44 55

22 33 66 77 88

カメラ電源オン、スマホを無線 LANルーターに
接続しておきます。

44 55 66

タップします。

※下に引っ張ると
　更新します。

11 22 33

77 88 99

2・アプリ「Dive-y」の起動、アカウントの取得 3・認証番号の入力、ログイン

ログイン後、右上の
(+) をタップ。

カメラ登録画面。赤
ランプの点滅を確認、
「次へ」をタップ。

※電波状態により音が
出ない場合があります。

無線 LANルータのパ
スワードを入力後、
「次へ」をタップ。

しばらく待ちます。
「接続できました！」
と音声が出れば成功。

カメラ名を入力。
※キャンセルすると
MACアドレス名に。

※オフラインの場合、
しばらく待つか、アプ
リを再起動します。

「新規取得」をタップ。Dive-y 起動。 メールアドレスを
入力後「番号取得」を
タップ。

認証番号を入力後、
「次へ」をタップ。

アカウント用パスワ
ードを入力後、「OK」
または「完了」をタッ
プ。

各項目を入力後、
「ログイン」をタップ。

"Account Authentication of Dive-y" と
いう件名のメールが届きます。開くと6桁の
数字 (認証番号 )が文末に書いてあります。

90秒以内に認証番号
を入力します。(過ぎて
しまったら「番号取得」
を再度タップ )

「マイカメラ」画面が表示されます。
この後カメラの登録を行います。
※アカウント (メールアドレス )は
忘れないように気をつけてください。
※パスワードを忘れた場合 :
ログイン画面右下の「Password
再取得」で手続きしてください。
アカウント取得と同様の手順です。

メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認して
ください。無い場合は、英文メールを受信可能にして再度
行ってください。

半角英数文字のみ
入力できます。

「ピロリロリロ♪」

スマホから音が
鳴ります。

写真写真

音声音声

録画部分 (青 )録画部分 (青 )

タイムラインタイムライン

戻る戻る

日時日時
カメラ名カメラ名

マイク
(押しながら話す )
マイク
(押しながら話す )

スマホ録画スマホ録画

解像度
HD：高解像度
SD : 低解像度
A   ：自動

解像度
HD：高解像度
SD : 低解像度
A   ：自動

設定設定

通信データ量通信データ量

メールアプリで確認します。 Dive-y に戻ります。

日時設定はオン
ラインマニュアル
を参照してくださ
い。

キンコーン！

「次へ」をタップ。

↑正確に入力します

※しばらく待ちます。

↓聞こえたらタップ。

チャイム音チャイム音

4・カメラの登録 5・ライブビュー

カメラのランプが
緑点滅します。

画面をダブルタップすると画面がズームします。
スマホ画面を横にすると全画面表示ができます。

撮影・設定等はPDF取扱説明書をダウンロード
してお読みください。

本書に差異がある場合も最新版をご覧ください。

取扱説明書はこちら 最新の取扱
説明書は
こちらから


