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はじめに
このたびはお買上げいただきましてまことにありがとうございます。
本製品をご利用の前に、本書をよくお読みになり、正しくお取り扱いください。
本書は裏表紙に保証書が添付されています。大切に保管してください。
同梱の UID シールと、本製品の台座裏面のシールは本製品固有の番号です。無くさないようにしてください。
また番号を他人に見せないように気をつけてください。悪意ある第三者に不正に操作されるおそれがあります。
付属 UID シール貼付スペース
※UID は本製品 ( カメラ ) の個体番号です。
セットアップに必要ですので紛失しないよう
にご注意ください。
UID は台座底面にも記載してあります。

セット内容
■カメラ本体 (１台 )

※カメラおよび付属品の形状は図と違う場合があります。

■電源コード

■AC アダプタ

■UID シール

Wireless Home Monitor
Version:AB001C̲01̲2345̲678̲90̲123

UID:ABCDEFFGH I 2JKLMN345O
S/N:ABCDE1234567

Voltage：5V
Current：1A
Production date：2015/07/20

QC

PASSED

■取扱説明書 ( 本書 )/ 保証書 ( 本書裏面 )

・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
・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。

商標・商標表記について
・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。
・iPhone は Apple Inc. の商標です。
・iPhone 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。
・Dropbox は、米国 Dropbox, Inc. の商標または登録商標です。
・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。
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安全上のご注意
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。
表示の説明

次の表示区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。

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。
絵表示の説明

次の表示区分は、
お守りいただく内容を説明しています。
禁止 ( してはいけないこと ) を示します。
水濡れ禁止

禁止

強制 ( 必ず実行していただくこと ) を
示します。

分解してはいけないことを示します。
強制

分解禁止

ぬれ手禁止

禁止

濡れた手で扱ってはいけないことを
示します。

本製品・AC アダプター・電源コードを
加熱しないでください。
また、高温になる場所
で設置、使用、保管しないでください。

電源プラグを抜く

禁止

抜く

禁止

破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

禁止

本製品を引火性ガスや油煙の発生する場所
( ガソリンスタンドなど ) では使用しないでく
ださい。
ガスに引火して破裂、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

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。
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強制

海外での使用はできません。違う電圧で使用すると
発煙、火災の原因となります。

AC アダプター、電源コードは製品付属の
ものをお使いください。
強制

本製品以外の付属品を使うと、発煙、発火の原因と
なります。

水などの液体をかけないでください。
また、
水などが直接かかる場所や風呂場など湿気
濡れた手での使用は
水濡れ禁止 の多い場所での使用、
絶対にしないでください。
本製品は非防水です。故障、感電、発熱、火災の原因
となります。万一液体がかかってしまったら、
ただち
ぬれ手禁止 に電源コンセントから AC アダプターを抜いてくだ
さい。

故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

分解・改造をしないでください。

そのまま使用を続けると火災や感電などの原因と
なります。

日本国内のみ使用可能です。

破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

本製品を狭い場所や風通しの悪い場所で使用
しないでください。

電源プラグをコンセントから抜いていただ
くことを示します。

使用中に煙が出たり、異臭や異常な音が発生
したら、電源コンセントから AC アダプター
電源プラグを を抜いてください。

破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

電源コードをたばねて使ったり、無理に折り
曲げたり、
ぴっぱったりしないでください。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らし
たりしてはいけないことを示します。

禁止

ほこりの多い場所での使用、保管をしないで
ください。
発煙、火災の原因となります。

本製品を強い磁界が発生する場所に設置し
ないでください。
乳幼児やペットが触れる場所には置かないで
ください。
禁止

けが、製品の故障の原因となります。

本製品を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

禁止

強制

禁止

故障による内部データ損失の原因となります。

禁止

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

本製品に触れる前にドアノブやアルミサッシ
に手を触れて、静電気を取り除くようにして
ください。
体などからの静電気は、本製品を破損させる原因と
なります。

落下してけがの原因となります。

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。

故障の原因となります。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例
に従ってください。
強制

わからない時は自治体に問い合わせをして、正しい
方法で廃棄してください。

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。

Wi-Fi( 無線 LAN) および通信動作についての注意
■本製品は電子レンジなどの家電製品や磁場・静電気・電波障害が発生する場所では使用できない場
合があります。万一他の機器と電波干渉が発生した場合は、本製品の使用場所を変えるか、電波を発生す
る機器の使用を停止してください。
■本製品は全ての Wi-Fi 対応機器との接続動作を確認しておりません。
したがって全ての Wi-Fi 対応機器
との動作を保証するものではありません。
■Wi-Fi 機器が使用する 2.4GHｚ帯は、
さまざまな機器が使用する帯域です。Wi-Fi 機器は同じ帯域を使
用する機器からの影響を受ける場合があります。正常動作中でも通信速度や通信距離が低下したり、通信
が切断する場合があります。
■設置場所の構造など様々な要因により、映像・音声の品質が変動する場合があります。
また操作中の反
応も不安定になる場合があります。手順通りの反応がない場合は再度同じ操作をする・しばらく待つ・接
続の確認・アプリや本製品の再起動などをお試しください。

Wi-Fi( 無線 LAN) ご使用時におけるセキュリティーに関するご注意
■無線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。
■Wi-Fi 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。

その他のご注意
■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。
■本製品の設置やご利用は、被写体のプライバシーや肖像権などを十分に考慮のうえ、行ってください。
■本製品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼
性を要求されるシステム
（幹線通信機器や電算機システムなど）
では使用しないでください。
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付属品・各部名称
■カメラ本体

※付属品の形状は図と違う場合があります。

カメラレンズ

■UID シール

背面

正面
microSDHC
スロット用
カバー

( 保護フィルム付 )
※保護フィルムは、
はがしてお使いく
ださい。

Wireless Home Monitor
Version:AB001C̲01̲2345̲678̲90̲123

赤外線ライト
(IR モデルのみ )

ステータス
ランプ

スピーカー

マイク

電源入力
コネクタ

UID:ABCDEFFGH I 2JKLMN345O
S/N:ABCDE1234567

Voltage：5V
Current：1A
Production date：2015/07/20

本製品の SSID は、JH08 と
シールの「UID:」欄の６桁の
英数文字です。
例：JH08̲ABCDEF

台座
( マグネット付 )

・バーコードと UID は台座の
裏面にも表記してあります。

■AC アダプター

■電源コード

※ケーブルのコネクタ部分は USB タイプですが、
電源専用です。
スマートフォンや PC 等に繋いでもカメラは認識しません。

ステータスランプの状態
青点灯
※microSDHC カード未装着時
青点灯⇄ピンク ※microSDHC カード装着時

接続待ち

赤点灯→青点滅

電源オン→起動中

青点滅 ( ゆっくり )

通信中 ( 閲覧・撮影なし )

→

青→赤 ×2

通信中 ( 閲覧中 )

⇄

青⇄赤

通信中 ( 撮影中 )

青→赤→赤 ×2

通信中 ( 閲覧 + 撮影中 )

⇄
→

→

音声

→

接続待ち

■「Waiting for Connection」( 接続待ち )

■「Connecting」( 接続中 )

■「Wrong password」(無線 LAN ルーターのパスワードが違います )

■「Connection Successful」( 接続成功 )

■「Connection failed」( 接続失敗：通信環境や無線 LAN ルーターのトラブル )

製品仕様
型式

■SP-IRDTK(IR) ■SP-9355DTK(Air)

動画解像度

1280×720px / 854×480px

動画圧縮形式

H.264

動画フォーマット

AVI

フレーム数

最大 25FPS

写真解像度

1280×720px / 854×480px

無線 LAN

IEEE 802.11b/g/n

無線暗号方式

WPA2-AES

記録媒体

microSDHC カード (※別売・32GB まで対応 ) 電源

本体サイズ

約 50×100mm（直径 × 高さ）

本体重量

約 76g(Air) 約 90g(IR)

カラー

ホワイト

対応 OS

Android4.4 以降 / iOS8 以降
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５V1A

AC アダプタ ( 付属 )

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

使用に必要なもの
■iPhone(iOS9 以降 ) または、Android(Android4.4 以降 ) スマートフォン
(Wi-Fi 通信と LTE・4G などインターネット通信ができる機種 )
※スマートフォンの操作説明は本書に記載しません。
ご不明な点はスマートフォンのメーカーにお問い合わせください。

■無線 LAN ルーター ( 自宅や設置場所にインターネット環境があり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 ( ネットワークキー / セキュリティキー / 暗号化キーなど )
※無線 LAN ルーターの説明は本書に記載しません。不明な点は無線 LAN ルーターのメーカーにお問い合わせください。

本体の準備
microSDHC カード ( 別売 ) のセット

カバーを開けて、
カードをセット
します。

本製品の動画ファイルは microSDHC カードに
記録されます。
容量は４GB 〜 32GB、転送速度は Speed
Class10 以上を推奨します。
＝Class10 を表す

金属端子が見える
方が手前です。

「カチッ」
と
手応えがある
まで押します。

外す時は、
カードを押し込むと飛び出します。

本体の電源を入れる

本製品に電源スイッチはありません。電源コードをコンセントに接続すると、
電源オンになります。
コネクタ形状に気をつけて、
真っすぐ差し込んでください。
金属端子が 1mm ほど
見える状態で大丈夫です。

■電源コード
■AC アダプター
電源が入ると、本体のステータスランプが点灯します。
赤色 ( 約 20 秒 )→青色と変化し、
「Waiting for Connection」( 接続待ち ) とスピーカーから音声が出ます。

カメラ用アプリ
「Smart Pole」のインストール
iOS

Android

①App Store で
「Smart Pole」
と検索、
または
QR コードアプリで上のコードを読み込みます。

①Play ストアで
「Smart Pole」
と検索、
または QR コードアプリで

②ダウンロード、
インストールします。

②「インストール」
をタップします。指示された通りにアカウントの設
定を完了します。
③アプリのアクセス項目が表示されます。
ご確認後、
「同意する」
を
タップします。
④ダウンロード、
インストールします。

上のコードを読み込みます。
ブラウザは Play ストアを選びます。

6

アプリ (Smart Pole) のアカウント取得

iOS・Android 共通 ( 画面は一部異なります )

本製品を使うためには、Smart Pole でアカウントの取得 ( ユーザー登録 ) が必要です。
登録時のメールアドレス、
パスワードは絶対に紛失しないようにご注意ください。紛失すると本製品が使えません。
また、
パスワードは他人に知られないように管理してください。
アカウント取得の流れ：
メールアドレス、パスワードを申請

認証用メールのリンクをクリック

※メールアドレスは受信可能なものが必要です。
(PC 用メールアドレスも使えます )
半角英数字で正しく入力してください。

2

1

アカウント取得

※申請後、すぐに認証用メールが届きます。

3

iOS

Android

4

「Smart Pole」をタップ。
「新規アカウント作成」を
タップ。

「E メール」・「パスワード」・
「パスワード ( 再入力 )」を半角英数で入力後、
「登録」または「ログイン」をタップ。
※パスワードは半角英数６文字以上です。

認証用メール再送信画面
iOS

Android

この画面は、60 秒以内に認証ができ
なかった場合に再送信する時に使い
ます。

5

スマホまたは PC のメールアプリで
認証を行います。
6

メールソフト・アプリで
@jimicloud.com
からの認証用メールを
開きます。

「OK」をタップ。
スマホまたは PC の
メールアプリを開き
ます。

スマホまたは PC の
WEBブラウザ
7

Safari や Chrome 等の
認証用メール本文の
リンク ( 青文字 ) をタップ。 WEBブラウザが起動。
Successful と
※60 分過ぎると無効に
なるので、すぐにタップ。
表示されていれば完了。

認証用メールが届かない場合は
正しいメールアドレスを入力しても @jimicloud.com からの認証用メール
が届かない場合、認証用メールが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。
フォルダに無い時は、迷惑メールの
設定を変更し、認証用メールを受信可能な状態にします。その後、
認証用メー
ル再送信画面で「メールを再送信」をタップして再度送信します。
または迷惑メール設定変更後、2 からやりなおしてください。
7

アカウント登録
完了です。
Smart Pole に本製品を
登録するには次のページ
をお読みください。

アプリと本製品の接続

iOS は
「通知」
「カメラアクセス」
をそれぞれ許可してください。

※スマホはあらかじめ無線 LAN ルーターに Wi-Fi 接続しておきます。(2.4GHz 帯の SSID)
本製品の SSID は、
「JH08̲XXXXXX」
です。例：JH08̲ABCDEF
1

iOS

2

Android

3

タップ。

4
タップ

直接入力
スペース

タップ。

「ログイン」をタップ。

5

メールアドレス・パスワードを入力後
「Remember」チェック。
iOS：「ログイン」をタップ。
Android：画面右上の「✓」をタップ。

6

「ホーム」画面右上の
「+」をタップ。

7

台座裏面や付属シールの
UID をスキャンします。
( または直接入力 ) 後、
右上の「✓」をタップ。

8

接続中の無線
LAN ルータ名
が表示。

「青ランプ常時点灯」を
タップ。

無線 LAN ルーター
のパスワードを入力。
「次へ」をタップ。

※機種により、
「このネットワ
ークはインター
ネットに接続し
ていません」と
表示されますが、
「はい」を選び
ます。

この画面のまま、どこも
タップしないでスマホの
設定→Wi-Fi に移動。
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9

カメラとの接続中。
「connecting…」と
音声が出て、ランプが
素早く青色点滅を続け
ます。

しばらく待つと、
「connection successful」
と音声が出ます。
ランプが青、赤色交互に点滅
します。さらに待ちます。

Wi-Fi 一覧から「JH08 〜」
を選び接続します。
パスワードは
88888888(8 が 8 個 )
接続が完了したら、
Smart Pole に戻る。
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12

2 〜 3 分後、この
画面に変わったら、
「使用開始」をタップ。

カメラ接続完了。
アイコンをタップ。
p9 へ続きます。

登録 ( 接続 ) に失敗する場合は
「Wrong password」と音声が出たら、無線 LAN ルーターのパスワードが違っています。3 からやり直し
てください。
「Time Out」
「FAQ」と表示が出る場合も 3 からやり直してください。何度も失敗する場合は
p17
「テキストファイルによる完全初期化」を実行してから接続を行ってください。
接続直後にファームウェアのアップデートが始まる場合があります (→ｐ1７をお読みください )
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ライブビュー

※iOS 版を紹介しています。Android 版とは一部違う場合があります。

ホーム

メイン画面

設定 (p12)

ギャラリー (p11)
接続状態：

閲覧人数

LAN→Wi-Fi
P2P→4G/LTE

ホーム画面の
アイコンまたは
写真をタップ

日時
2015-09-05

音声
オン / オフ

14：48：00

全画面

タイムゾーン (p13)

共有 (p15)
写真

マイク

10 秒録画

全画面
メイン画面

音量

写真

10 秒録画

↑Android 版は画面タップでアイコン表示

画面ロック
※iOS のみ

2016-09-05

14：48：00

マイク
マイクについて：
メイン画面の「マイク」または、全画面のマイクアイコンを
押し続けているとスマホから声かけができます。
※マイクを使っている間は、カメラ側の音声は聞こえません。
※本製品とスマホの距離が近いと、エコー状態になります。

ご注意・接続状態について： 初期状態は、無線 LAN ルーターの範囲内での接続に限定されています。本製品から離れた

場所でのご使用は 14 ページをお読みになり、接続状態を「Always」に合わせてください。
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撮影
メイン画面・全画面での録画、写真撮影

写真

録画

タップすると、
「スナップショット成功」
と表示します。写真は [ ギャラリー ( メディア )]>[ アルバム ]
>[ 写真 ] に表示されます。
アプリ内部に写真を記録します。
※Android はスマートフォンの ギャラリー にも表示します。
タップすると、
「録画開始」
または
「インスタント録画開始」
と表示して約 10 秒間の動画ファイルを
撮影します。動画は
[ ギャラリー ( メディア )]>[ アルバム ]>[ 動画 ] に表示されます。(microSDHC カードの「video」
→「capture」
に記録 )
※電波状態により録画できない場合があります。その際は再度録画してください。

動体・音検知録画と警告通知機能
動きあるいは一定音量を検知すると、
スマートフォンに通知し自動的に録画します。
検知しなくなると録画を停止して待機状態に戻ります。
microSDHC カードがいっぱいになっても、古い録画ファイルを消去しながら上書き録画します。
microSDHC カードの「video」→「alarｍ」
に記録します。

設定

設定ボタンを押して、設定画面で撮影の準備をします。
※各項目で設定するたびに、必ず
アイコンをタップしてください。
決定

①「アラート」
を有効にします。

1

②「アラート設定」
の「モーション」
または
「サウンド」
を選びます。

2
3

③「アラートスケジュール」
の検知時間と曜日を設定します。

4

④「アラート通知」
の「音とバイブ )」あるいは
「サイレント」
を選びます。

5

⑤「録画設定」の検知録画 (1・３・5 分 ) を選びます。

フルタイム録画
撮りっぱなしの通常録画です。
１ファイル 30 分ごとの連続録画を続けます。
microSDHC カードがいっぱいになっても、古い録画ファイルを消去しながら上書き録画します。
microSDHC カードの「video」→「record」
に記録します。

設定

設定ボタンを押して、設定画面で撮影の準備をします。
※各項目で設定するたびに、必ず
アイコンをタップしてください。
「録画設定」
で
「フルタイム録画」
を選択します。
※フルタイム録画中でも
「アラート」通知は機能します。
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再生
アイコンをタップすると、
「ギャラリー」画面に移動します。
※Android は
「メディア」
と表示されます。

ギャラリー

戻る

メッセージ：microSDHC カード保存

検知録画 /
フルタイム録画
選択

2015-07-29

12：34：00

カレンダー
表示

アラーム録画
検知動画が一覧表示されます。

フルタイム録画
「フルタイム録画」
が一覧表示されます。

microSDHC
保存動画

アプリ内部
写真 / 動画

動画ファイルの再生

再生

動画ファイルの削除
Android：
microSDHC カードをスマホに差し、
ファイル
管理アプリで削除してください。
または PC を
お使いください。
iOS：PC をお使いください。

写真

写真が一覧表示されます。( アプリ内保存 )

録画

10 秒動画が一覧表示されます。
(microSDHC カード保存 )

写真ファイルの再生

タップすると動画
再生します。
一時停止

アルバム：メイン画面・全画面で記録した
写真と動画

写真をタップすると、拡大表示できます。
iOS は 編集 をタップして アルバム に保存可能。

写真ファイルの削除
個別削除
一覧画面の をタップ→削除したい写真をタップ。
( 写真に が表示されます )→画面下の をタップ

一斉削除
一覧画面の をタップ→「全て削除」
をタップ。
後は個別削除と同じ。
「キャンセル」
で解除します。

※microSDHC カード内の AVI 動画は、一般的な動画再生アプリや PC の動画プレイヤーでも再生可能です。
直接 microSDHC カードをスマホや PC に差して読み込んでください。
※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。
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赤外線ライト

※Smart Pole IR( 赤外線ライト付モデル ) のみの機能です。

赤外線
ライト

① カメラの周囲が暗くなると、
「カチッ」
と音がします。
( 赤外線カットフィルターが外れます。)
同時に赤外線ライトが赤く発光します。
スマホ画面および、動画ファイルはモノクロになります。
② カメラの周囲が明るくなると、
「カチッ」
と音がします。
( 赤外線カットフィルターが戻ります。) 赤外線ライトが消灯します。

設定

iOS と Android では多少異なる場合があります。

※各項目で設定するたびに、必ず
アイコンをタップしてください。
※メイン画面に戻った時に、
「設定完了」
と表示される事を確認してください。

LED ( ステータスランプ )

カメラ設定

オン ( 点灯 )

オフ ( 消灯 )

夜間撮影 ( 赤外線ライト )

オン

※Smart Pole IR のみ

画質 ( 解像度 )
「✓」
で選択

オフ

■720ｐ (1280×720px)
■480ｐ (854×480px)
■Normal( 通常 )

ビデオ反転
「✓」
で選択

■上下反転
■左右反転
■上下

左右反転

※逆さに設置する際はこの設定にします。

Wi-Fi

無線 LAN ルーターの選択

ファームウェア

最新版 / アップデートあり

カメラ再起動 ※iOS のみ

左端をタップします→ キャンセル / OK

アラート
アラート設定
アラートスケジュール

オン

※ｐ17 で説明

オフ

モーション / サウンド
スタート時刻

タップして選択

ストップ時刻

タップして選択

※選択するには、
1 日中の「✓」
を
外します。

1 日中

「✓」
で有効

リピート ( 曜日の指定 )

「✓」
で曜日を選択します
次のページへ
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設定つづき

iOS と Android では多少異なる場合があります。
音とバイブ

アラート通知

サイレント ( 画面表示のみ )

録画設定

Oﬀ / フルタイム録画 ( 連続録画 ) / 検知録画 (1 分・3 分・５分 )

カードのフォーマット

キャンセル / OK

(microSDHC カード )

※録画中は選択できません。
録画設定を
「Oﬀ」
にします。

Oﬀ

DropBox 設定

アラート画像アップロード
アラートビデオアップロード

DropBox アクセシビリティ

タップすると DropBox への認証画面が表示されます。
※あらかじめ DropBox のインストールと登録が必要です。

カメラ詳細

LABEL

デフォルトはカメラの UID6 桁番号
( 任意の文字に変更できます )

説明

カメラのメモ等を入力できます。

カメラ情報

ファームウェアのバージョン、micro
SDHC カードの残り容量など

Time Zone

( タイムゾーン )

Asia/Tokyo
GMT+9:00 をタップします。

デバイスのパスワードを取得

使いません

DropBox へ記録
本製品は動体検知・音検知録画時に、
オンラインストレージ
「DropBox」
に写真と動画をアップロード
することができます。
※DropBox にはあらかじめアプリをインストールして、ユーザー登録をする必要があります。
登録方法、使用方法に関しては本書では説明しません。
p.10 動体・音検知録画と警告通知機能 と同じようにセッティングをします。以下に続きます。
1

設定画面で、
「DropBox 設定」を
タップします。
「アラート画像」あるいは
「アラートビデオ」をチェック。
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2

iOS

Android

「DropBox アクセシビリティ」をタップ。
↓
iOS：DropBox の登録 E メールアドレス・
パスワードを入力後、ログインします。
Android：「許可」をタップして、承認許可を
受けます。

3

「Success」と表示されたら、
右上の「✓」をタップして完了です。
※実際にアップロードされる
までに、時間が掛かります。
※うまくいかない場合は設定後
本製品の再起動をしてください。

サイドメニュー
2

1

メイン画面左上の「×」をタップ。

3

ホーム画面に移動します。
画面左上の「≡」をタップ。

ホーム

ホーム画面を表示します。

共有

本製品のカメラ映像を共有します。(p.15 参照 )

スマートホーム

使用しません。

サイドメニューが開きます。

アカウント
Email

：Smart Pole のアカウント名

Change Password ：アカウントのパスワード変更
Log out

：ログアウト

STREAM IN HD

：通信モードを選びます。

Wi-Fi-Only

「無線 LAN ルーターの電波の範囲内」で、本製品 ( カメラ ) と
スマートフォンの Wi-Fi 通信をします。
Wi-Fi 電波範囲外に出ると通信が止まります。通信を続ける
にはスマートフォンの Wi-Fi をオフにして、
LTE あるいは
４G などに切替えます。
※このモードのままアプリを閉じて外出、外出先でアプリを起動する
と " 現在のネットワークモードは Wi-Fi 接続です。継続しますか？ "
とメッセージが出ます。
「OK」をタップすると、LTE や４G に切替え
て接続します。

Always

LTE あるいは４G などのモバイルネットワークを使います。
Wi-Fi 通信も使えます。Wi-Fi 通信のままで無線 LAN ルータ
ーの電波範囲外に出ても、自動的に LTE や４G に切り替り
※
通信を続けます。
※電波状態により、Wi-Fi から LTE や４G に切り替わるまで映像が
途切れたり時間が掛かる場合があります。

Never

使用しません。
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共有機能
本製品のカメラ映像を公開して他人と共有 ( ライブ配信 ) する機能です。
※閲覧側は、あらかじめ Smart Pole のインストールと、
アカウントを取得する必要があります ( 本書 p.7 参照 )
※閲覧側は、映像をみることができますが、撮影や声かけ、設定等はできません。
映像共有の流れ：
公開側 ( 製品所有者 )
映像を公開したい相手に
認証用メールを送る

閲覧側

閲覧側

メールに届いた認証用
リンクをクリック

Smart Pole にログイン、
公開側のカメラ映像の閲覧

メイン画面から共有する
2015-07-29

12：34：00

共有

1

メイン画面の共有アイコンをタップすると、
「カメラ共有」画面に移動します。

2

3

閲覧側
"Smart Pole Share Camera"
という件名で招待メールが
届きます。
アカウント取得時と同じよ
うに、60 分以内に青文字
のリンクをタップして認証
します。

相手のアカウント
( メールアドレス ) を
入力し、右上の「✓」を
タップ。

しばらく待ちます。

相手に招待メッセージを
送ったと表示されます。

相手側は、Smart Pole
にログインすると、公開
側のカメラ映像を閲覧で
きます。

サイドメニューから共有する
1

メイン画面左上の「×」を
タップ。
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2

ホーム画面に移動します。
画面左上の「≡」をタップ。

3

サイドメニュー

サイドメニューが開き
ます。
「共有」をタップ。

4

画面右上の「＋」をタップ。
次のページ 5 へ

「サイドメニューから共有する」
続き
5

6

7

8

閲覧側
以降、
「メイン画面から
共有する」と同じ
です。

カメラ名をタップ。
例：ABCDEF

相手のアカウント
( メールアドレス ) を
入力し、右上の「✓」を
タップ。

共有の解除：公開側
1 サイドメニュー

サイドメニューを開き
ます。
「共有」をタップ。

しばらく待ちます。

相手にメッセージを
送ったと表示されます。
メイン画面に戻ります。
「←」タップ、
「≡」タップ、
「Home」をタップします。

閲覧側はアプリを閉じると、次回から共有映像を見る事ができなくなります。

2

カメラ名をタップ。

3

閲覧中のアカウントが
表示されます。
「×」を
タップ。

4

「OK」をタップ。

5

「削除中…」と表示
されます。しばらく
すると完了します。

共有の解除：閲覧側
1 サイドメニュー

サイドメニューを開き
ます。
「共有」をタップ。

2

閲覧中のカメラを
タップ。

3

公開中のアカウントが
表示されます。
「×」を
タップ。

4

「OK」をタップ。

5

「削除中…」と表示
されます。しばらく
すると完了します。
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ファームウェアのアップデート
カメラ接続と同時に自動的にアップデート画面が表示される場合があります。
または、
「設定」
＞
「ファームウェア」
でアップデートをタップして以下の手順で行います。
※アップデート中は絶対に電源コードを抜かないでください。
3

2

1

4

5

※「スタート」
ボタンを１回
押します。

右上「スタート」を
タップ。

ダウンロード完了。

ダウンロード開始。

カメラの削除

カメラ再起動中。

完了。

※無線 LAN ルーターの名前やパスワードを変える際も、事前に削除します。

・カメラの登録が解除 ( カメラ削除 ) されます。
ログインアカウントの変更ができます。
2

1

写真部分を数秒間
長押しします。

メイン画面左上の「×」を
タップ。

5

3

6
製品本体のランプは
初期状態になります。
「Waiting for Connection」( 接続待ち ) と
スピーカーから音声が
出ます。

メッセージが表示される
ので、
「OK」をタップ。

4

パスワードを入力、
「OK」をタップ。

テキストファイルによる完全初期化手順
①PC 等で reset.txt( 中身は何も記述しない ) を
作成し、microSDHC カードにコピーします。

※拡張子を表示していない場合は、reset だけで OK。

②この microSDHC カードをカメラにセット。
③再起動 ( 電源コードの抜き差し ) をします。
しばらくすると
削除されます。

④赤ランプがしばらく点滅後、初期状態になります。
※うまく行かない場合、再度繰り返してください。

本製品のアプリ (Smart Pole)・ファームウェアのアップデートにより表示や操作が変わる場合があります。
公式ページから最新版のマニュアルをダウンロードしてください。 http://smartpoleair.com/
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こんなときは
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。
こんなときは
電源が入らない。

ご確認内容・対応など
●電源コードは本体と AC アダプタに正しく接続されていますか？
●AC アダプタはコンセントに差し込まれていますか？

アカウントの作成時に
●E メールアドレスが間違っています。再度慎重に入力してください。
「＠」
「-」
「̲」
「.」など、
「正常にフォーマットされません」
全て半角文字です。また、余計なスペース ( 余白 ) が入らないようにしてください。
「メール形式エラー」表示

スマートフォンと
カメラが接続できない。

●Smart Pole にログイン済みですか？
●無線 LAN ルータはインターネットに繋がる状態ですか？
●無線 LAN ルータはスマホと接続できますか？
●無線 LAN ルータのセキュリティパスワードを正確に入力してください。
( Wrong password と音声が出た場合は入力ミスです )
●カメラの再起動 ( 電源 OFF・ON) をしてからやり直してください。
●テキストファイルによる初期化 (p17 参照 ) を行い、やり直してください。

JH08 に接続すると
●「はい」を選びます。
「このネットワークはイ
ンターネットに接続して
いません」と表示される。
カメラオフライン表示

●カメラの電源を確認してアプリの再起動やアカウントの再ログインをしてください。

録画できない。

●microSDHC カードが正しく装着されているか確認してください。

映像がカクカクする。
途切れる。
映像が乱れる。

●本製品は電波の状態の影響を受けます。一時的な通信の切断、速度低下や画像の乱れは
異常ではありませんが、常に悪い状態であれば本製品の場所を変えて見たり、再起動を試
してください。

ライブビュー画面が少し
縦に伸びたり、縮んだり
している。

●Android 機器によっては画面比率が変わる場合があります。異常ではありません。
microSDHC カードに保存される動画、スマートフォンに保存される写真画像は正しく
記録されます。

設定が反映されない。

●本製品のステータスランプが録画中の色 ( 青⇄赤 ) に発光しているか確認してください。

●本製品以外の Wi-Fi 機器や電子レンジなどの使用を停止してみてください。

●設定するごとに画面右上の「✓」をタップしてください。
●電波の状態により、スマートフォン・無線 LAN ルーター・本製品の通信が一時的に途
絶えたため、受信できなかった可能性があります。再度試してください。
●それでも反映されないときは、アプリや本製品を再起動してください。

通知設定が「サイレント」 ●一部の Android 機器では、設定が反映されない場合があります。Android 機器本体設定
でも、音とバイブが鳴る。 をマナーモードにしてお使いください。
ログインパスワードを
忘れた。

●ログインパスワードの再発行は、別紙「アカウントパスワードの再発行手順」をご覧くだ
さい。

「カメラの削除」を行います。
アカウントを変更したい。 ●一度本製品と接続を済ませたアカウントの変更は、p17

本製品に関するお問い合わせ
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
公式ページ ：http://smartpoleair.com/

■Smart Pole 公式ページ
お知らせ ( サポート情報 )・
最新マニュアル pdf 等
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製品保証書
■製品番号

SP-IRDTK / SP-9355DTK

WiFi ホームカメラ Smart Pole IR スマートポール アイアール / Smart Pole Air スマートポール エア

お買い上げ日
お名前
お客様
※

ご住所

様

領収書・納品書（コピー）添付欄

〒

お電話番号
販売店記載欄

製品保証期間
（お買い上げ日より）

1年
この製品保証書は右記の保証規約の内容で、
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、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約
【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製品到着日より上記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。

