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簡易取扱説明書/製品保証書

Wi-Fi ドアホン
留守でもピンポン

安全上のご注意：必ずお守りください

本書は接続前の簡易マニュアルです。詳細はQRコードから、
または http://glanshield.com/
の「取扱説明書」メニュー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。
本製品のソフトウェアは改良と機能の維持の為 随時更新を行
いますので常に最新版をご覧戴く必要があります。

取扱説明書は
こちらから

禁止 破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

本製品を加熱しないでください。また、火中に投入、高温になる場所
で設置、使用、保管しないでください。

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。

分解・改造をしないでください。

警告



電池の○○は正しい向きにセットしてください。

禁止 故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

ケガの原因になることがあります。

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。

錆びや感電、故障の原因になります。

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

本製品は、幼児の手の届くところに置かないようにしてください。

濡れた手で電池の交換をしない。

故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

液漏れ、動作不能などの不具合の原因となります。

熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常時は、すみやかに電池
を取り出すこと

強制

警告

ぬれ手禁止

注意

禁止

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

強制

本製品は壁面取付用ブラケットにしっかりと固定してください。

落下してけがの原因となります。取付は確実に行ってください。

禁止 落下してけがや故障の原因となります。

本製品は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 故障の原因となります。

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。



1・準備　必要なもの
■スマートフォン iOSまたはAndroid
※すべての端末での動作は保証いたしません。
■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 ( 使用できるもの )

2・付属品・各部名称

前面前面

底面底面

カメラ
レンズ
カメラ
レンズ

ベルボタンベルボタン

フタ固定ネジ穴フタ固定ネジ穴

センサーセンサー

背面フタ引っ掛け背面フタ引っ掛け

※付属品は変更する場合があります。

両面テープ付 
( 壁面用ブラケ
ットに貼付け
ます )

付属品付属品
壁面取付用
アンカー
プラグ用ネジ

壁面取付用
アンカー
プラグ用ネジ

緩衝パッド緩衝パッド

六角
レンチ
六角
レンチ

アンカー
プラグ
アンカー
プラグ

背面フタ
固定用
ネジ

背面フタ
固定用
ネジ



ツメで
押す。

開きます。

OPEN 矢印の向きにずらすと、
壁面取付用ブラケットが外れ
ます。

背面背面

OPEN

側面側面リセット穴リセット穴

スピーカースピーカー

壁面取付用
ブラケット
壁面取付用
ブラケット

3・背面カバーを開ける
矢印の向きにずらすと、壁面取付けブラケットが外れます。
背面フタ引っ掛けを押し、そのまま背面カバーを開けます。



QRコードまたはhttp://glanshield.com/の「取扱説明書」
メニューより取扱説明書をダウンロードしてお読みください。

※Dive-y ではありませんのでご注意ください。
※この冊子の画面と実際の画面は違う場合があります。

2.4GHz 帯の無線 LANルーターと接続しておきます。
iOS：APP Storeで「Dive-y See」で検索
Android：Playストアで「Dive-y See」で検索

4・microSDHCカードと単三乾電池のセット

5・アプリ簡易接続説明：参考版

microSDHCカードはカチッと手応えがあるまで押し込みます。

数秒待つと音声が流れ
ます。( 電源 ON)
数秒待つと音声が流れ
ます。( 電源 ON)

電池の○○に気をつけてセットし、microSDHCカードを入れます。

電池の○○を間違えてセットした
場合、動作しなかったり液漏れする恐れがあります。

最新取扱説明書はこちら

本製品のソフトウェアは改良と機能の維持の為 随時更新を行いま
すので常に最新版をご覧戴く必要があります。

ここから先は、参考マニュアルですので
現状と違う場合があります。

本製品の
最新の取扱
説明書は
こちらから

再びフタを閉めます。再びフタを閉めます。



6・アカウントの取得～ドアホン登録

「サインイン ( ログイン )」をタップ。

アプリ起動後の画面で、
「登録する」をタップします。
ユーザー名：
パスワード：
メールアドレス：
を入れ、「確認コードを取得」
をタップします。
メールアドレスに確認コード
が送信されます。確認コード
入力欄にコードを入れ、「登録
する」をタップ。

※画面内容は変わる場合があります。

ユーザー名：
パスワード：
を入力し、「ログイン」を
タップ。

test01

①

②

参考マニュアル



「カメラを追加する (推奨 )」
をタップ。

右上の+マークをタップ
します。

test-router

ドアホン本体のチャイ
ムボタンを押します。
「次のステップ」を
タップします。

無線 LANルーターの
パスワードを入力し
OKをタップ。

③ ④

⑤ ⑥

参考マニュアル



ドアホンの登録つづき
登録作業が自動で
行われます。
登録作業が自動で
行われます。

新たに4文字以上のパスワ
ードを入力し、OKをタップ
します。接続成功の音声が流れます。

ドアベルのボタンを
押します。

数秒すると、登録したスマホ
にコールがかかります。

⑦ ⑧

通話操作

参考マニュアル



※必ず15秒以内に
「応答」ボタンを押さ
ないと本体がスリー
プに入ってしまいます。

※iOSはプッシュ
通知としてコールが
かかります。

画面はイメージです。画面はイメージです。

コールに応答したら、
すぐに画面左のスピーカー
アイコンを押します。
相手の声が聞こえます。

マイクボタンを押しなが
ら話すと、こちらの声が
相手に聞こえます。

通話を終えるには、左上
の”<”ボタンをタップ
します。

ご注意：電池の電力消費を抑える為、スマートフォン側か
らドアホンへのアクセスは出来ません。ドアホンのボタン
を押した場合に限り、通信が可能になります。

参考マニュアル



8・壁面とブラケットの取付け

7・リセット、リセット時の電池残量のご注意

本体とスマートフォンの接続設定が終わったら、設置を行います。

①壁面に緩衝パッドを
貼り付けます。

押し続けます。

②壁面取付け用
ブラケットを緩衝
パッドに貼り付け、
上からネジ止めします。

※壁面がコンクリート
の場合はドリルで穴
を空け、付属のアンカー
プラグを使用します。

裏面

壁面

壁面

緩衝パッド緩衝パッド

六角
レンチ
六角
レンチ

ネジ穴ネジ穴

壁面取付用
ブラケット
壁面取付用
ブラケット

本体のリセットは、電池とmicro
SDHCカードを外して、再度元に
戻してからリセットボタンを付属
の六角レンチの先で押し続けます。
音声が出ると完了です。電池容量が
少なくなるとリセット出来なくなり
ますので新しい電池をご使用くだ
さい。



9・ブラケットと本体の固定

六角
レンチ
六角
レンチ

フタ固定ネジ穴フタ固定ネジ穴

ブラケットが
壁面に貼りつ
いている状態

①凹凸に引っ掛けて本体を
下げ固定します。
①凹凸に引っ掛けて本体を
下げ固定します。

②本体底面のネジ穴に、背面フタ固定用ネジを付属の六角レンチ
で締めます。途中から硬くなりますが、脱落防止のためです。
②本体底面のネジ穴に、背面フタ固定用ネジを付属の六角レンチ
で締めます。途中から硬くなりますが、脱落防止のためです。

↑締めすぎにご注意ください。本体が破損してしまいします。↑締めすぎにご注意ください。本体が破損してしまいします。

本体↓本体↓

ネジ頭ネジ頭


