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1

・内容は、予告なく変更する場合があります。( 最新版をダウンロードしてください )
・本書の無断転載を禁じます。

免責事項

無線通信距離について

無線通信について

個人情報の保護について 

■本製品は盗難・犯罪を防止する器具ではありません。
■本製品の使用、または使用不能による損害（事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負い
ません。 
■地震、雷、風水雪害などの自然災害、当社の責任によらない火災、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、その他の条
件での使用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。 
■当社が関与しない接続機器、アプリやソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤作動や操作不能などから生じる損害に関して、当社は
一切の責任を負いません。 
■本製品を使用中、万一何らかの不具合により、録画・録音されなかった場合の内容の補償および付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断な
ど）に対して、当社は一切の責任を負いません。 
■お客様ご自身または第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
■本製品により記録・編集された映像が何らかの理由により公となり、または記録・編集目的以外に使用され、その結果個人または団体などによ
るプライバシーの侵害などを理由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関して、当社は一切の責任を負いません。 
■本製品の設置（取付け・取外しなど）により生じた建物への損傷やその他の損害について、当社は一切の責任を負いません。

お使いの環境 ( 建物の構造、電波状態など ) により距離は短くなる場合があります。
カメラとレコーダーの間に、完全に障害物が無い場合は見通し距離最大約 200m 以内で使用できますが、以下の場合は通信距離が短くなります。
・鉄筋・鉄骨・コンクリートの建物
・カメラとレコーダーの間に障害物がある場合 ( 壁、断熱材、金属扉、金属製家具、雨戸等、金属製の外壁 )
・カメラとレコーダーが別階層、別建物にある場合

無線通信は常に周囲の影響を受けます。コマ落ちが生じたり、一時的に通信が遮断され画像が表示されなくなる場合がありますが異常ではありま
せん。一時的に画像が表示されなくなった場合、その部分は録画されませんので予めご了承ください。 

本製品のシステムを使用して撮影、記録された人物・その他の映像で、個人を特定できるものは「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個
人情報」に該当します。 法律に従って映像情報を適正にお取扱いください。せん。

このたびは、本製品をお買上げいただきまして誠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。

本製品の操作はマウスのみできます。

■NVR( ワイヤレス HDD レコーダー ) 本体・カメラ・AC アダプター・ネジ・アンカープラグ

■クイックガイド / 保証書

 セット内容  セット内容 

 操作について  操作について 

はじめに

右クリック

ホイール

クリックするとメニュー一覧を呼
び出します。設定画面では「閉じ
る」「キャンセル」の動作をします。

左クリック

決定、選択に使います。ダブルクリ
ックすると、全画面・分割画面の
切替ができます。

プルダウンメニューの項目
( カメラ ch など ) 表示外の
ものを選びます。
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絵表示の説明絵表示の説明

禁止

禁止 禁止

強制

強制

禁止 禁止

水濡れ禁止

水濡れ禁止

分解禁止

分解禁止

ぬれ手禁止

ぬれ手禁止

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。

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。

表示の説明表示の説明

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。

強制 (必ず実行していただくこと)を示します。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしては
いけないことを示します。

分解してはいけないことを示します。

濡れた手で扱ってはいけないことを示します。

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、高温になる場所で
設置、使用、保管しないでください。

日本国内のみ使用可能です。
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。

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の多い場所での使用、
濡れた手での使用は絶対にしないでください。

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。

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
に電源をオフにしてください。

故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

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。

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。

火災・感電・故障の恐れがあります。
HDD追加または交換以外の分解・改造をしない。

安全上のご注意

強制

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。

強制

本製品を清掃するときは、あらかじめコンセントを抜いて
ください。液体・エアゾール洗剤は使わないでください。
汚れたら乾いた布でふきとってください。

強制

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。
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。

禁止 故障の原因となります。

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。

禁止 けが、製品の故障の原因となります。

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 落下してけがや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 温度上昇で故障、火災のおそれがあります。

通気口をふさがないでください。

禁止 温度上昇で故障、火災のおそれがあります。

物をのせないでください。

禁止 故障の原因となります。

腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置か
ないでください。

禁止 故障や変形の原因となります。

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。
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カメラとレコーダーの位置

ログインパスワードの設定

パスワードの設定手順は以下となります。初期パスワードは 12345

電波の向きに対して、カメラのアンテナが垂直になるように配置してください。( 電波はアンテナの側面から
放射されます。先端からは出ません ) 画面非表示が続く場合はアンテナの角度を調整してください。

設定したパスワードはメモに控えるなど忘れないようにしてください。
忘れると設定操作ができなくなります。

②画面内でマウスを
　右クリックします。
　「Main Menu」を選択。

①製品付属のクイック
ガイドを読み、ログイン
します。

③「System」をクリック。

④「User」をクリック。 ④「Modify」をクリック。 ⑥「Modify Password」にチェックを入れます。
「新しいパスワード」欄に、ソフトキーボードで入力
します。入力後は Enter を押します。
⑦下の「Save」をクリック。
⑧「Confirm」をクリック。

OKNG
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CH1 CH2

CH3 CH4

CH1CH2

CH3 CH4

画面操作

画面は、4～1画面に表示変更できます。画面をダブルクリックするごとに変化します。
任意のカメラ映像だけを表示するには、画面内にマウスカーソルを移動してダブルクリックします。

カメラの位置は再起動後元にもどります。

①それぞれの画面の真ん中上面を
マウスオーバーすると、写真のような
表示が出ます。

②ルーペアイコンをクリックして、
チェックを入れます。

マウスで拡大したい部分をドラッグ。 右クリックで元に戻ります。

CH1

ドラッグしたまま引
っ張ると、

場所を移動できます
。ドラッグしたまま引
っ張ると、

場所を移動できます
。

拡大します。拡大します。

画面の選択画面の選択

画面の移動画面の移動

画面のアップ①画面のアップ①

アイコンについてアイコンについて

使いません使いません 画面拡大画面拡大 5分前再生
(右クリックで
戻ります )

5分前再生
(右クリックで
戻ります )

カメラ情報カメラ情報
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CH3 CH3

録画・録画の停止 /スケジュール

録画画質

本製品は、電源オンと同時に録画機能が有効になります。停止、曜日設定などは以下に進みます。
画面右クリック⇒[Main Menu]⇒[Storage]⇒[Record]

録画画質の確認、調整をします。
画面右クリック⇒[Main Menu]⇒[Camera]→左側メニュー [Encode]

※フレーム・ビットレート ( 画質 ) の数値を上げるとデータ量が増えるので、録画時間が短くなります。

[Record] または [Motion( 動体検知 )] にチェックを入れて、任意の曜日の時間をクリックすると、ブロック
が消えます。画面下の [Confirm] をクリックすると、その時間は録画されません。

録画中 録画停止中録画アイコン 録画アイコンが消える

詳細設定詳細設定

全消去全消去

曜日曜日

録画録画 動体検知動体検知

設定するカメラチャンネル設定するカメラチャンネル

設定するカメラ
チャンネル
設定するカメラ
チャンネル

圧縮方式 ( 固定 )圧縮方式 ( 固定 )

解像度 ( 固定 )解像度 ( 固定 )

モード ( 固定 )モード ( 固定 )

ビットレート
(100 ～ 10000）
ビットレート
(100 ～ 10000）

フレームレート
(1 ～ 30）
フレームレート
(1 ～ 30）

決定決定

時間帯時間帯

録画停止録画停止
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センサー検知によりカメラ視野に動きがあった場合のみ録画する機能です。
「侵入者や何か異常があるときだけ撮影したい」「録画時間を節約したい」場合に有効です。
画面右クリック⇒[Main Menu]⇒[Event]→左側メニュー [Motion Detection]

動体検知録画の設定

動体検知設定の確認：
通常画面を表示します。カメラの前で動きがあると、
検知アイコンが点滅します。

[Set area] を押すと、検知する
範囲を指定することができます。

Confirm を押します。

の部分が検知範囲です。

検知しない
部分

検知する部分検知する部分

設定するカメラ
チャンネル
設定するカメラ
チャンネル

検知エリア設定検知エリア設定

感度 0 ～ 10感度 0 ～ 10

動体検知
有効 / 無効
動体検知
有効 / 無効

ブザー
有効 / 無効
ブザー
有効 / 無効

ブザー時間ブザー時間

録画
有効 / 無効
録画
有効 / 無効

録画時間
( 最大 255 秒 )
録画時間
( 最大 255 秒 ) 決定決定

検知範囲検知範囲

動作必須項目。
さらに、[Storage]⇒[Record] で
スケジュールに Motion が入って
いることが必要。

CH3

検知アイコン

設定の確定設定の確定
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< March  >
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31

25

< 2017  >

1 2 3 4

50

1 2 3 4

　Start Time 　Type

1 　00:00:00 　R

2 　00:55:09 　R

3 　01:10:00 　M

4 　01:13:51 　R

5 　01:34:44 　M

6 　02:02:36 　M

7 　02:03:16 　M

8 　02:04:11 　M

9 　02:10:26 　M

10 　02:14:49 　M

再生

表示切替アイコンを押すと、表示が切り替ります。
戻るアイコンを押すと、表示が戻ります。

R→通常録画
M→動体検知

時間を
ダブルクリック
で再生します。

画面右クリック⇒[Playback]

サイド
パネル

カメラ
画面

カレンダー表示 リスト表示

再生 /
一時停止
再生 /
一時停止

停止停止 早送り早送り

カレンダー選択
(赤字は録画済 )
カレンダー選択
(赤字は録画済 )

カメラ
オン /オフ
カメラ
オン /オフ

カメラ ch.カメラ ch. 撮影タイプ撮影タイプ

撮影時間撮影時間

表示切替表示切替

表示切替表示切替 表示切替表示切替

全画面表示
(右クリックで戻る )
全画面表示
(右クリックで戻る )

タイムライン
拡大・縮小
タイムライン
拡大・縮小

マウスを右クリックします。
[Playback] をクリック。

見たい日付をクリック、カレンダー下の番号を
カメラ台数分チェックします。

任意の時間をダブルクリック

見たい画面をダブル
クリックごとに

全画面⇄4画面に
入れ替わります。見たい画面をダブル
クリックごとに

全画面⇄4画面に
入れ替わります。

サイドパネルの切替サイドパネルの切替
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録画ファイルのバックアップ (ファイルを選んでバックアップ )

再生画面のサイドパネルをリスト表示にします。

コピーしたい動画をチェックします。 [Backup] をクリック

バックアップ中はカウントが進みます。
100％まで終わると、[Backup succeded] と
表示され、完了します。

準備：
USB メモリまたは USB 外付け HDD などを
HVR 本体の USB 端子に挿します。

※バックアップ側の容量によってはコピーできない
　場合があります。
　大量にバックアップする場合は、外付け HDD の
　接続をおすすめします。バスパワー動作は出来ません。
　別途 HDD 用電源をご用意ください。

バックアップ
アイコンを

クリックします。

例：USBメモリ例：USBメモリ

50

1 2 3 4

　Start Time 　Type

1 　10:00:00 　R

2 　10:55:09 　R

3 　11:10:00 　M

4 　11:13:51 　R

5 　11:34:44 　M

6 　12:02:36 　M

7 　12:03:16 　M

8 　12:04:11 　M

9 　12:10:26 　M

10 　12:14:49 　M

表示切替表示切替

バックアップしたい
録画ファイルに
チェックを入れる。

1

2
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①保存したいファイルの種類とカメラチャンネルを選びます。
( 全ての場合は All)4※チャンネル以降のカメラはマウスホ
イールで表示できます。

③時間帯の全てのファイルが追加表示されます。
※全て選択されている状態。

⑤任意の時間帯にそれぞれチェックして、
[Start] をクリック。

⑥バーが進みます。しばらく待ちます。

⑦「Backup finished」と表示されます。「Confirm」を押すと完了。
⑧バックアップした動画は、
Windows：Windows メディアプレイヤーで再生します。
Mac：標準プレイヤーか任意のプレイヤーで再生します。

④一番上の✓マークをクリックすると、全部解除できます。

②[Add] をクリック。

接続した外付け USB メディアの容量接続した外付け USB メディアの容量

ファイルの種類
( 通常・動体検知 )
ファイルの種類
( 通常・動体検知 )

時間帯時間帯

全選択 /
全解除
全選択 /
全解除

カメラ
チャンネル
カメラ
チャンネル

ファイル種類
(AVI 固定 )
ファイル種類
(AVI 固定 )

録画ファイルのバックアップ (まとめてバックアップ )

レコーダーの動画ファイルを USB 外付け HDD または USB メモリにコピーします。
画面右クリック⇒[Main Menu]⇒[File backup]
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本項目はスマホアプリとの連携に関する部分、メール受信のみ説明します。そのほかの項目はサポート外ですので
ネットワークの専門知識を持った管理者のもとご使用ください。またネットワーク機器の構成や機能、設定方法、セキュ
リティ機能はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用のネットワーク機器のマニュアルを参照するか、
メーカーやプロバイダーまたはネットワーク管理者にご相談ください。

DHCPDHCP
IP アドレス入力欄IP アドレス入力欄

使いません使いません

smtp.gmail.comsmtp.gmail.com

メールアドレスメールアドレス

ユーザー名ユーザー名

チェックで有効チェックで有効

パスワードパスワード

送信者名送信者名

件名件名 送信間隔送信間隔

暗号方式暗号方式

465465

レコーダー IDレコーダー ID アプリ配信 QRアプリ配信 QR

Enable P2P
( チェックして
ください )

Enable P2P
( チェックして
ください )

ネットワークの設定

事前準備：ルーターに繋いだ LAN ケーブルをレコーダー本体に挿し込みます。
画面右クリック⇒[Main Menu]⇒[Network]

スマホ連携アプリFreeIP Pro と接続する時に設定します。

※[WIFI] 項目は変更しないでください。変更するとカメラと通信ができなくなります。

※必要があればお使いの環境にあった IP
アドレスを設定してください。
通常は DHCP にチェックを入れてください。

[Confirm] で決定します。

WAN

P2P

Email

[Confirm] で決定します。

レコーダー ID の QR は、スマホアプリ
FreeIP Pro の登録に必要です。
また本体裏側貼付のシールと同じ内容です。

Enable P2P にチェックが必要です。

動体検知をメールでお知らせします。
※Gmail のみ対応します。

[Confirm] で内容保存、決定します。

受信するには、google のアカウント
設定を以下のようにする必要があり
ます。
アカウント→ログインとセキュリティ
→接続済のアプリとサイト→
安全性の低いアプリの許可 : 有効
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モニタ解像度モニタ解像度

現在時刻表示現在時刻表示

チャンネル名表示チャンネル名表示

起動時画面数起動時画面数

画質調整画質調整

編集編集

ユーザーの追加ユーザーの追加

ユーザー名ユーザー名

削除 ( 管理者は削除不可能 )削除 ( 管理者は削除不可能 )

UI 透過率UI 透過率

起動時にセットアップ案内をする / しない起動時にセットアップ案内をする / しない

言語 ( 英語固定 )言語 ( 英語固定 )

録画モード ( 上書き固定 )録画モード ( 上書き固定 )

録画日数 ( 無制限・7 日・10 日・15 日 )録画日数 ( 無制限・7 日・10 日・15 日 )

ビデオモード (NTSC にします )ビデオモード (NTSC にします )

スタンバイまでの時間スタンバイまでの時間

レコーダー名レコーダー名

パスワードパスワード

パスワード再入力パスワード再入力

備考欄備考欄

権限グループ ( 固定 )権限グループ ( 固定 )

各種権限の選択各種権限の選択

システム設定

各種システム設定欄
画面右クリック⇒[Main Menu]⇒[System]

[Confirm] で決定します。

[Confirm] で決定します。

必要に応じて、[Add user] で
ユーザーを追加します。

Add user

[Save] で保存します。

General

Display

User
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定期的に再起動定期的に再起動 プルダウンメニューは
ホイールで選択
プルダウンメニューは
ホイールで選択

工場初期状態工場初期状態

システム設定つづき

各種システム設定欄
画面右クリック⇒[Main Menu]⇒[System]

[Confirm] で決定します。

[Confirm] で決定します。

・しない
・毎日 ( 時間・分 )
・毎週 ( 曜日・時間・分 )
・毎月 ( 日・時間・分 )

自動再起動を設定します。
※マウスホイールで各時間が表示されます。

各項目を初期化します。
必要がない限り設定しないでください。

※工場初期状態にすると、カメラが全て解除
されますのでご注意ください。
( 次ページでのカメラセットアップを手動で
行います )
必要がない限り、設定しないでください。

※工場初期状態にすると、カメラが全て解除
されますのでご注意ください。
( 次ページでのカメラセットアップを手動で
行います )
必要がない限り、設定しないでください。

通常は使用しません。

あらかじめ USB メモリ等のメディアにアップデータ
ファイルを入れ、レコーダーに挿す必要があります。

[Refresh] でアップデーターを探します。
[Update] でアップデートを開始します。

Auto Maintain

Restore Default

Update
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CH3

カメラセットアップ

カメラの再登録項目です。通常は使いません。
画面右クリック⇒[Main Menu]⇒[Camera]→左側メニュー [Camera setup]

カメラの順番を変えたい場合や、カメラを誤って削除してしまった場合は、
「削除」ボタンを押して全て削除後、①サーチ、②チェック、③追加の順番で
カメラを再登録してください。しばらく待つと画面に表示されます。

※カメラは自動接続されますので、通常は本項目は使用しません。

カメラの再追加

リンク状態
赤 ( サーチ中 )
緑 ( 認識済 )

リンク状態
赤 ( サーチ中 )
緑 ( 認識済 )使用しません使用しません

カメラ削除カメラ削除

サーチ ( 認識 ) 済
カメラ
サーチ ( 認識 ) 済
カメラ

画質設定画質設定

②チェック②チェック

③追加③追加 使用しません使用しません

Private に設定Private に設定

①サーチ①サーチ

決定決定

決定決定
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カメラとLANケーブルの接続

屋外設置時のACアダプタ

※本セットのカメラはワイヤレス接続ですが、非常時は LAN ケーブル接続も可能です。
[Main Menu]⇒[Camera]→左側メニュー [Camera setup] でのカメラの追加・方法は同じです。

※ウォールボックスの取付は工事業者または電気工事士の有資格者にご依頼ください

①キャップに LAN 端子をくぐらせます。
※サイズによっては入らない場合があります。
小型の端子ケーブルをお使いください。

③LAN ケーブル側にはカバーをかぶせ、カメラ
側の LAN コネクタに接続します。

④カメラ側の LAN コネクタとカバーを固定。

※１回回して、さらにもう一度止まるまで回す
(２段階ノッチ )

⑤キャップとカバーを
しっかりと回して固定し
ます。

②パッキンゴムをコードにかぶせます。

有線での屋外使用時は写真のように防水キャップをご使用ください。
まず、下の図のように防水キャップをはずします。( 半時計回り)

押し出す

※1 ～ 3 までしか空きがありませんので、有線接続は最大 3 台となります。(WAN ポートには接続できません )
ワイヤレス状態とワイヤード状態ではカメラの IP アドレスが変わります。( 例 )
■ワイヤレス接続　　：172.20.18. ～　　　■LAN ケーブル接続  ：172.136.123. ～

カメラ側
LAN コネクタ

カバー

カメラ本体

市販の防水テープ
( ブチルゴムテープ等
の自己融着テープ ) を
しっかり巻き付け、穴や
すきまを塞ぎ、ビニール
テープで仕上げます。

本体側電源コード
( 約 45cm)

AC アダプタ
コード ( 約 80cm)

ACアダプター
防雨型延長コード

コンセントへ

市販のウォールボックスま
たは防雨型コンセントボッ
クスを設置し、AC アダプタ
ーと防雨型延長コード ( 市
販品 ) をつなぎます。

↑実際はフタがあります。

ウォールボックスの例ウォールボックスの例


