各部名称・機能

WIP-90124 取扱説明書 ( 製品別仕様書 )
カメラ取付の前に、まずは一旦、全ての機器を接続し、正常に動作する事を確認してください。
より安全にお使いいただく為に、電源を入れた状態での配線、設置は行わないでください。
【主な仕様】
品名

243 万画素ネットワーク IP カメラ

製品型番

WIP-90124

ビデオ圧縮

H.264

撮像レンズ焦点距離

3.6mm

解像度

1920x1080 1280x720 640x360

対応 OS

Windows7/8/8.1/10 iOS8 以降 Android4.x 以降

対応ブラウザ

Internet Explorer 6.0 以降

使用アプリ

ACE TELECAM(iOS/Android)

①
④

②

ACE モニター（Windows）
主な機能

常時録画 / 動体検知録画 / スケジュール録画

④
⑤
⑥
⑦
⑧

お知らせメール送信 /WiFi 接続対応 / 赤外線暗視
P2P 遠隔監視

①WiFi アンテナ

付属品一覧

①

②

③

① WIP-90124 本体

④

② DC12V2A 電源アダプター

⑧

③ ソフトウェア CD-R
④ ID カード兼保証書
⑤ 取り付けネジ・ロールプラグ

⑤

⑥

六角レンチ

⑦

⑥ LAN ケーブル（1m）
⑦ 絶縁ビニールテープ
⑧ 取扱説明書

オプション品一覧

⑨

⑪

⑫

⑬

⑨ 自己融着テープ
⑩ 電源延長ケーブル
⑪ LAN+ 電源ケーブル

⑭
⑮

⑯

無線をしない場合でも、コネクタの防滴・防塵のために装着して下さい。
②レンズ
③赤外 LED ランプ
…暗所での撮影時に赤外線を投射し、同時に LED が赤く光ります。
④カバー取付ねじ
…microSD カードの取り外し等の際にはこのねじを付属の六角レンチで回します。
⑤電源端子（黒）
…電源アダプターまたはアダプターから延長されたケーブルの電源プラグを接続します。
⑥LAN 接続端子
…LAN ケーブルを接続します。無線接続で使用する場合は、最初の設定時に使用します。

本製品と合わせてご利用いただけます。

⑩

…無線 LAN 接続（WiFi 接続）にてご利用いただくためのアンテナです。

⑦音声出力端子（RCA 白）
…スピーカーを接続します。※ご利用の場合はアンプ付きのスピーカーをご用意ください。
⑧音声入力端子（RCA 赤）
…マイク（別売）を接続します。（録音はできません。）

⑫ 集音マイク
⑬ 集音マイク用ケーブル
⑭ 集音マイク用電源アダプター
⑮ 防犯ステッカー
⑯ 電設部材
プルボックス・PF 管

LAN 接続端子の表示について
【橙 LED 点灯】…LAN ケーブル未接続で電源 ON の状態（無線接続中もしくは未接続）
【緑 LED 点灯】…LAN ケーブル未接続で電源 ON の状態（無線接続中もしくは未接続）
【橙 LED 点滅】…LAN ケーブル接続時で電源 ON の状態（有線 LAN 接続中）
【全消灯】

…電源 OFF の状態

ソケット・コネクタ・サドル

＞＞裏面へ続く

取り扱い方法

カメラを天井に取り付ける際のご注意

microSD カードを取り付け、取り外しされる際は、以下の手順で行って下さい。

カメラを天井に取り付ける場合は、カメラの向きを逆さまにして、
アンテナが下を向く様にして設置して下さい。

1. カメラ本体背面の 3 箇所のねじを、付属の六角レン

天井

このままですと映像が上下逆向きになってしまいますので、

チで外し、レンズカバー部分を取り外します。

映像を見る際は、アプリの上下反転ボタン（別紙設定ガイド参照）
を押して映像を上下反転させることで、正しく映像を確認する事が

六角レンチで回しにくい場合は、2mm の六角ドラ

できます。

イバーをホームセンター等でお買い求めの上ご利用
下さい。

製品仕様

2. 内部の microSD カードスロットに microSD カード
を挿入します。（右図参照）
カチッという感触があるまで microSD カードを差し込

WIP-90124 仕様

みます。
3. カバーを閉じて 3 箇所のねじをしっかりと止めます。
※回しすぎによるねじ山のつぶれにご注意ください。

イメージセンサー

243 万画素 CMOS

有効画素数

1920x1080 1080P

最低照度

カラー：0.01 ルクス

ビデオ圧縮

H.264

夜間モノクロ：0 ルクス（赤外 LED 補助発行による）

イーサネット接続端子

使用する microSD カードについて

RJ45 10M/100M

撮像レンズ焦点距離

本製品は最大 128GB までの microSD カードを使用する事が出来ますが、32GB を超える（64GB・128GB）microSD カードをご利

3.6mm

録画モード

用いただく場合は、カード装着の前に FAT32 でのフォーマット作業が必要です。詳しくは別紙「設定ガイド」3 ページをご確認下さい。

連続録画 / 時間帯録画 / 動体検知録画

ビットレート

32Kbps 〜 1.6Mbps

フレームレート

1 〜 30fps

対応ブラウザ

Internet Explorer 6.0 以降（MacOS 非対応）

PC 用アプリ

ACE モニター

モバイル用アプリ

ACE TELECAM

電源

DC12V±10%

カメラブラケットの調整リングを緩め、角度を調整します。

消費電力

10W

※アンテナを装着して使用する場合、角度によってはブラケットがアンテナに干渉

筺体材質

アルミ合金

する場合があります。（天面取り付け時等）

防塵・防滴

IP66

動作温度範囲

気温 -10℃〜 +50℃

外形寸法（WxDxH）・重量

全長 160ｘ幅 67ｘ高さ 67（mm） 450g

国際規格対応

ONVIF

国内電波法

技適マーク取得済み【R018-150163】

カメラのブラケット（取り付けアーム）について
カメラのブラケットを調整して、上下左右自在にカメラを向ける事ができます。

調整リング

1. 調整リングを緩めます

2. 角度を調整します。

3. 調整リングをしっかりと締めます

湿度 95%RH 以下（結露なきこと）

正常に作動しない場合やご不明な点は、すぐに下記カスタマーサポートまでご連絡ください。

ACE セキュリティシステム

カスタマーサポート

設定や配線、取付でお困りの場合はお気軽にご連絡ください。
〒８１６−０９１２

福岡県大野城市御笠川２−１０−３

有限会社ユアーズ
TEL：０９２−５５８−３４９４

モノサプライ事業部
FAX：０９２−４０４−４４２０

Email：monosupply@yours21.jp
営業時間：平日

10：00 〜 20：00 （土日祝 休日）

