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本設定ガイドをお読みの上ご利用下さい。設定ガイドを読まずに誤った操作をされ
た場合、お電話やメールでのサポートが正しく受けられない場合があります。

カメラのお取付及び本設定ガイドでの操作の前に、必ず
別紙「簡単セットアップシート」をご確認の上、

お客様自身によりセット内容及び動作の確認を行って下さい。

安心の 1 年保証
保証について 初期不良 無償修理 有償修理
期間 ※ 1 ご購入より 14 日間 ※ 2 ご購入より 1 年間 ご購入から 1 年を過ぎている場合
送料について 往復送料を弊社負担。 弊社への送料はお客様負担。弊社からのご返送時の送料は弊

社負担。
※ 1 保証書に記載された日付から起算します。（記載が無い場合は、商品発送日から起算）
※ 2 店頭販売時の初期不良期間は 7 日間ですが、通信販売で購入された場合は配送期間を考慮し、14 日間
とさせていただきます。
　保証についての詳細は本取扱説明書の裏表紙をご覧ください。
　商品ご購入後は、ご購入者様ご自身の手ですぐに開封し、付属品の不足や破損、不良等がないかをご確認く
ださい。万一品物の不足や不良があった場合、必ず初期不良期間中にご連絡下さい。お届けからお取付けまで
お時間が空いた場合でも、期間を過ぎてからのご連絡は、初期不良の対象になりません。

保証の対象は製品及びその付属品に限ります。いかなる場合でも、お取り付けにかかった
工賃やその他の損失など、製品以外の保証は一切致しかねます。
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　　もくじ はじめに

■本システムはセキュリティの向上を目指した監視システムであり、侵入や盗難といった犯罪行為を未然
に防ぐ事を目的とした製品ではありません。万一の事件・事故および損害の発生等については、当社は責
任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
■本システムは一部ネットワーク通信を利用します。回線環境や混信等により意図どおりに機能を使用で
きない事がございます。これによる事件・事故および損害の発生等については、当社は責任を負いかねま
すので、あらかじめご了承ください。
■本システムを本来の防犯監視目的外の用途、及び取扱説明書に記述の無い使用方法にてご利用いただい
た場合の動作保証は致しかねます。またそれによる故障等は保証の対象外となります。あらかじめご了承
ください。

ご使用の前に必ずお読みください

●お取付設置の前（取付業者を手配する前）に、必ずご購入者様自身による製品及び付属品の動作確認を行っ
てください。また、お取付後の修理、交換等により再度お取付の工賃等が発生した場合でも、当店では製品以
外の保証は一切致しかねます。
動作確認後、正常に動作しない等の症状がございましたら、販売店まで速やかにご連絡ください。
●本製品を使用した事による、直接的または間接的に生じた製品外の損害・破損（データ含む）については、
弊社では一切責任・保証を負いません。予めご了承ください。
●製品の仕様や外観、付属品等は予告なく変更する事がございます。
●本書に記載されたイラストや画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
●本書ではスマートフォン・タブレットを総称して「スマートフォン」Windows パソコン（7 以上）を総称
して「PC」または「パソコン」と表記しています。

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止する為、必ずお守りい
ただく事をご説明します。
■誤った使い方をした場合に生じる危険や損害の程度
を区分けして記載しています。

必ずお守りください

「死亡や重傷を負うおそれが
大きい内容」の説明です。

「死亡や重傷を負うおそれが
ある内容」の説明です。

「軽傷を負う事や、財産の損
害が発生するおそれがある内
容」の説明です。

危険

注意

してはならない内容の説明です。

実行しなければならない内容の説
明です。

■お守りいただく内容を次の記号で説明しています。

危険

警告
火災・感電・事故などを防ぐために

禁止

●分解・修理・改造しないでください。
修理は販売店へご相談ください。
●濡れた手で製品に触れたり、AC アダプ
ターの抜き差しをしないでください。
●雷が鳴ったら、本体や AC アダプターに
触れないでください。

警告

火災・感電・事故などを防ぐために

禁止

●屋外の電源コンセントに AC アダプター
を繋がないでください。

●製品の接続端子は絶縁テープや自己融着
テープでしっかりと巻いて防水・絶縁処理
を行って下さい。（使用しない端子も同様で
す。）実行
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はじめに

●機器内部（製品本体、電源ケーブル、延
長ケーブル、AC アダプター等）に金属物を
入れないでください。
●ケーブルや AC アダプターを傷つけない
でください。
●コンセントや配線器具の定格を超える使
い方や、AC100V 以外での使用はしないで
ください。
●付属の AC アダプター以外使用しないで
ください。
●製品や AC アダプターをぬらさないでく
ださい。
●電源を入れたまま配線工事をしないでく
ださい。
●静電気を帯びた状態で製品に触れないで
ください。また、コネクター部分には直接
手を触れないでください。

禁止

●製品から煙や異臭、異音が発生した場合
はすぐに AC アダプターをコンセントから
外して下さい。
●コンセントから AC アダプターを外す時
は、AC アダプター本体（金属でない部分）
を持って外して下さい。また、コードを引っ
張って抜かないでください。
●コネクタやケーブルを接続、取り外しの
際は、必ず本体電源をオフにして、電源コ
ンセントを抜いた状態で行って下さい。

実行

注意
事故やけがなどを防ぐために

禁止

●本製品を高温・多湿となる場所、ほこり
や油が多い場所で保管、使用しないでくだ
さい。
●強い衝撃や無理な力を与えないでくださ
い。振動のある場所で保管・使用しないで
ください。
●周囲に放熱を妨げるもの、加熱するもの
を置かないでください。また、布等を被せ
ないでください。

●セキュリティ向上のために、パスワード
を設定してご利用下さい。
●小さなお子様の手の届かない場所に設置・
保管して下さい。
●ねじを取り付ける際は無理な力を加えな
いでください。ねじの破損により落下や破
損の原因となります。
●お取付の前に、必ず動作確認を行って下
さい。
●コネクターやケーブルの接続は、取扱説
明書を元に正しく行って下さい。
●再起動や電源を切る際には、必ず本体
シャットダウンの操作を行って下さい。
●本製品を取り付け、使用する際には、必
ず各機器メーカーの提示する警告や注意、
マニュアルに従ってください。

実行

●製品にものを載せないでください。
●ケーブルにものをのせたり、引っ張った
り、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わ
ないでください。

設置場所について
●一部の蛍光灯や LED 照明の元でカメラを使用した際
には、光の周波数と映像のシャッタースピードの違い
により、画面上に点滅や波形が映る「フリッカー」現
象が発生する場合があります。その場合は出来るだけ
原因となる照明から離してご利用下さい。
●直射日光やハロゲン光など、高輝度の被写体を長時
間映さないでください。映像素子が破損する原因とな
ります。
●本製品セットの屋外用カメラは IP66 相当の防塵・
防滴性能を有していますが、意図的に水をかける等は
しないでください。
● AC アダプターは、異常が起きた時にすぐにコンセ
ントから抜けるようにしておいてください。
●お取り付け、取り外しの際には、落下に十分ご注意
の上、作業を行って下さい。
●昼夜の温度差がある場合等に、カメラのレンズカバー
が結露する場合があります。一度カメラの電源を抜い
て、時間を置いて再度電源を入れて下さい。
●カメラの前に蜘蛛の巣等が付着し、映像に映り込む
場合があります。レンズカバー部分を良く拭いて、ご
利用下さい。
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はじめに

プライバシー・肖像権について
●カメラの設置や利用については、ご利用になるお客
様の責任で被写体のプライバシー、肖像権等を考慮の
上、行って下さい。

（「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないと
いう法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報
をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに
他人から自らの容ぼう、姿態を撮影されたり、公開さ
れない権利」と一般的に言われています。）

お手入れについて
●お手入れの際は AC アダプターをコンセントから外
し、製品の電源を切った状態で行って下さい。
●ホースなどで直接カメラ製品に水をかけないでくだ
さい。
●お手入れ時にはアルコール類、みがき粉、粉せっけん、
ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯等は使用
しないでください。

その他
●本製品は通信にデジタル信号を利用した傍受されに
くい商品ですが、より高いセキュリティのためにも、
パスワードを設定してご利用下さい。
●修理・破棄等によりカメラを取り外す際は、以下の
手順に従ってカメラを取り外して下さい。
1. 電源コンセントから AC アダプターを抜く。
2. カメラから接続ケーブルを外す。
3. 取り付けネジを外し、カメラを取り外す。（落下に
ご注意ください。）
●コネクタやケーブルの絶縁、防水処理を適切に行っ
て下さい。
●配線や接続は正しく行って下さい。
●録画機電源の ON・OFF の操作は、取扱説明書の手
順に従って正しく行って下さい。いきなりコンセント
を抜く、電源プラグを抜く等の取り扱いは、故障の原
因となります。
●過剰なタコ足配線を行わないでください。十分な電
力を確保出来ず正常に動作しないばかりか、思わぬ事
故の原因となります。
●取扱説明書に従って、正しく設置・ご利用下さい。
万一故障等の場合は保証の範囲で対応致しますが、原
則として製品・付属品以外の保証については対応でき
かねます。

画質について
本製品の画質については、以下のような場合がありま
すが、異常ではありません。
●色合いが肉眼の実際の色とは異なる。
●逆光の際に、人の顔が暗くなる。
●夜間など光源が乏しい場合に、画質が低下する。
●街灯を映すと、周りがかすんだように見える。

録画データについて
データの損失などにより発生した損害については、一
切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
●電磁波、静電気、録画機本体や内蔵ハードディスク
の故障などによりデータが壊れたり消失する場合があ
りますので、必要なデータはこまめにバックアップを
取る事をお勧めします。

【ご確認下さい！】

　本設定ガイドは、あらかじめ別紙「簡単セットアップシート」をご確認いただき、カメラの接続、映像の表示、
録画及び録画再生の動作をご確認いただいたものとしてご案内致します。「簡単セットアップシート」での接
続確認を行っていない場合は、先に「簡単セットアップシート」をお読みの上、操作を行ってください。
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NVR（録画機）の操作

　よりセキュリティの効果を高める為に、NVR（録画機）本体にパスワードを設定して頂く事を推奨して
おります。

NVR（録画機）にパスワードを設定する

1. マウスを右クリックしてメニューを開き、「システム設定」
をクリックします。

2.ユーザー名とパスワードを求められた場合、そのまま「OK」
をクリックします。

3.「システム管理者」をクリックし、次に左メニューの「ユー
ザー管理」をクリックします。

4.「パスワード設定」をクリックします。
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NVR（録画機）の操作

5. パスワードを入力します。
ユーザー：admin
旧パスワード：空白（何も入力しない）
新パスワード：お好きなパスワードを入力
確認入力：「新パスワード」と同じパスワードを入力

入力したら「OK」をクリックします。

【入力操作について】
　文字を入力する際は、入力フォーム内でマウスをクリックすると、キーボードが表示されます。
入力を終了する場合は、キーボードの画面外をクリックして、キーボード表示を消します。

大文字入力する場合は「caps」をクリックします。
入力した文字を 1 文字消す場合は「<-」をクリックします。
入力した文字をすべて消す場合は「Clr」をクリックします。

6.「ユーザー管理者」の画面に戻りますので、そのまま「OK」
をクリックします。

　
以上でパスワードの設定が完了です。
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　NVR（録画機）の時刻を設定します。初めて使用する場合や、時刻の表示が正しくない場合には以下の
操作で時刻を正しく調整できます。

NVR（録画機）の時刻を設定する

1. マウスを右クリックしてメニューを開き、「システム設定」
をクリックします。

2.「基本設定」画面が表示されるので、左メニューの「時刻
設定」をクリックします。

3. 時刻設定画面が開きます。インターネットに接続している
場合と、接続していない場合で設定方法が異なります。

【インターネットに接続している場合】
1.「タイムゾーン」で「+09:00」を選択します。

NVR（録画機）の操作
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2.「時刻同期」の「有効」にチェックを入れ、「今すぐ同期」
をクリックします。

「時刻設定中に停止しました。続けますか？」と表示された
場合は、「はい」をクリックします。

3. 時刻同期が完了したら、「OK」をクリックして設定画面
を閉じます。

【インターネットに接続していない場合】
1.「タイムゾーン」で「+09:00」を選択します。

2.「システム時刻」をクリックして、現在時刻を入力し、「適
用」をクリックします。

NVR（録画機）の操作
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「時刻設定中に停止しました。続けますか？」と表示された
場合は、「はい」をクリックします。

3. 時刻同期が完了したら、「OK」をクリックして設定画面
を閉じます。

　録画設定にはいくつかのモードがあります。お好きなモードに設定してご利用いただけます。
　※初期状態では、常時録画モードに設定されています。常時録画モードで使用する場合は、録画の設定
は変更せずにそのままご利用ください。

録画の設定

【常時録画】
　常に録画を行うモードです。初期状態ではこのモードに設定されています。

1. マウスを右クリックしてメニューを開き、「手動録画」を
クリックします。

2.「すべてオン」のボタンをクリックします。

NVR（録画機）の操作
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3. 常時録画モードに設定され、各映像チャネルの右上に、録
画マーク（赤）が表示されます。

※赤い録画マークが表示されるまでに時間がかかる場合があ
ります。

【動体検知録画】
　画面に動くものがあった場合にそれを検知して録画を行う設定です。

1. マウスを右クリックしてメニューを開き、「システム設定」
をクリックします。

2.「録画設定」をクリックします。

3.「録画計画」設定画面が表示されるので、以下のように入力、
設定します。

　チャネル：1
　平日　　：毎日
　スケジュール 1：00:00 - 23:59
　　　　　　　　　「モーション」にのみチェックを入れる
　　　　　　　　　※「時間」「センサー」はチェック無し
　スケジュール 2-4：00:00 - 23:59（チェック無し）

続けて「コピー先」をクリックします。

NVR（録画機）の操作
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「すべて」にチェックを入れて「OK」をクリックします。

「コピー完了」と表示されたら、再度「OK」をクリックします。

4.「適用」をクリックします。

　ここまでの操作で、動体検知時にのみ録画を行う設定に変
更されました。
　動体検知録画を設定すると、緑色のタイムラインバーが表
示されます。
　次に、動体検知実行のための設定を行います。

5.「チャネル設定」をクリックし、次に左メニューの「ビデ
オ検出」をクリックします。

6. 動体検知設定画面が表示されますので、以下のように設定
します。

　チャネル：1
　検出　　：モーション
　感度　　：低　※ご利用環境に合わせて 5 段階調整可能
　アラーム期間：5 秒　※ブザー音の鳴動時間です。

設定したら、右上の「コピー」をクリックします。

「すべて」にチェックを入れて「OK」をクリックします。

「コピー完了」と表示されたら、再度「OK」をクリックします。

NVR（録画機）の操作
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【処理方式】
検知時の処理方式を設定します。有効にする場合はチェック
を入れます。設定は必須ではありません。

　アラーム：検知時、画面右下にアラーム情報を表示します。
　ブザー：検知時、NVR 本体よりブザー音を鳴らします。
　Email 通知：検知時に通知メールを送信します。
　　　　　　　※メール設定時有効（P.31）
　APP アラーム：本機では使用しません。

【鳴動時間】
「処理方式」で設定した通知機能の稼働時間を設定します。
設定は必須ではありません。

例）夜 20：00 ～朝 7：00 まではブザー音やメール通知を
止めたい（朝 7：00 ～夜 20：00 の間通知する）場合…

　スケジュール 1　07:00 - 20:00（チェック入れる）
　スケジュール 2　00:00 - 23:59（チェック無し）
　スケジュール 3　00:00 - 23:59（チェック無し）
　スケジュール 4　00:00 - 23:59（チェック無し）
　
※鳴動時間を設定しても、動体検知録画は実行されます。

【エリア指定】
動体検知エリアを設定します。設定は必須ではありません。
　

初期値では全画面が検知エリア（水色）です。エリアを指定
する場合は、
1. 右クリックして「すべてクリア」をクリックします。
2. マス目を左クリック＆ドラッグして検知したいエリアを指
定してください。
3. 右クリックして「戻る」をクリックします。

　

NVR（録画機）の操作
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【スケジュール録画】
　指定した曜日、時間帯にのみ録画を行うモードです。

1. マウスを右クリックしてメニューを開き、「システム設定」
をクリックします。

2.「録画設定」をクリックします。

例として、以下のスケジュールで設定します。

■カメラ 4 台ともに、毎日 18 時～翌 7 時までを録画

3. 以下のように入力します。

　チャネル：1
　平日　　：毎日
　スケジュール 1　18:00 - 23:59（「時間」にチェック）
　スケジュール 2　00:00 - 07:00 （「時間」にチェック）
　スケジュール 3　00:00 - 23:59（チェック無し）
　スケジュール 4　00:00 - 23:59（チェック無し）

入力したら、「コピー先」をクリックします。

「すべて」にチェックを入れて「OK」をクリックします。

「コピー完了」と表示されたら、再度「OK」をクリックします。

NVR（録画機）の操作
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4.「録画設定」の画面に戻るので、再度「OK」をクリック
します。

※スケジュール録画は時間帯を指定した常時録画です。赤色
のタイムラインバーが指定した時間帯に表示されます。

　NVR（録画機）内のハードディスクに保存された録画映像をバックアップします。
　バックアップには、USB メモリ（最大 32GB まで）を使用します。バックアップした録画映像は、
USB メモリをパソコンに繋げて映像を見たり、パソコン内に保存することができます。

録画映像のバックアップ（USB メモリに保存）

1.NVR（録画機）本体の USB ポートに、USB メモリを接
続します。
※事前に USB メモリに十分な空き容量があることを確認し
てください。

2. マウスを右クリックしてメニューを開き、「バックアップ」
をクリックします。

NVR（録画機）の操作

■ WBW-801-4（モニターなし NVR）をご利用のお客様へ
　「WBW-801-4」は USB 接続端子が 1 箇所のみとなっており、USB メモリを差し込むことができ
ません。別途USBハブをご用意いただき、ハブのUSB接続端子にマウスとUSBメモリを接続してバッ
クアップ操作を行ってください。
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3. バックアップしたい映像を検索します。

　チャネル：保存したい映像のチャネル番号を選択します。
　録画モード：録画モードを選択します。
　　　　　　　手動（常時録画）
　　　　　　　時間（スケジュール録画）※常時録画含む
　　　　　　　モーション（動体検知録画）
　　　　　　　センサー（このモードは使用しません）
　検索時間：保存したい録画の日時を指定します。

　入力したら、「検索」をクリックします。

4. 指定した条件の録画データがリスト表示されます。バック
アップしたい録画データを選択し、「バックアップ」をクリッ
クします。

5.「バックアップしますか？」と表示されたら、「OK」をク
リックします。バックアップが開始されますので、完了まで
お待ちください。

6.「バックアップ完了」と表示されたら、「OK」をクリック
します。

　USB メモリに録画データが保存されました。「キャンセル」
をクリックするか、右クリックでバックアップ画面を閉じて
完了です。
　USB メモリを取り外し、パソコンに接続して映像をご確
認ください。

NVR（録画機）の操作
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遠隔監視設定

　NVR（録画機）をインターネットに接続することで、スマートフォンで外出先からカメラの映像を見る
ことができます。ご利用にはインターネットに繋がったブロードバンドルーターが必要です。

スマートフォンでの遠隔監視

【NVR（録画機）のネットワーク設定】
　NVR（録画機）をインターネットに接続します。接続には LAN ケーブルを使用します。

1.NVR（録画機）の LAN ポートに LAN ケーブルを接続し
ます。
※各機種の LAN ポートの位置は、別紙簡単設定マニュアル
をご参照ください。

2.LAN ケーブルの反対側の LAN 端子を、お使いのルーター
に接続します。
※ルーターに LAN ポートの空きがない場合は、ルーターに
接続されたハブ等に接続し、ネットワークに接続を行ってく
ださい。

3.NVR（録画機）の操作を行います。
　マウスを右クリックしてメニューを開き、「システム設定」
をクリックします。
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遠隔監視設定

1. 右図の QR コードからアプリをダウンロードし、インストールします。
　※ QR コードをうまく読み取れない場合は、APP ストアより「IP Pro」
と検索して、下図のアイコンのアプリをダウンロードしてください。

【スマートフォンにアプリをインストールする - iPhone】
　iPhone にアプリ「IP Pro」をインストールします。（Android の方は P.22 をご覧ください。）

4.「ネットワーク設定」をクリックします。

画面最下部の「ネットワーク状態」を確認します。

ネットワーク正常（文字色緑）…接続成功
ネットワークケーブル切断（文字色赤）…接続失敗

接続に成功しない場合は、以下の点をご確認ください。
●一度 NVR（録画機）の再起動をお試しください。（P.37）
● LAN ケーブルが断線していないか。（別の LAN ケーブル
をご用意の上、接続をお試しください。）

5. 接続に成功したら、「QR コード表示」をクリックします。

6.QR コードを表示したら、次にスマートフォンの操作を行
います。



19

遠隔監視設定

2. インストールしたアプリ「IP Pro」のアイコンをタップ
して、起動します。

3. ログイン画面が表示されます。「登録」をクリックします。

4. 登録情報を入力します。
　
　ユーザー名：お好きなユーザー名を入力
　　　　　　　（半角英数字半角 3 ～ 12 文字）
　パスワード：お好きなパスワードを入力
　　　　　　　（半角英数字 6 ～ 20 文字）
　もう一度確認してください：パスワードを再入力します。

入力後「確定」をタップします。

5. メールアドレスを登録します。メールアドレスを登録する
と、パスワードを忘れた際に再発効ができます。登録は必須
ではありません。
　
　登録しない場合は「スキップ >」をタップします。

　登録する場合は、メールアドレスを入力し、「E メール連動」
をタップします。
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6. アプリトップ画面が開きます。「+」ボタンをタップします。

遠隔監視設定

7.「クラウド ID」をタップします。

8. クラウド ID の　　　マークをタップします。

9.QR コードスキャン画面が表示されます。P.18 の (6) で表示した、
NVR（録画機）画面の QR コードをスキャンします。
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遠隔監視設定

10. クラウド ID が自動入力されます。続けて以下の項目を入力します。

　タイプ：デバイスの名称です。お好きな名前を入力します。
　ユーザー名：admin
　パスワード：NVR（録画機）のパスワードです。

※パスワードは、初期値では空白（無し）です。P.6「NVR（録画機）
にパスワードを設定する」で設定した場合は、そのパスワードを入力し
てください。

11. 入力したら「保存」をタップします。

12.NVR（録画機）が登録されました。
デバイス名をタップすると、映像が表示されます。

【NVR の登録ができない場合は…】
　QR コードをスキャンし、登録をする際に「×」マークが表示さ
れて登録できない場合、クラウド ID が正しく入力されていない可
能性があります。NVR（録画機）の画面上に表示されたクラウド
ID と、アプリ上の登録画面に表示されているクラウド ID が一致し
ているかをご確認ください。スキャンされた ID に誤りがある場合
は、ID をタップして正しい ID を入力します。
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遠隔監視設定

1. 右図の QR コードからアプリをダウンロードし、インストールします。
　※ QR コードをうまく読み取れない場合は、プレイストアより「IP Pro」
と検索して、下図のアイコンのアプリをダウンロードしてください。

【スマートフォンにアプリをインストールする - Android】
　Android スマートフォンにアプリ「IP Pro」をインストールします。

2. インストールしたアプリ「IP Pro」のアイコンをタップして、
起動します。

3. ログイン画面が表示されます。「登録」をクリックします。

4. 登録情報を入力します。
　
　ユーザー名：お好きなユーザー名を入力
　　　　　　　（半角英数字半角 3 ～ 12 文字）
　パスワード：お好きなパスワードを入力
　　　　　　　（半角英数字 6 ～ 20 文字）
　もう一度確認してください：パスワードを再入力します。

入力後「確定」をタップします。
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遠隔監視設定

5. メールアドレスを登録します。メールアドレスを登録すると、パスワー
ドを忘れた際に再発行ができます。登録は必須ではありません。
　
　登録しない場合は「スキップ」をタップします。

　登録する場合は、メールアドレスを入力し、「E メール連動」をタップ
します。

6. アプリトップ画面が開きます。「+」ボタンをタップします。

7.「デバイス ID を追加」をタップします。

8. クラウド ID の　　　マークをタップします。

9.QR コードスキャン画面が表示されます。P.18 の (6) で表示した、
NVR（録画機）画面の QR コードをスキャンします。
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遠隔監視設定

11. 入力したら「送信」をタップします。

12.NVR（録画機）が登録されました。

　表示されたデバイス名をタップすると、映像が表示されます。

10. クラウド ID が自動入力されます。続けて以下の項目を入力します。

　タイプ：デバイスの名称です。お好きな名前を入力します。
　ユーザー名：admin
　パスワード：NVR（録画機）のパスワードです。

※パスワードは、初期値では空白（無し）です。P.6「NVR（録画機）
にパスワードを設定する」で設定した場合は、そのパスワードを入力し
てください。

【NVR の登録ができない場合は…】
　QR コードをスキャンし、登録をする際に「クラウド ID が存在
しません」と表示されて登録できない場合、クラウド ID が正しく
入力されていない可能性があります。NVR（録画機）の画面上に
表示されたクラウド ID と、アプリ上の登録画面に表示されている
クラウド ID が一致しているかをご確認ください。スキャンされた
ID に誤りがある場合は、ID をタップして正しい ID を入力します。
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遠隔監視設定

　NVR（録画機）をネットワークに接続することで、同じネットワーク上のパソコンからカメラの映像を
見ることができます。事前に P.18「NVR（録画機）のネットワーク設定」の (4) までの操作を行います。

パソコンでの遠隔監視（ローカルネットワーク）

1. パソコンで InternetExplorer を起動します。

2.InternetExplorer のアドレスバーに、P.20「NVR（録画機）
のネットワーク設定」の (4) の画面に表示された「IP アドレ
ス」を入力し、キーボードの Enter キーを押します。

3. ログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを
入力してログインします。

　Username：admin
　Password：設定した NVR（録画機）のパスワード
　　　　　　　（初期値は空白（パスワードなし）です）

入力したら、「Login」をクリックします。

4. 映像が表示されます。
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遠隔監視設定

4.「ユーザーアカウント制御」のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックします。

5. 言語を選択します。「日本語」を選択し、「ＯＫ」をクリッ
クします。

　NVR（録画機）をインターネットに接続することで、外出先など離れた場所のパソコンからカメラの映
像を見ることができます。事前に P.17 ～ P.18「NVR（録画機）のネットワーク設定」の (4) までの操
作を行います。

パソコンでの遠隔監視（外部ネットワーク）

1. 付属の CD-R をパソコンに入れ、CD-R の内容を展開し
ます。

「自動再生」ウィンドウが表示された場合
　「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。

「自動再生」ウィンドウが表示されない場合
　デスクトップの「コンピューター」から CD-R ドライブを
ダブルクリックし、フォルダを展開します。

2.「PC」フォルダをダブルクリックし、「WB-CMS.rar」を
ダブルクリックして展開します。

3.「WB-CMS.exe」をダブルクリックします。

「WB-CMS.rar」をダブルクリックで展開できない場合、一度「WB-CMS.rar」をデスクトップにコピーし、
ダブルクリックまたは、右クリックから「解凍（もしくは「展開」）」をクリックします。

6. セットアップウィザードが開始されます。
「次へ」をクリックします。
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遠隔監視設定

7.インストールするディレクトリを選択します。そのまま「次
へ」をクリックします。

8. ショートカットの名称を変更できます。そのまま「次へ」
をクリックします。

9. デスクトップショートカットを作成します。
「デスクトップ上にアイコンを作成する」にチェックを入れ、
「次へ」をクリックします。

10.「インストール」をクリックします。
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遠隔監視設定

11. インストールが開始されます。完了までお待ちください。

12.「完了」をクリックします。

13. インストール後、パソコン用ソフトウェア「WB-CMS」
が自動で起動します。

　NVR（録画機）と同じネットワーク上のパソコンで操作
をしている場合は、ソフトウェア起動後、ネットワーク上に
接続された NVR（録画機）を自動で認識します。外部ネッ
トワークからのアクセスの場合は以下の操作を行います。

14.「設定」をクリックします。

15.「デバイス管理」画面が開きます。「デバイス追加」をク
リックします。
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遠隔監視設定

16. デバイス追加画面が表示されます。「Esee ID で」に
チェックを入れ、以下のように設定します。

　Esee ID：NVR（録画機）の ID を入力します。※ 1
　ユーザー名：admin
　パスワード：NVR（録画機）に設定したパスワード
　　　　　　　（初期値では空白（パスワード無し）です。）
　デバイス名：表示名称です。好きな名前を入れてください。
　チャネル　：4
　エリア内　：エリア
　デバイスタイプ：DVR　（変更不可）

入力したら「OK」をクリックします。

※ 1
Esee ID は、P.18「NVR（録画機）のネットワーク設定」の (4)
の画面に表示されている。ID 番号を入力します。（右図参照）

17. 画面右のデバイスリストに NVR（録画機）が追加され
ました。

メニューから「プレビュー」をクリックし、再生画面を表示
します。

表示されたデバイス名をダブルクリックして映像を表示しま
す。

分割画面の表示数を変更する場合は、画面下部の画面切り替
えボタンをクリックします。
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その他の操作

【分割画面切り替え】
表示映像を 1 画面表示（全画面表示）または 4 画面表示に切り替えます。

NVR（録画機）のその他の操作（よく使う機能）

1. マウスを右クリックしてメニューを開き、「分割画面」を
クリックします。

2.「全画面」または「4 分割画面」をクリックします。

【映像の拡大表示（デジタルズーム）】
映像の画面をデジタルズームにて拡大表示することができます。

1. 全画面表示の状態で、拡大したい箇所をマウスでドラッグ
します。

3. 分割画面表示から、1 画面表示に切り替える場合は、「全
画面」選択後、全画面表示したいチャネルの番号をクリック
します。

2. 拡大表示されます。元の画面に戻す場合は、画面上で再度
マウスをドラッグします。

※拡大表示はデジタルズームのため、拡大すると画質が荒く
見えます。
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その他の操作

【メール設定】
メール設定を行うことで、動体検知設定時に画像付きメールによる通知を実行することができます。メー
ル設定では、Yahoo メールアドレスを使用します。Yahoo メールアドレスをお持ちでない場合は、
Yahoo のホームページからメールアドレスを取得してご利用ください。

1. マウスを右クリックしてメニューを開き、「システム設定」
をクリックします。

2.「ネットワーク設定」をクリックして、次に「Email」を
クリックします。

3.Email 設定を入力します。

　Email の機能：「有効」にチェックを入れます。
　SMTP サーバー：smtp.mail.yahoo.co.jp
　ポート：587
　ユーザー名：Yahoo メールアドレスの @ より前の部分
　　　　　　　例：xxxxxxx123@yahoo.co.jp の
　　　　　　　　　”xxxxxxx123”
　パスワード：Yahoo メールアドレスのパスワード
　暗号化の種類：None
　送信者：Yahoo メールアドレスを入力
　受信者 1：メールを受け取りたいアドレス 1
　受信者 2：メールを受け取りたいアドレス 2
　タイトル：件名です。お好きな件名を入力します。
　インターバル：次のメールを送るまでの秒数
　　　　　　　　（1 ～ 3600 秒）
　監視メッセージ間隔：30 ～ 1440 秒

※監視メッセージ間隔は、ネットワークの正常な通信を確認するためのメールです。画像は添付されません。
有効にすると、動体検知設定の有効無効にかかわらず、指定した間隔で通知メールが送信されます。
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4. 入力したら、「テスト」をクリックしてテスト送信を行い
ます。

　「テスト完了」…設定は正常です。そのまま「OK」をクリッ
クします。メールが受信できているかをご確認ください。

　「タイムアウト　ネットワークを確認してください」…設
定に誤りがあるか、インターネットに接続されていません。
設定及び LAN ケーブルの接続を確認し、再度テストを行っ
てください。

5. 受信メールアドレスにテストメールが届いていることを確
認して、「Email」設定画面の「OK」をクリックいて設定完
了です。

2.「リピーター」をクリックします。

【リピーター接続】
カメラと NVR（録画機）の距離が遠い、あるいは障害物により電波が届きにくい場合、中間地点にカメ
ラを置く事により、このカメラを中継装置として通信環境の改善を行うことができます。
※この機能は電波環境が著しく悪い場合の対処方法であり、電波状態によっては改善が見られない場合が
あります。確実な接続をお約束するものではございません。

※リピーター機能を最大限発揮する為には、NVR（録画機）
本体と、設置したカメラのちょうど中間地点にリピーターカ
メラを設置します。

1. マウスを右クリックしてメニューを開き、「ビデオ管理」
をクリックします。

その他の操作
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3. 電波の受信感度が最も強いカメラの「+」ボタンをクリッ
クし、中継接続するカメラのチャネル番号を選択します。

例：CH1 を中継し、CH2 のカメラをリピーター接続する場
合…CH1 の「+」をクリックし、CH2 を選択。

　画面上では、CH1 から CH2 に接続された状態になります。

　「適用」をクリックします。

4.「設定の変更を保存しますか」と表示されます。
　「はい」をクリックします。

5.「セットアップ完了　IP カメラ再接続までお待ちください」
と表示されたら、カウントダウンが終わるまで待ちます。

その他の操作
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6. カウントダウン終了後、「OK」をクリックします。

※リピーター接続は、最大カメラ 3 台まで可能です。

1. マウスを右クリックしてメニューを開き、「システム設定」
をクリックします。

【内蔵ハードディスクのフォーマット（初期化）】
以下の場合は、ハードディスクのフォーマット（初期化）を行います。フォーマットを行うと、ハードディ
スクに保存された内容はすべて削除されます。
●ハードディスクを取り付けて始めてご利用いただく場合（「HDD 無し」でご購入いただいた場合）
●録画した映像を削除したい場合
● NVR（録画機）の設定の初期化（P.35 参照）を行った場合
● NVR（録画機）の動作に異常（録画できない、録画再生できない等）が見られる場合

2.「基本設定」画面の HDD 設定をクリックします。

3.「フォーマット」のチェックボックスにチェックを入れ、
「フォーマット」をクリックします。

その他の操作
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4.「はい」をクリックします。

5. フォーマットが開始されます。完了までお待ちください。

6.「フォーマット完了」の表示が出たら「OK」をクリック
します。

1. マウスを右クリックしてメニューを開き、「システム設定」
をクリックします。

【設定の初期化】
ネットワーク設定や録画スケジュールなど、ネットワーク設定や NVR（録画機）の設定は、初期化の操
作によって工場出荷時の設定に戻すことができます。初期化後はハードディスクのフォーマットを行って
ください。（P.34 参照）

その他の操作
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2.「システム管理者」をクリックし、「工場出荷時設定」を
クリックします。

4.「すべて」のチェックボックスにチェックを入れ、「OK」
をクリックします。

5.「はい」をクリックします。

6.NVR（録画機）が再起動します。再起動後設定がリセッ
トされているかをご確認ください。

　初期化後は、ハードディスクのフォーマット（P.34 参照）
を行います。

その他の操作
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故障かなと思ったら

カメラの映像が映らない ◆カメラの電源は入っていますか。
1. 付属の電源アダプター（CD-1201A）を使用して、カメ
ラが正しくコンセントに繋がっているかをご確認ください。
2. カメラのレンズ部分を手で覆うなどして暗くし、赤色 LED
が点灯するかをご確認ください。

◆無線通信の強度が十分ではない可能性があります。
1. 映らないカメラと同じ場所で、他のカメラの電源を入れて、
映像が映るかをご確認ください。
2.NVR（録画機）の近くでカメラの電源を入れた状態で、映
像が映るかをご確認ください。NVR の近くでは映像が映り、
設置したい場所でカメラを起動したときに映像が映らない状
況の場合、電波強度が十分ではないと考えられます。P.32 の

「リピーター接続」をお試しください。※リピーター接続でも
映像が映らない場合は、本システムでは対応できない距離、
環境である可能性がございます。設置場所を変更するなどの
ご対応をお試しください。

◆カメラは NVR（録画機）に認識されていますか。
　カメラが NVR（録画機）に正しく認識・接続されていない
場合、映像が映りません。以下の操作によって接続の確認を
行います。

1. マウスを右クリックして、「ビデオ管理」を開き、
カメラの IP アドレスが表示されているかを確認します。
表示されていない場合は、「検索」をクリックします。

故障かなと思ったら
製品が正常に動作していないと感じたら、まずは一度録画機本体の再起動をお試しください。

【再起動の手順】
1. マウスを右クリックして、メニューを表示し
　「システム終了」をクリックします。

2.「再起動」をクリックします。

3.「はい」をクリックします。
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故障かなと思ったら

2. 表示された IP アドレスをダブルクリックします。
カメラの情報が下段のリストに移動したら、接続完了です。

「OK」をクリックして、カメラの映像が表示されるかを
ご確認ください。

◆カメラがリストに検索されない場合は、カメラと NVR（録画機）の同期が取れておりません。この
場合はカメラと NVR（録画機）のマッチング（同期）を行っていただく必要があります。マッチング
を行うには、カメラと NVR（録画機）を LAN ケーブルで有線接続していただく必要があります。

1. カメラと DVR を LAN ケーブルで接続します。
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故障かなと思ったら

2. マウスを右クリックして、「ビデオ管理」を開き、
「検索」をクリックします。

　カメラの IP アドレス「192.168.1.xx」が表示される
のを待ちます。
　

3. 表示されたカメラをクリックして選択し、「コード一致」
をクリックします。

　コード一致後、IP アドレスが「172.20.xx.xx」に
変わります。表示された IP アドレスをダブルクリックし
カメラの情報が下段のリストに移動したら、接続完了です。

「OK」をクリックして、カメラの映像が表示されるかを
ご確認ください。

夜になってもカメラが白黒にならない
（赤外線暗視モードにならない）

◆外部照明の光がカメラに当たっていませんか？
　夜間であっても、街灯などによりカメラの回り
に一定の明るさがある場合、暗視モードに切り替
わらない場合があります。また、わずかな光であっ
ても、カメラのレンズ部分に直接光が当たるよう
な位置にある場合、カラーで映し続けることがあ
ります。カメラの向きや位置を調整してみてくだ
さい。

◆赤色 LED は正常に点灯しますか？
　カメラを手で覆うなどして、映像が白黒になる
か、レンズ周りの LED が赤く点灯するかを確認し
てください。赤く点灯しない場合、カメラの不具
合の可能性があります。サポートデスクまでお問
い合わせください。

周りが明るいのに白黒になる ◆カメラの周りだけが極端に暗い状態ではありま
せんか？
　周辺が照明に照らされ明るい場合であっても、
カメラのレンズ部分に入ってくる光が少ない場合
は、暗視モード（白黒）になる場合があります。
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録画できない ◆設定に誤りはありませんか？
　録画を実行するためには、「システム設定」の「録
画設定」にて、録画スケジュールを設定していた
だく必要があります。（P.10 参照）

◆ハードディスクは正常に認識されていますか？
　「システム設定」＞「基本設定」＞「HDD 設定」
にて、ハードディスクが認識されているかをご確
認ください。
　ハードディスクが正常に認識されており、録画
スケジュールの設定にも誤りがない場合、ハード
ディスクへの書き込みが正しく行われていない可
能性があります。一度ハードディスクのフォーマッ
トをお試しください。（P.34 参照）

遠隔監視できない ◆ネットワークは正常に接続されていますか？
　「システム設定」＞「ネットワーク設定」を確認
し、ネットワーク状態が「ネットワーク正常」となっ
ているかをご確認ください。「ネットワークケーブ
ル切断」と表示されている場合は、正常にネット
ワークに接続されていません。別の LAN ケーブル
を使用して、正常に接続できるかをご確認くださ
い。

◆アプリ上のパスワードに誤りはありませんか？
　遠隔監視でのアクセスの際には、パスワードが
NVR（録画機）に設定したものと一致する必要が
あります。パスワードの初期値は空白（何も入力
しない）状態です。

◆クラウド ID は正しく入力されていますか？
　アプリで読み取った QR コードが、NVR（録画
機）本体のクラウド ID と一致するかをご確認くだ
さい。クラウド ID が正しく入力されていない場合
は、手入力で正しいクラウド ID を入力してくださ
い。

アプリに登録したクラウド ID やパスワードを変更
する場合は、次の操作で行います。

故障かなと思ったら
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1. アプリ「IP Pro」を起動し、登録されたデバイス名下の
　　　マークをタップします。

2.「編集」をタップします。

3. 登録情報を編集します。
　クラウド ID が正しいかをご確認ください。

　変更した場合は、右上の「保存」をタップします。

　パスワードを変更する場合は、パスワードをタップします。

　パスワードを変更します。入力したら「確定」を
タップします。

　編集画面に戻るので、「保存」をタップします。

　アプリのトップ画面に戻ります。デバイス名をタップして、
映像がご覧いただけるかをご確認ください。

故障かなと思ったら
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HDMI 接続したモニター画面に何も表示されない ◆ NVR（録画機）本体の電源は入っていますか？
　NVR（録画機）に、付属の電源アダプターが正
しく接続され、電源が入っているかをご確認くだ
さい。

◆別の HDMI ケーブルでお試しください。
　HDMI ケーブルの断線等により映像を出力でき
ていない可能性があります。別の HDMI ケーブル
で接続し、画面が表示されるかをご確認ください。

◆別のモニターに接続して表示されますか？
　モニターとの相性や、表示解像度の違いによっ
て映像を表示できない可能性があります。別のモ
ニターに接続して、画面が表示されるかをご確認
ください。

◆ VGA ケーブルでの接続をお試しください。
　NVR（録画機）からの出力解像度と、モニター
の表示解像度が異なる場合、画面が表示されな
いことがあります。その場合は、一度 VGA 接続
ケーブルを使用し、NVR（録画機）とモニターを
VGA 接続して画面が表示されるかをご確認くださ
い。VGA 接続で画面が表示された場合は、以下の
操作で NVR（録画機）の出力解像度を変更してく
ださい。
※ VGA 接続ケーブルは付属しておりません。
※ VGA 接続には、VGA 端子のあるモニターが必
要です。
※ VGA 接続対応機種は WBW-801-4 のみです。
その他の機種では VGA 接続はできません。

【出力解像度の変更手順】
1. マウスを右クリックして「システム設定」をクリック
します。

故障かなと思ったら
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2.「画面設定」をクリックします。

3.「VGA 解像度」を”1080P 60Hz”に変更して
「OK」をクリックします。

4.「はい」をクリックします。

再起動後、解像度が変更されます。
再度 HDMI 接続にてモニター画面に表示されるかを
ご確認ください。

設定したパスワードがわからなくなった ◆パスワードがわからなくなった場合は、サポー
トデスクまでお問い合わせください。

故障かなと思ったら
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製品仕様

製品仕様

映像・音声入力 内部 OS 組込用リナックス ：

1024x768,1366x768,1440x900,1920x1080p

対応ストリーミング 各 ch ともに 720P/960P/1080P

映像信号帯域 20Mbps

音声信号帯域 64Kbps

映像・音声入力 HDMI 出力 解像度 ：

1024x768,1366x768,1440x900,1920x1080p

VGA 出力 解像度 ：

1024x768,1366x768,1440x900,1920x1080p

画像処理性能 ビデオ信号解像度 720P / 960P / 1080P

同時再生 4CH 720P@ 15fps

映像・音声入力 録画モード 常時 / スケジュール / 動体検知 / アラームイベント

再生モード リアルタイム / 範囲指定 / イベント

録画ファイルバックアップ USB メモリへ転送

オンスクリーン表示 カメラ名、時刻

ハードディスク インターフェイス SATA （１台）

対応最大記憶容量 4TB 

情報信号入出力コネクタ 有線ネットワーク接続端子 イーサネット x 1　 RJ45 10M/100M 

USB インターフェイス USB 2.0 x 2

ネットワーク プロトコル（規格） UPnP,SMTP(Emal) / PPPoE,DHCP

その他 電源定格 DC12V2A　（専用電源指定）

専用電源法規 電気用品安全法に拠る PSE マーキング認証取得済

電力消費 5W 以下（HDD 分含まず）

動作環境 ( 温度 / 湿度 ) -10℃ ～ +50℃ / 10% ～ 90%

筐体寸法 258mm（W）× 210mm（V）× 42mm（H）

重量（ HDD 含まず） 約 2.5Kg

技術適合認証番号 R204-620484

WBW-801-4
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製品仕様

7 インチ チルトディスプレイタイプ NVR 10 インチ チルトディスプレイタイプ NVR 11 インチディスプレイ NVR

7 インチ チルト式ディスプレイ一体型

WiFiNVR (モニター解像度:800*480)   

10 インチ チルト式ディスプレイ一体型 

WiFiNVR (モニター解像度:800*480)

スタンド式 11 インチディスプレイ一体型

WiFiNVR (モニター解像度:1280*1024) 

WBW-821-4M07  WBW-823-4M10 WBW-825-4M11

WBW-821-4M07  WBW-823-4M10 WBW-825-4M11

映像・音声入力 内部 OS 組込用リナックス 

対応ストリーミング 各 ch ともに 720P/960P/1080P

映像信号帯域 20Mbps

音声信号帯域 64Kbps

映像・音声入力 HDMI 出力 解像度 ：1024x768,1366x768,1440x900,1920x1080p

VGA 出力 解像度 ：1024x768,1366x768,1440x900,1920x1080p

画像処理性能 ビデオ信号解像度 720P / 960P / 1080P

同時再生 4CH 720P@ 15fps

映像・音声入力 録画モード 常時 / スケジュール / 動体検知 / アラームイベント

再生モード リアルタイム / 範囲指定 / イベント

録画ファイルバックアップ USB メモリへ転送

オンスクリーン表示 カメラ名、時刻

ハードディスク インターフェイス SATA （１台）

対応最大記憶容量 4TB 

情報信号入出力コネクタ 有線ネットワーク接続端子 イーサネット x 1　 RJ45 10M/100M 

USB インターフェイス USB 2.0 x 2

ネットワーク プロトコル（規格） UPnP,SMTP(Emal) / PPPoE,DHCP

その他 電源定格 DC12V3A　（専用電源指定）

専用電源法規 電気用品安全法に拠る PSE マーキング認証取得済

電力消費 5W 以下（HDD 分含まず）

動作環境 ( 温度 / 湿度 ) -10℃ ～ +50℃ / 10% ～ 90%

筐体寸法 258mm（W）× 210mm（V）× 42mm（H）

重量（ HDD 含まず） 約 2.5Kg

技術適合認証番号 R204-620484
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製品仕様

項目 センサー 1/4” プログレッシブスキャン CMOS センサー

信号規格 NTSC

解像度 720P ：1280 x720

圧縮コーデック H.264

撮像画角 62.2(H) × 54.3(V)

最低照度 カラー : 0.1 Lux　　白黒 : 0.01 Lux

シャッタースピード 1/25s  ～ 1/25,000s （ 自動設定 ）

レンズ 3.6mm

ホワイトバランス 自動

昼夜切替 自動 （ カラー / 白黒 ；赤外 LED 補助光時 )

ノイズリダクション 自動

補助光赤外 LED φ５ x 24 個

ストリーミング メインストリーム / サブストリーム （ 同時両方可 ）

フレームレート 最大 25fps　（ 1280x720 ）

S/N 比 39.1 dB 以上

コネクタ・WiFi 規格 RJ45  /  WIFI 802.11b/g/n

一般性能・仕様 電源定格 DC12V1A （専用電源指定）

専用電源法規関連 電気用品安全法に拠る PSE マーキング認証取得済

電力消費 6W 以下

動作環境（温度 / 湿度） -10℃ ～ +50℃ / 30% ～ 80%

寸法 205(L) × 70(W) × 55 (H)mm

重量　 約 500g

防湿・防塵規格 IP66

避雷レベル IEC61000-4-5

技術適合認証番号 R204-620484

WBW-801-CAM
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製品仕様

取扱説明書について

　設定ガイドでのご案内は以上です。より高度な設定及びご利用方法につきま
しては、下記 URL より高度な設定ガイドをダウンロードしてご確認ください。

http://acesecurity.jp/support/nvr_manual_full.pdf

また、ご不明な点は以下のサポートページでもご参照いただけます。

http://acesecurity.jp/

※一部製品及びお問い合わせ内容によっては、サポートページにて解答が確認
できない場合がございます。ご了承くださいませ。

平日　10：00 ～ 20：00（土日・祝　休日）

お電話が繋がりにくい場合がございます。FAX またはメールにて
ご連絡先やお電話可能なお時間をご連絡下さいませ。

カスタマーサポートよりお電話をさせていただきます。



保証書
保証について 初期不良 無償修理 有償修理
期間 ※ 1 ご購入より 14 日間 ※ 2 ご購入より 1 年間 ご購入から 1 年を過ぎている場合
送料について 往復送料を弊社負担。 弊社への送料はお客様負担。弊社からのご返送時の送料は弊

社負担。
※ 1 保証書に記載された日付から起算します。
※ 2 店頭販売時の初期不良期間は 7 日間ですが、通信販売で購入された場合は配送期間を考慮し、14 日間
とさせていただきます。
弊社では柔軟に保証対応を行っておりますが、以下の場合は保証対象外になります。
・製品お受取後の移動・輸送に伴う故障・損傷
・お客様の誤った使用法・落下等による故障・損傷
・お客様による修理・分解・改造による故障・損傷
・火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、ならびに公害、異常電圧、その他の外部機器や
  外部要因による故障・損傷
尚、補償の対象はご購入いただいた製品のみとなります。納品後の故障により誘発される工賃・データ破損等
の損害については保証対象外とさせていただきます。
※修理中の代替品の提供は行いませんので、予めご了承ください。
※正常な製品が送られてくる場合があります。不良個所が認められなかった場合は調査料（3,240 円）をご
請求させていただきます。予めご了承ください。
商品ご購入後は初期不良期間内にセット内容や破損等の有無をご確認ください。その後、別紙「簡単セットアッ
プシート」を参照の上、本製品の接続を行い、お取付前の動作確認を必ず行ってください。
付属品の不足や不良がありましたら、カスタマーサポート（０９２－５５８－３４９４）までご連絡ください。

お買上げ年月日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

商品名　ACE セキュリティシステム 販売店

製品型番　

お客様氏名

ご住所

電話番号

キリトリ

有限会社　ユアーズ
〒８１６－０９１２
福岡県大野城市御笠川２－１０－３
TEL. ０９２－５５８－３４９４
FAX. ０９２－４０４－４４２０

平日　10：00 ～ 20：00（土日・祝　休日）

お電話が繋がりにくい場合がございます。FAX またはメールにて
ご連絡先やお電話可能なお時間をご連絡下さいませ。

カスタマーサポートよりお電話をさせていただきます。


