取扱説明書

充電式バッテリー内蔵ネットワーク IP カメラ
ACE-BWC01

スマートフォンにアプリをインストールする

(5) 本製品底部の QR コードを読み取ります。

QR コードを読み込んでアプリ 「ACE Viewer」 をスマートフォンにインストールします。
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iOS

(9) スマートフォンから音声信号が流れます。
Wi-Fi の設定に間違いがなければ 30 秒ほどで
信号が停止するので、 “次” をタップします。

Android

通信データ量
…映像のデータ量を表示
します。

ご利用の前に必ずお読みください。 また､読んだあとも大切に保管してください。
このたびは ACE-BWC01 をご利用いただき､まことにありがとうございます。
ACE-BWC01 （以下､本製品と呼びます。） は､充電式バッテリーを内蔵した Wi-Fi 対応のネットワー
ク IP カメラです。※本製品は Wi-Fi 環境の無い場所ではご利用いただけません。

画面上でピンチアウト
（指で広げる） 操作をする
と､拡大表示できます。

【重要】
本製品をご利用いただくためには各種設定が必要です。” 必ずカメラを取り付ける前に” 設定を
行ってください。 また設定後は､取り付ける場所付近で本製品が正常に稼働するか （映像を見れ
るか） を確認してから本製品を取り付けてください。

QR コードが読み込めない場合は 「ACE Viewer」 と検索してダウンロードしてください。

本製品のマニュアル構成について

本製品を初めてご利用いただく場合の設定手順です。

はじめて本製品を使用する
本製品のマニュアルは以下のように構成されています。 設置する前に必ず内容をお読みください。
■内容の確認
■各部名称とはたらき
■スマートフォンにアプリをインストールする
■はじめて本製品を使用する

1

■アプリの使用方法
■本製品の取り付け方
■すでに使用している本製品を別のスマートフォ
ンでも使用する
■使用上のご注意

内容の確認

(6) 画面に表示された SSID が使用できる SSID
であることを確認し、 パスワード （暗号化キー）
を入力します。

microSD カードスロットに microSD カードを挿入します。
カードの向きにご注意ください。

(9) 接続のカウントダウンを開始します。 Wi-Fi
設定に問題がなければ数秒で完了します。

※カバーを開ける際は、 カバースイッチをずらした状
態で、 カバーと本体の隙間に指の爪を引っ掛けるよ
うにして開けてください。
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電源スイッチが ON になっていることを確認します。
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電源アダプター､microUSB ケーブルを本製品に接
続し､コンセントにつないで本製品のバッテリーを満
充電します。 （約 3 時間）

プレビュー画面の見方
戻るボタン
…トップ画面に戻ります。

録画ボタン
…プレビュー画面の映像を
スマートフォンに録画します。
（タップして録画開始､再度
タップして停止）

全画面ボタン
…映像を全画面表示します。
バッテリー残量
…バッテリーの残量を表示
します。

マイクボタン
…タップして話しかけると本製
品から音声が出ます。
スピーカーボタン
…タップするとスマートフォン
から音声が出ます。
静止画ボタン
…プレビュー画面の静止画を
スマートフォンに保存します。

録画 / 静止画ボタンでスマートフォンに保存したファイルを確認するには
トップ画面のメニューボタンをタップし、 “アル
バム” をタップします。

静止画…静止画を確認します。
動画…映像を確認します。

ご利用の前に、 構成品がすべてそろっていることを確認してください。 不足品がある場合は、 本製
品の入手元またはお問い合わせ窓口へご連絡ください。

□ACE-BWC01 本体

□マグネットステー

□microUSB ケーブル

入力したら、 “Wi-Fi に接続” をタップします。
(10) 好きな名前を入力し保存をタップします。
(7) パスワードを入力します。 このパスワードは本
製品にアクセスするためのパスワードです。 好き
なパスワードを入力してください。

※バッテリー残量が空になった場合は、 5 時間程
度充電を行ってください。

□5V2A AC アダプター

削除する場合は編集をタップし､削除するファイ
ルを選択してゴミ箱ボタンをタップします。

※時間が経過したら次の操作に進みます。
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□取扱説明書 （本書）

□取り付け用ねじ ・ プラグ ・ リセット

各部名称とはたらき

ACE Viewer を起動します。
※「ファイルへのアクセス」 「マイク」 「カメラ」 「通
知の権限」 などアプリに要求される権限を有効に
してご利用ください。
「玄関」 や 「裏口」 をタップすると自動的に
その名称が入力されます。

アプリのアイコンをタップ

正面
赤外線 LED
暗い場所では赤く光り暗視モードに
切り替わります。

マイク
音声を集音します。
明暗センサー
明るさを感知し赤外線の
オンオフを切り替えます。

レンズ
ステータス LED
LED が光って動作状態を表示します。
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入力したら “次” をタップします。

以下の手順でアプリの操作を進めます。

【操作の前に】
本製品は、 設定に使用するスマートフォンと同じ Wi-Fi の電波 （以下 SSID） に接続されます。
まずはスマートフォンを 2.4GHz の SSID に接続してください。 不明な場合はネットワーク管理者に
ご確認ください。

(8) 本製品の近く （20cm 以内） にスマートフォ
ンをかざして “音波送信” をタップします。

消灯…電源オフまたはスタンバイモード時
緑 （点灯） …アプリからのアクセス時
緑 （点滅） …動体検知録画時
赤 （点滅） …Wi-Fi 設定待機中

タップ
いずれかをタップ

マグネット
マグネットステーを装着します。
リセットボタン
設定を初期化します。

スピーカー
音声を出力します。

電源スイッチ
本製品の主電源です。

ステー用ねじ穴
ねじ式ステーを装着
します。

バッテリー
内蔵バッテリーです。
外せません。

※推定録画可能日数は､1 日
に 10 回程度動体検知録画
が行われた場合の独自の算
出方法に基づく数値です。
丸一日録画を行った場合の
日数ではありません。

共有ボタン
…録画データをダウンロードし
てメールなどで送信します。
※ダウンロードに時間がかかる
場合があります。

再生画面の見方

アプリの使用方法

戻るボタン…録画リスト画面に戻ります。

トップ画面の見方
メニューボタン
…アルバムを表示

底面 （蓋内）
microUSB スロット
microSD カードを挿入
します。

録画データファイル
…タップすると再生します。
※ゆっくり一つずつタップして
再生してください。 何度もタ
ップすると処理に時間がかか
り､画面がフリーズする場合
があります。

microSD カード情報
…microSD カードの情報を表
示します。
空容量 / 推定録画可能日数

(2) “A6 内蔵バッテリー” をタップします。

※設定を初期化する場合は、 リセットピンをリセットボタンの穴に差し込み、
5 秒間長押しして離します。 リセットに成功すると、 ステータス LED が赤く点滅します。

カバースイッチ
カバー ( 蓋 ) を
開けます。

※この時点ではここに画像は表示されません
が、 映像を見たりするとサムネイル （見出し
画像） が表示されるようになります。

(4) “赤色 LED の点滅を確認” をタップ

ゴムキャップはしっかりと閉じてからご利用ください。

底面 （蓋外）

画面左下に緑色で “オンライン” と表示され
れば OK

本製品のステータス LED が赤く点滅しているこ
とを確認します。

電源入力端子 （microUSB）
電源を繋ぎ充電します。

カレンダー
…再生したい日にちを
タップします。

(3) 電源スイッチを一度 OFF にして、 再度 ON
に切り替えます。

(1) + をタップします。

背面

ゴムキャップ内

録画リスト画面の見方
戻るボタン
…トップ画面に戻ります。

ステータス LED の表示

PIR センサー
動体を検知します。

(11) アプリのトップ画面に設定した本製品の情報
が表示されます。

タップ

タップ

登録デバイス
…デバイスの縮小画を
タップしてリアルタイム映
像を表示します。
通知ボタン
…お知らせ通知のオン
オフを切り替えます。

赤く光らない場合は 「赤色 LED が点滅していな
い」 をタップしご確認ください。

追加ボタン
…デバイスを追加します。
動体検知ボタン
…検知設定を変更します。
録画リストボタン
…microSD カードの録画
リストを表示します。
設定ボタン
…各種設定を行います。
削除ボタン
…デバイスをアプリから削
除します。
一時停止 / 再生…一時停止、 再生します。

※早送り等はできません。

設定画面の見方

□設置予定場所に本製品を置いた状態で、 スマートフォン （4G/Wi-Fi いずれでも可） で映
像を見ることができますか？

検知範囲 （検知範囲の変更）
デバイス情報…デバイス名やバージョン情報を表示
時刻設定…時刻の調整を行います。
パスワード変更…本製品のパスワードを変更
動体検知…動体検知の設定を変更
反転表示…映像反転表示します。

左と右で左右のセンサーのオン / オフ
を切り替えます。
感度で感度を変更します。
低いで範囲が狭く、 高いで広くなります。

できない場合…本製品が無線ルーターの近くにあれば映像が映り、 設置場所にあると映像が
映らない （あるいは映像が途切れたり静止画のように止まった状態であるなど） 場合、 その設
置場所は Wi-Fi の電波が届かない場所であると思われます。 設置場所をできるだけ無線ルー
ターの近くに変更するか、 Wi-Fi の中継器を使用して Wi-Fi の範囲を広げるなどの対策を行っ
てください。

設定後は 「保存」 をタップして保存します。

音声と LED…音量､ステータス LED の設定を変更
設定初期化…設定を初期化
※初期化すると Wi-Fi 接続が無効になります。

すでに使用している本製品を別のスマートフォンでも使用する
すでに映像を見ることができる本製品を別のスマートフォンで使用する際の設定手順です。
例えば、 ご自身のスマートフォンで設定を行った後、 ご家族の方のスマートフォンでも見れるように
する場合などはこの手順で進めます。※先に WeHome をインストールしてください。
(1) WeHome を起動し、 + をタップします。

(4) 本製品底部の QR コードを読み取ります。

□録画した映像を見ることができますか？

※通り沿いなどで検知件数が多くなってしまう
場合には検知範囲や感度を低くするなどして
調整してください。
※壁はもちろん､ガラスなども検知の障害と
なります。 検知範囲に障害物がないように
設置してください。 （ガラス越しには検知でき
ません。）

できない場合…microSD カードが正常に認識されていない可能性があります。 microSD カード
情報を確認し、 容量が表示されるかをご確認ください。 また、 microSD カードは、 SANDISK
製クラス 10 以上 （または UHS-I 以上） を推奨しています。 スペックに満たない microSD カー
ドでは正常に動作しない場合がありますので、 推奨のものをご利用ください。

いずれかをタップ

マグネットステーのつかいかた
1. 壁に取付用ねじをドライバー等で取り付け、 マグネットステーを引っ掛けます。

■デバイス情報
デバイス名…デバイス名を変更できます。
バージョン…バージョンの表示です。
モデル番号…変更できません。

(2) “A6 内蔵バッテリー” をタップします。
■反転表示
左右…左右を反転します。
上下…上下を反転します。

タップ

■時刻設定
タイムゾーン
…日本国内で使用する場合 「GMT+09:00」
を選択します。
サマータイム
…日照時間に応じて赤外線暗視の時間を
±1 時間で設定します。
変更したら 「保存」 をタップします。
■パスワード変更
旧パスワード…現在のパスワードを入力します。
新パスワード…新しいパスワードを入力します。
パスワード確認…パスワードをもう一度入力
変更したら 「保存」 をタップします。

この穴にねじを引っ掛けます。 ねじ頭が 5mm 程度露出
した状態にして､ステーを
引っ掛けます。
■音声と LED
スピーカー音量
…デバイスから出る音量を調整します。
マイク音量
…スマートフォンから出る音量を調整します。
LED 表示
…無効 （グレー） にすると本製品のステー
タス LED が消灯し､検知やプレビュー時に
ステータス LED が光らなくなります。
※赤外線 LED は光ります。

ステーを下にずらして､ねじ
頭が穴にしっかりと引っ掛
かっていることを確認します。

使用上のご注意

ねじ式ステーのつかいかた

安全にお使いいただくために必ずお読みください。
電源
●AC アダプタは必ず本製品に添付のものをお使いください。 また､本製品に添付の AC アダプ
タは他の製品に使用しないでください。
●本製品に添付の AC アダプタは日本国内 AC100V （50/60Hz） の電源専用です。 他の
電源では使用しないでください。
●以下の場合は直ちに AC アダプタをコンセントから抜いてください。
a. 煙が出ている､変なにおいがするなど異常状態のとき
b. 電源コードが痛んだ状態 （芯線の露出､断線など） のとき
c. ケーブルや AC アダプタを水につけたり､ぬらしたとき

カメラを目立たせずに録画を行いたい場合は LED 表示を無効にしてご利用ください。

■設定初期化
初期化を行うと本製品のすべての設定が初期
化されます。 再度アプリに登録する場合は､
一度アプリからデバイス情報の登録を削除し､
最初から設定を行ってください。

禁止
●本製品を分解 ・ 改造しないでください。
●濡れた手で本製品のコネクタ部分に触れないでください。
●本製品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど､可燃性ガスを使用したスプレーを
使用しないでください。

2. 本製品をステーのねじ部分に回し付けます。
強くねじ込むと本体側のねじ穴を破損する恐れがあります。
ご注意ください。

■デバイス共有

QR コードをアルバムに保存
…アルバム内に QR コード画像を保存します。
QR コード共有
…メール等で QR コードを送信します。

XXXXXX

ねじ部分の返しをしっかり締
めて更に固定します。

XXXXXX

3. 固定リングを緩め角度を調整し、 リングを締めて固定します。

※本製品は、 WeHome とデバイス ID とそのパスワードがそろえば、 映像を見ることができま
す。 デバイス ID とパスワードの管理はお客様の自己責任の上でご利用ください。

設定を他の曜日にも反映する場合は、
「コピー先」 をタップして曜日を選択します。

Android の場合は設定を終える時は､「保存」
をタップします。

タップ
以上で登録完了です。

検知スケジュール （スケジュール変更）
1. 曜日をタップします

2. 緑色のマスをタップしてグレーにすると、
その時間の検知を解除します。
右図では､日曜日の 0:00 ～ 6:59､
21:00 ～ 23:59 の録画を解除しています。

(3) “オンラインデバイス追加” をタップ

※強風による落下などにご注意ください。
※台風などの荒天時には、 本製品を設
置場所から取り外して下さい。

1. 壁や天井に付属のねじで固定します。

デバイス ID の QR コードが表示されます。
WeHpme をインストールしたスマートフォンで
この QR コードを読み込むと､デバイスを共有
することができます。

(6) 好きな名前を入力し保存をタップします。

2. マグネットステーに本製品を装着し､
角度を調整します。

設定後は 「保存」 をタップして保存します。

■動体検知
有効…オン （緑色） にします。
検知スケジュール
…動体検知のスケジュールを変更できます。
検知範囲
…検知範囲を変更します。

(5) 本製品に設定したパスワードを入力します。

本製品の取り付け方
※本製品を設置する前に確認してください。
□スマートフォン （4G 回線） で映像を見ることができますか？
できない場合…カメラの Wi-Fi 設定が正しく完了していないか、 ご利用の無線ルーターが正し
くインターネットに接続できていません。 一度本製品を初期化 （リセット） して Wi-Fi 設定を再
度行ってください。

※レンズの向きが壁や天井に近すぎる場合や、 近い位置に柱などの障害物があ
る場合、 夜間の映像では赤外線が近くの障害物に強く反射して、 それ以外の部
分が暗くなってしまうことがあります。 その場合は障害物を避けるようにカメラの向
きを調整してください。

注意
●航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では､本製品の電源を切ってく
ださい。
●本製品は､高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカなどの近くに
設置したり､近くで使用しないでください。
●本製品は､犯罪の被害を未然に防ぐことを保証するものではございません。 本製品のご使用
により 1 次的､2 次的に発生したいかなる損害に対しても、 当社では責任を負いかねます。 あ
らかじめご了承ください。
●台風などの荒天時には､暴風により本製品が飛ばされないようご注意ください。 特にマグネッ
トステーをご利用の場合は荒天時にはカメラを取り外して下さい。
●本製品の盗難を防ぐため､手の届かない場所に設置してください。
●製品に強い衝撃や無理な力を与えないでください。
●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。
●本製品を設置する前に､必ず動作確認を行ってください。
●ケーブル接続部などのコネクタ部分は水に濡れないようにテープを巻くなどの防水処理を
行ってください。
電波に関する注意事項
●本製品は技術適合証明を受けています。 （番号 ： R 210-134276）
●本製品は 2.4GHz 帯域の電波に対応しています。 5GHz 帯域の電波には対応していません。
●2.4GHz 帯域の周波数帯では、 電子レンジなどの産業 ・ 科学 ・ 医療機器のほか、 他の同
種無線局、 アマチュア無線局などが運用されています。 これらの他の無線局が本製品の近く
にある場合、 電波干渉により正常に通信できない場合があります。
●壁や車両など物理的な障害物によっても電波通信が妨げられます。 無線親機からできるだ
け見通しの良い場所でご利用ください。

