
この度は ACE-SRI50-5G をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上で、正しく安全にご使用ください。

●本製品は無線 LAN（Wi-Fi）接続でご利用いただけますが、ご利用のネットワー
ク環境によっては正常に機能しない場合があります。
●本製品は盗難やいたずらなどの犯罪や事故を未然に防ぐことを目的とした製品で
はありません。
●本マニュアルに記載のない使用方法や機能についてはサポートの対象外となりま
す。
●お客様による修理や分解は行わないでください。万一行った場合はサポート及び
保証の対象外となります。
●本製品や付属品は防水ではありません。水に濡らさないでください。
●万一のトラブル時にすぐに電源を切れるよう、AC アダプターはいつでもコンセン
トから抜ける状態にしてご利用ください。
●付属の AC アダプター以外の電源を使用しないでください。
●高温多湿となる場所や埃の多い場所で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。
●電源を入れた状態で布等をかぶせないでください。
●お取り付けの前に必ず動作確認を行ってください。
●本製品を使用して発生したいかなる損害に対しても当社は一切の責を負いません。
●保証期間は購入から 1 年間です。保証内容については別紙保証書をご覧下さい。

予めご了承の上、ご利用ください。

ACE-SRI50-5G
ユーザーマニュアル

V.22.04.22
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◆ 内容確認

カメラ本体

5V2A
AC アダプター

(USB)

USB
電源ケーブル

ブラケット

◆ 各部名称

【お客様でご用意いただくもの】
●インターネットに繋がった WiFi 対応ブロードバンドルーター　※ IPv4 対応のもの（IPv6 非対応）
● iOS または Android スマートフォン / タブレット

AC アダプター
USB

電源ケーブル

ねじ・リセットピン

① ②

③
④

⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

⑩

①…レンズ
②…赤外線 LED
③…白色 LED
④…アンテナ
⑤…LAN ポート
⑥…microSD カードスロット
⑦…電源端子

⑧…マイク・スピーカー穴
⑨…スピーカー
⑩…リセットボタン

※録画を行う場合は、microSD カードスロットに
microSD カードを挿入してご利用ください。

（最大 128GB 対応）
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◆ アプリのインストールとアカウント登録

1. スマートフォンで QR コードを読み込んでアプリ「Srihome」をインストール
してください。

iOS Android

※ QR コードが読み取れない場合は、「Srihome」と検索してください。
※本マニュアルの操作手順は Android アプリの画面ですが iOS も操作は同じです。

2. アプリを起動します。

3.「アカウントを登録」タップします。
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4. 以下を入力します。
メールアドレス
パスワード
パスワード（確認）

入力したら「次へ」をタップします。

5. 登録したメールアドレスとパスワードを入力し
て「ログイン」をタップします。

アプリが起動します。
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◆ カメラをアプリに追加する

※この操作は、このカメラを管理する管理者のスマートフォンまたはタブレット
で行ってください。（管理者以外のスマートフォンでの追加操作は P.13 を参照）
※事前にスマートフォンを、カメラを接続する WiFi に接続しておきます。

1. コンセントに繋いでカメラの電源を入れます。（カメラが起動すると、設定が
完了するまで、「ピッ…ピッ…ピッ…」と音が鳴り続けます。）

2. アプリを起動しログインします。

3.+ をタップします。

4.QR コードマークをタップします。

5. カメラ底面のラベルの QR コードを読み取ります。

※うまく読み取れない場合は ID を手入力してください。
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6. デバイス ID が入力されている事を確認し、「次へ」
をタップします。

7. スマートフォンが繋がっている WiFi の SSID が
表示されていることを確認し、WiFi のパスワード

（暗号化キー）を入力します。（5GHz/2.4GHz の
SSID を使用できます。）

入力したら「次へ」をタップします。

8. スマートフォンの画面に表示された QR コードをカメラのレンズに向けます。
（10cm 程度離してください。）
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9. カメラがコードを読み取り「ピン !」と音が鳴っ
たら「次へ」をタップします。

※「ピン！」と鳴った後に短いメロディが流れたら、
WIFi 接続に成功しています。WiFi 接続に失敗する
と、再び「ピッ…ピッ…」と音が鳴り始めます。

10. デバイス名とパスワード（初期値は 888888）
を入力し「次へ」をタップします。

※デバイス名は好きな名前を入力して下さい。

11. 追加できました。

※「ピン !」と音が鳴って「次へ」を押しても次に進まない場合は、一度アプリを再起
動して、再度カメラの QR コードを読み込んでください。WiFi 設定は完了しているので、
そのまま次に進む事が出来ます。

☆上記の操作でうまく追加できない場合☆

方法その 1）LAN ケーブルでの有線 LAN 接続で設定する

1. カメラの電源を入れて LAN ケーブルをカメラに
繋ぎます。
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2.LAN ケーブルの反対側はルーターに繋ぎます。

3. アプリにログインして + をタップします。

4.QR コードのマークをタップして、カメラの QR コードを読み取ります。

5. デバイス名とパスワード（初期値は 888888）
を入力し「次へ」をタップします。

6. 追加完了です。続けて WiFi 設定を行うため、歯
車マークをタップします。

※有線接続のままで使用する場合はここまでで設定
終了です。
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7.「ネットワーク設定」をタップします。

8.WiFi リストの中から使用する SSID を選択しま
す。

9. パスワードを入力して OK をタップしたら、
LAN ケーブルを抜いた状態でアプリを再起動し、
映像が映れば完了です。

※映像が映らない場合はパスワード（暗号化キー）
が違う可能性があります。再度お試しください。

方法その 2）AP 接続で追加する

1. カメラの電源を入れて 1 分ほど待ちます。

2. スマートフォンの WiFi 設定画面を開き、カメラ
の AP（IPC_HXXXXXXX）と接続します。
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4. カメラ ID が入っているので、そのまま「次へ」
をタップします。

3. アプリにログインして + をタップします。

5. 画面の WiFi マークをタップしスマートフォンを
通常の WiFi に繋ぎます。

6.WiFi のパスワード（暗号化キー）を入力し「次へ」
をタップします。
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8. スマートフォンの画面に表示された QR コードをカメラのレンズに向けます。
（10cm 程度離してください。）

9. カメラがコードを読み取り「ピン！」と音が鳴っ
たら「次へ」をタップします。

※「ピン！」と鳴った後に短いメロディが流れたら、
WIFi 接続に成功しています。WiFi 接続に失敗する
と、再び「ピッ…ピッ…」と音が鳴り始めます。

10. デバイス名とパスワード（初期値は 888888）
を入力し「次へ」をタップすると、追加完了です。

※デバイス名は好きな名前を入力して下さい。

※「ピン！」と音が鳴って「次へ」を押しても次に進まない場合は、一度アプリを再起
動して、再度カメラの QR コードを読み込んでください。WiFi 設定は完了しているので、
そのまま次に進む事が出来ます。



13

◆ 管理者以外のスマートフォンにカメラを共有する

この製品は、第三者によるカメラの乗っ取りや不正アクセスを防ぐため、管理者と、
管理者が許可したアカウントでのみカメラを使用する事が出来ます。（許可されて
いないアカウントでカメラを追加しても、映像を見ることやその他の一切の操作
はできません。）
※まず最初に管理者による追加の操作（P.6）が必要です。

1. カメラを共有したいスマートフォンにアプリをインストールします。その後ア
カウントを登録（P.4 参照）し、+ ボタンからカメラの QR コードを読んで追加
します。※この時点では追加したカメラをプレビューすることはできません。

2.　　ボタンをタップしてアカウント情報画面を開
きます。

3.「私の QR コード」をタップし、QR コードを表
示します。

4.[ 以下は管理者のスマートフォンでの操作です ]
　管理者のスマートフォンでアプリにログインし、
設定ボタン（歯車マーク）をタップします。
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5.[ 管理者のスマートフォンでの操作 ]
　「共有管理」をタップします。

6.[ 管理者のスマートフォンでの操作 ]
　「追加」をタップします。

7.[ 管理者のスマートフォンでの操作 ]
　オペレーターまたはビジターのいずれかの権限を
選択します。

オペレーター：プレビューや録画再生の他、簡単な設定を変
更する事が出来る権限
ビジター：プレビューのみ可能な権限

8.[ 管理者のスマートフォンでの操作 ]
　QR コードマークをタップし、3 の「私の QR コー
ド」（カメラを追加するスマートフォンの画面）を
読み取ります。

9.[ 管理者のスマートフォンでの操作 ]
　「ユーザーメモ」に分かりやすいメモを入力して、

「次へ」をタップします。



15

10. 共有が完了し、別のスマートフォンでも映像を見る事が出来るようになりま
す。

◆ 各種操作

■ 時刻を合わせる

設定ボタン　　をタップし、「時刻設定」をタップ
します。

「タイムゾーン」をタップします。

「GMT+09:00」を選択し、「OK」をタップします。
以降はネットから自動で時刻を修正します。
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■ プレビュー

追加したカメラの画面をタップすると、映像を表示します。

1. 戻るボタン
　前の画面に戻ります。
2. 設定ボタン
　各種設定画面を開きます。
3. アクセス数
　現在カメラにアクセスしている人数が表
示されます。
4. ライトモード
　カメラのライトモードを変更します。

（P.21 参照）
5. ライト調整ボタン
　ライトの明るさを変更します。
6. 全画面ボタン
　映像を全画面表示します。
7. 反転ボタン
　映像を反転表示します。
8. 画質切替ボタン
　プレビュー映像の解像度を変更します。

（録画映像の解像度は変わりません。）

9. 動画保存ボタン
　映像をキャプチャー（保存）します。
10. 静止画保存ボタン
　静止画を保存（スクリーンショット）します。
11. スピーカーボタン
　スピーカーをオン / オフします。
12.PTZ ボタン
　カメラのパン・チルトを操作します。
13. マイクボタン
　押している間スマートフォンからの音声がカメラのスピーカーから流れます。

■ パン・チルト
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　画面上でタップした指をフリックする事でも操作が可能です。
　また、2 本の指でピンチアウト（広げる操作）をすると、画面をデジタルズーム（拡
大表示）できます。

■ アラート設定

設定ボタン　　をタップして「アラート設定」をタッ
プします。

動体を検知して追跡や通知を行います。

アラート通知設定
　有効にすると、動体検知時にアプリが通知します。
通知の表示名
　通知の際に表示される名称を設定できます。
動体追跡
　有効にするとカメラが動体を自動追跡します。
※明るさの変化や画面上のちらつき、ノイズ等も動
体として認識されるため、実際には誰もいなくても
カメラが動く場合があります。
動体検知
　有効にすると動体を検知して通知や録画を行いま
す。
人体検知
　有効にすると、動体検知の人体に対する検知精度が上がります。
※人体のみを検知できるようになるわけではありません。
感度
　検知感度です。低（0-100）高
検知エリア
　タップして検知エリアを設定します。

　PTZ ボタンの上下左右をタップする事で、パン・チルトの操作が出来ます。
※光学ズーム機能はありません。



18

　格子状に覆われた部分が検知有効エリアです。
すべてクリア
　全画面を検知無効にします。
すべてのエリア
　全画面を検知有効にします。
※部分的にエリアを設定する場合は、「すべてクリ
ア」でエリアを削除した後、画面を指でなぞってエ
リアを指定できます。

※右図では画面の右半分を有効に設定しています。

設定したら「保存」をタップします。

■ 録画設定を変更する

設定ボタン　　をタップし、「録画設定」をタップ
します。

「常時録画」をオフにして
「アラート録画」をオンにします。

初期値では常時録画を行う設定になっています。
アラート録画（動くものを検知して録画する）設定を行う場合は

■ SD カードのフォーマット

録画データをすべて削除し、SD カードを空にします。

設定ボタン　　をタップし、「録画設定」をタップ
します。

「microSD カードフォーマット」をタップし、
「OK」をタップします。
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■ 録画画質の変更

録画する映像の画質を「ＳＤ（標準画質）」「HD（高画質）」のいずれかに設定します。
※初期値では「SD」に設定されています。
※高画質にするとデータサイズが大きくなる為、保存できる時間が短くなります。

設定ボタン　　をタップし、「録画設定」をタップ
します。

「録画画質」をタップして、
「HD」または「SD」を選択して「OK」をタップ
します。

SD … 10 分間で約 40MB 128GB で約 22 日分を保存可能
HD … 10 分間で約 80MB 128GB で約 10 日分を保存可能
※数値は理論値です。データサイズは映像の内容によって増減します。

■ 録画再生

録画データが、新しいものから降順で表示されます。
再生したい時間をタップすると、録画映像が再生さ
れます。

microSD カードに保存した録画映像を再生します。

再生ボタン　　をタップします。

「SD カード」をタップします。
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　虫眼鏡マーク　　をタップすると、日時を指定して表示する事が出来ます。

　再生中、★マークをタップしてブックマークできます。ブックマークしたデー
タは☆が青色になり、後から見つけやすくなります。

　再生中、静止画保存マークをタップすると、その画面の静止画を保存できます。
保存した静止画は、「スクリーンショット」タブをタップして確認できます。

　ダウンロードボタンをタップして、SD カードの録画データをスマートフォン
にダウンロードする事が出来ます。ダウンロードしたデータは「ローカル」のタ
ブから確認する事が出来ます。
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■ 赤外線モードの変更

初期値では夜間や暗所では赤外線を照射し、白黒の暗視映像を映す赤外線モード
になっています。

設定ボタン　　をタップし、「ライト設定」をタッ
プします。

モードを選択して「OK」をタップします。

ライトモード … 常時ライトを点灯し、夜間もカラーで映します。
赤外線モード … 夜間や暗所では赤外線を照射して明るく映します。（画面は白黒
になります。）
センサーライトモード … 平常時は赤外線モードで機能し、夜間のアラート時に
はライトモードになります。
※「ライトの明るさ」は、ライトモードやセンサーライトモードでのライトの強
さを調整できます。赤外線の強さは変更できません。

※ライトモードはプレビュー画面からも変更できま
す。
①ライトモード
②赤外線モード
③センサーライトモード
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■ パスワードを変更する

カメラのパスワード（初期値は 888888）を変更します。

設定ボタン　　をタップし、「パスワード変更」を
タップします。

　現在のパスワード
　新しいパスワード
　新しいパスワードの確認

それぞれ入力して「次へ」をタップすると
パスワードが変更されます。

■ 再起動

カメラの調子が悪いと感じたら、再起動をお試しください。

設定ボタン　　をタップし、「デバイスの再起動」
をタップします。

「OK」をタップすると約 60 秒後に再起動が完了し
ます。
※アプリでの操作が難しい場合は、カメラ本体の電
源を抜き差しして再起動する事も出来ます

■ プレビュー中の映像をスマホに保存する

プレビュー中、映っている映像をボタン操作でスマホに保存する事が出来ます。

プレビュー画面で動画保存ボタンをタップします。
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Recマークが表示され、映像の保存が開始されます。
再度ボタンをタップすると停止します。

保存した映像を見る場合はプレビューを停止し、「再
生」ボタンをタップします。

「ローカル」をタップします。

表示されたファイルをタップして再生します。

※ファイル右のゴミ箱をタップすると、ファイルを削除できます。
※このファイルは、SD カードからダウンロードした録画データと同様、スマー
トフォン内に保存されています。データ量が多くなると、スマートフォンのスト
レージを圧迫しますので、ご注意ください。
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■ プレビュー中の映像を静止画としてスマホに保存する

プレビュー中、映っている画面をスマホに静止画として保存する事が出来ます。

プレビュー画面で静止画保存ボタンをタップすると
静止画が保存されます。

保存した静止画を見る場合は、プレビューを停止し、
「再生」ボタンをタップします。

「スクリーンショット」をタップします。

表示されたサムネイルをタップし、表示します。

※右上の「編集」をタップすると静止画ファイルを
選択できるようになり、選択したものを横のゴミ箱
ボタンで削除できます。
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■ 追加したカメラの削除

アプリに追加したカメラを削除します。

編集ボタンをタップします。

「デバイス削除」をタップします。

「OK」をタップします。

同じカメラを改めて追加する場合は、再度カメラの QR コードを読み込んでくだ
さい。そのままオンラインになり、引き続き使用できます。
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■ ユーザーの削除

カメラを共有していたスタッフが辞める等した場合に、そのユーザーを削除しま
す。

設定ボタン　　をタップし、「共有管理」をタップ
します。

削除したいユーザーのゴミ箱ボタンをタップして
「OK」をタップします。

■ アプリのアカウントを削除する

本アプリを使用しなくなった場合等に、登録したアカウント情報を削除する事が
出来ます。

アカウント情報ボタン　　をタップします。

「アカウント管理」をタップします。
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「アカウントを削除する」をタップします。

表示されたコードを入力して、「OK」をタップしま
す。

アカウントが削除され、アプリのログイン画面に戻
ります。

■ カメラをリセットする

カメラの設定を初期化します。

付属品のリセットピンを使用して、カメラ底部にあ
る「Reset」ボタンを 5 秒間長押しします。

「ピーン」と音が鳴りライトが点灯したらリセット
完了です。

※リセット後、WiFi の再設定の為に待機音が鳴り
続けます。すぐに使用しない場合は電源を抜いてお
いてください。
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◆ ヘルプ

■ 管理者を変更したい

　リセットボタンでカメラの設定をリセットしてください。管理者アカウントの
バインドが解除され、その後新たにカメラを追加登録したアカウントが管理者に
なります。
1. リセットボタンを 10 秒長押し（P.27 参照）
2. 新しい管理者のスマートフォンで改めてカメラの追加（P.6）を行います。

■ 誤ってカメラを削除してしまった

　アプリからカメラを削除してしまった場合、再度追加することですぐに復旧す
る事が出来ます。
1.+ ボタンをタップ
2.QR コードマークをタップしてカメラの QR コードを読み取るかするか、ID を
入力して「次へ」
3. カメラ名とカメラのパスワードを入力して「次へ」
カメラが再追加され、そのまま使用する事が出来ます。

■ カメラのパスワードを忘れた

　カメラのリセットを行ってください。(P.27)
　リセット後、改めてカメラの追加（P.6）を行います。
　リセットを行うと管理者権限もリセットされるので、管理者が別にいる場合は
管理者に確認の上行ってください。

■ ユーザーをリセットしたい

　共有ユーザーの情報のみをリセットすることはできません。設定画面から個別
に削除（P.26 参照）するか、カメラのリセットを行ってください。
※カメラのリセットを行うと、録画映像以外のすべての設定データは初期化され
ます。

■ 録画ファイルを削除したい

　microSD カードに保存された録画映像をアプリ上で個別に削除することはで
きません。必要なデータをダウンロードしてバックアップした上で、SD カード
をフォーマットして全部削除してください。
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■ カメラの IP アドレスを確認したい

　設定ボタン（歯車マーク）をタップ ＞「ネットワーク設定」から、カメラの IP
アドレスを確認できます。

■ カメラの MAC アドレスを確認したい

　アプリ上では MAC アドレスを確認する事は出来ないため、どうしても確認す
る必要がある場合は、同一ネットワークのパソコンからカメラの IP アドレスにア
クセスして、「Configration」>「Network」の画面で確認する事が可能です。
　ただし、パソコンからのアクセスについての技術的なサポートは行っておりま
せん。予めご了承ください。

■ カメラの登録名を変更したい

　編集ボタン ＞「デバイス名称」で名前を変更し、「保存する」をタップします。

■ 接続する WiFi を変更したい

　設定ボタン（歯車マーク）＞「ネットワーク設定」の WiFi リストから接続し
たい WiFi の SSID をタップして、パスワード（暗号化キー）を入力して再設定
が可能です。

■ 他のスマートフォンでも映像を見れるようにしたい

　共有管理設定を行ってください。（P.13 参照）

■ アプリアカウントのパスワードを忘れた

　パスワードの再設定が可能です。
1.「パスワードを忘れた」をタップ
2. アカウントのメールアドレスを入力し「取得」をタップします。
3. メールアドレスに届いたパスコードを入力します。
4. 新しいパスワードを入力し、「次へ」をタップ
新しいパスワードを入力してログインします。
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■ アカウント ID を忘れた

　ID の代わりにアカウントに登録したメールアドレスでもログインできます。
メールアドレスでログイン出来たら、アカウント管理画面から ID を確認してくだ
さい。

■ アカウント ID もメールアドレスもわからなくなった

　アカウントを復旧することはできません。新たに別のメールアドレスを使用し、
アカウントを作成してご利用ください。

■ プレビュー画面に切り替わるが映像が表示されない

　2-3 分待っても映像が表示されない場合は。アプリ上で一時的な通信エラーが
発生している状態です。
・「デバイス」画面に戻り、画面の上から下へ指でフリックすることで接続状態を
リフレッシュし、その後プレビューしてください。
・アプリを再起動して再接続する
・カメラの電源を抜き差ししてカメラを再起動する
これらをお試しの上、再度アクセスしてください。

■ 録画データをパソコンで再生したい

　録画データのダウンロード（P.20）を行うと、スマートフォンのストレージ上
にデータが保存され、そのディレクトリが画面に表示されます。※機種によって
ディレクトリが異なります。
　スマートフォンとパソコンを繋ぎ、そのディレクトリにアクセスしてデータを
パソコンにコピーして再生します。
　再生アプリは「VLC Player」をご利用ください。※ネット検索で「VLC 
Player」と検索してダウンロードしてください。（無料）

※ SD カードをパソコンに直接接続してバックアップを行うことはできません。
（パソコンにコピーすることはできますが、再生できません。）
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■ パソコンで映像をプレビューすることはできますか？

　パソコンで映像を見ることはできません。本製品はスマートフォンのアプリ専
用です。

■ 録画データが 10 分ごとに区切れている。もっと長い時間で区切れないか？

　最長で 10 分毎に区切れて保存される仕様となっています。10 分以上の長い
時間で区切ることはできません。

■ カメラに QR コードをかざして「ピーン !」と音が鳴るが、しばらくすると再
び「ピッ…ピッ…」と音が鳴りだす。

　WiFi のパスワードが間違っています。正しいパスワードを確認して再度お試し
ください。

■ カメラに QR コードを読み込ませてメロディも流れたが、スマホの画面では
「QR コードの設定に失敗しました」と表示された

　QR コードをカメラに読み取らせた後、「ピーン！」という音の後に短いメロディ
が流れたら、WiFi の設定は成功しています。戻るボタンで一度前の画面に戻り、
再度カメラの QR コードを読み取ってください。そのままカメラが追加され、映
像が見れるようになります。



10 時～ 18 時（土日祝　休）

製品の情報は下記サポートページでもご確認いただけます。

ACE セキュリティシステムサポートページ

http://www.acesecurity.jp/


