こちらを最初にお読みください

ACE SECURITY SYSTEM

ワイヤレスネットワークカメラ
WIP-NB20A（バレット型）
WIP-ND20M（ドーム型）

セットアップガイド
V.19.7.31

ご利用の前に必ずお読みください
ご利用の前に必ず本セットアップガイドをお読みのうえ正しくお使いください。また本セットアップガイドおよ
び別紙操作ガイド（以下「取扱説明書」と表記）は大切に保管してください。

【重要】
製品お取り付けの前に、必ずご購入者様自身にて製品の動作確認を行ってください。
万一製品に異常がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
●取扱説明書に記載のない操作、使用方法に関するサポートは行っておりません。
●本製品は無線通信に対応しておりますが、電波による無線通信は「距離」「障害物」「周辺の無線機器及び家電
製品の電波干渉」「天候」等、様々な環境・要因により意図通りに動作しない場合があります。無線接続でのご
利用が難しい場合は、有線 LAN 接続でのご利用を推奨いたします。
●本製品は、強盗・盗難・空き巣・いたずらなどの被害を未然に防ぐことを保証するものではありません。万一
それらの被害等が発生致しましても当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
●製品の仕様や外観は予告なく変更される場合があります。
●取扱説明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。
●取扱説明書では、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。
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本取扱説明書（セットアップガイド）は、製品の内容及び動作確認、ご利用開始までをご案内する内容となっ
ています。製品の使用を開始する前に、本書内の一連の操作を行い、動作の確認を行ってください。

より詳細な設定や使用方法については、別紙「操作ガイド」をご確認ください。
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はじめに

安全上のご注意

警告

必ずお守りください

火災・感電・事故などを防ぐために

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。

●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。

■誤った使い方をした場合に生じる危険や損害の程度
禁止

を区分けして記載しています。

危険
警告
注意

●濡れた手で AC アダプターの抜き差しを
しないでください。

「死亡や重傷を負うおそれが
大きい内容」の説明です。

●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。

「死亡や重傷を負うおそれが
ある内容」の説明です。

●機器内部（カメラ本体、電源ケーブル、

「軽傷を負う事や、財産の損

延長ケーブル、AC アダプター等）に金属物

害が発生するおそれがある内

を入れないでください。

容」の説明です。

●ケーブルや AC アダプターを傷つけない

■お守りいただく内容を次の記号で説明しています。

でください。

してはならない内容の説明です。

●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

実行しなければならない内容の説

ください。

明です。

●付属の AC アダプター以外使用しないで
ください。

危険

● 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

火災・感電・事故などを防ぐために

ださい。

●屋外で使用しないでください。

●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

禁止
実行

●製品の接続端子は絶縁テープでしっかり

い。
●コンセントから AC アダプターを外す時

と巻いて防水・絶縁処理を行って下さい。

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。

実行

コードを引っ張って抜かないでください。
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はじめに

使用上のお願い

注意

製品お取り付けの前に…
●製品を取り付ける前に、本セットアップガイドを基

事故やけがなどを防ぐために

に、
必ずご購入者様ご自身により「製品内容の確認」
「動

●湿気や湯気、油煙、ほこりの多い場所で

作確認」を行って下さい。万一お取り付け後に製品の

は使用しないでください。
禁止

不備、不具合や破損が確認され場合でも、保証の対象
は製品及び付属品のみとなります。お取り付けにかかっ

●強い衝撃や無理な力を与えないでくださ

た工賃やその他の損失など、製品以外の保証は一切致

い。

しかねます。あらかじめご了承の上ご利用ください。
●無線接続にてご利用いただく場合、お取り付けを行

●周囲に放熱を妨げるもの、加熱するもの

う前に、実際の設置場所にてカメラの電源を入れて、

を置かないでください。

映像が正しく表示されるかをご確認いただいたのち、
ご利用ください。

●セキュリティの強化のために、パスワー
ドを変更してご利用下さい。
実行

設置場所について
●小さなお子様の手の届かない場所に設置・

●テレビ、ラジオ、パソコン等の OA 機器、エアコン、

保管して下さい。

給湯器リモコン、電子レンジ、またその他のホームセ
キュリティ関連機器の近くに設置しないでください。

●ねじを取り付ける際は無理な力を加えな

ノイズや電波干渉の原因となります。

いでください。ねじの破損により落下や破

●無線接続にて使用する場合は、無線ルーターの電波

損の原因となります。

が十分に届く位置に設置して下さい。
●一部の蛍光灯や照明の元で使用すると、画面上の照

●お取付の前に、必ず動作確認を行って下

明が点滅して映る「フリッカー」が発生する場合があ

さい。

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。
● 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、製品の落下や転倒
に十分ご注意の上、作業を行って下さい。
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はじめに
プライバシー・肖像権について

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

●カメラの設置や利用については、ご利用になるお客

切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

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。

●データの書き込み・書き出し中に microSD カード

（「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないと

を抜かないでください。

いう法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報

● microSD カードの装着・取り外しの際は、AC アダ

をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに

プターをコンセントから外して行って下さい。

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。
）

●電磁波、静電気、また本機や microSD カードの故
障などによりデータが壊れたり消失する場合がありま

お手入れについて

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。

●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。

その他

●筐体の汚れがひどい時は、柔らかい布に水を含ませ、 ●本製品は通信にデジタル信号を利用した傍受されに
固く絞って拭いて下さい。

くい商品ですが、より高いセキュリティのためにも、
IP カメラモード使用時にはパスワードを変更してご利

●レンズのガラス部分に埃が付着する場合があります。 用下さい。
柔らかい布で軽くふき取ってください。
●製品の落下の恐れがある場合は、落下防止ワイヤー
●お手入れ時にはアルコール類、みがき粉、粉せっけん、 （セーフティコード）を取り付けるなど、落下防止の処
ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯等は使用

置を行ってください。

しないでください。
●他社製品との互換性についてはサポートしておりま
せん。
● microSD カードをご用意いただく場合、Sandisk

画質について

製 Class10 以上、書き込み速度 45MB/s 以上の製

本製品の画質については、以下のような場合がありま

品のご利用を推奨しています。メーカー名の記載があっ

すが、異常ではありません。

ても、正規品ではない格安品なども出回っております。
そういったコピー品は正常に動作しないばかりか、カ

●色合いが肉眼の実際の色とは異なる。

メラの故障を招く恐れもあるため、使用しないでくだ
さい。

●逆光の際に、人の顔が暗くなる。

●設定ガイドに従わず、正しく設置・ご利用いただか

●夜間など光源が乏しい場合に、画質が低下する。

なかった場合などの故障及び事故については責任を負
いかねますので、あらかじめご了承ください。

●外灯を映すと、周りがかすんだように見える。

●製品のデザインや仕様は予告無く変更される場合が

●夕暮れ時や夜明け時の赤外線暗視モードとカラー

あります。

モードの切り替わりに個体差がある。
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製品について

付属品の確認
付属品の内容をご確認ください。

①

① カメラ本体
トプラグ× 3

② 電源アダプター
木ねじ× 3

②

③

④

⑥

⑦

⑧

③ ソフトウェア CD-R

④ ID カード

⑤ 取扱説明書

六角レンチ※バレットカメラ用× 1） ⑦ LAN ケーブル 1m

⑤

⑥ 取付ねじ類（コンクリー
⑧ テープ

■製品保証について
●製品保証の対象は上記に記載された「製品本体およびその付属品のみ」です。同時購入のオプション品
は保証の対象に含まれません。
●本製品を本来の防犯監視以外の用途、目的でご利用いただいた場合、また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。
●本製品を購入、使用した事により直接的または間接的に生じた、お買い上げ製品以外の損害（取付工賃
やデータ抹消等含む）については、弊社では一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
●保証に関する詳細は、本紙 P.20 をご確認ください。
●故障の原因となるため、付属の電源アダプター以外の電源を使用しないでください。またそれが原因に
よる故障は保証の対象外となります。

各部名称・機能
【正面】

④
①

【側面】

②

【ステー背面】

【底部】

⑦
⑤

⑥

③

⑥

⑧

① レンズ…映像を映します。もので遮らないでください。
② 赤外線 LED 照射口…暗所での赤外線暗視モード時に赤く光ります。
③ 明るさセンサー…周囲の明るさを感知し、カラーモード / 暗視モードを自動で切り替えます。
④ マイク穴…音声を集音します。
⑤ ステー調整ねじ…六角レンチで緩め、ステーの角度を調整します。
⑥ ステー補助調整ねじ…ステーの角度調整が硬い場合に緩めます。
（調整後しっかりと絞めます）
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製品について
【正面】

【ドーム内部】

④

【底面】

⑨ ⑩

③

②

【取り付けトレイ】

⑪

⑨

①
⑦

⑪

⑨

⑩
⑪

⑩

【コネクタ】

⑦ microSD カードスロット…microSD カードを挿入します。
⑧ スピーカー…アプリから話しかけた音声を出力します。
⑨ ストッパー（メス）…取り付け時にトレイのストッパー（オス）に装着します。
⑩ ストッパー（オス）…取り付け時にカメラのストッパー（メス）に装着します。
⑪ 取付ねじ穴…トレイを設置場所に装着する際に使用します。
⑫ LAN ポート…LAN ケーブルを接続します。
⑬ リセットボタン…カメラの設定をリセットします。

⑫

⑬
⑭

※リセットを行うと、WiFi 接続設定も削除されます。

⑭ 電源ジャック…電源アダプターの電源プラグを差し込みます。

microSD カードの録画日数の目安

画質初期値（解像度 1080P / ビットレート 1024 / 15FPS）で録画した場合の microSD カードへ
の録画時間の目安は以下のとおりです。
32GB

64GB

128GB

約 50 時間

約 96 時間

約 180 時間

※録画日数は目安です。映している場所や物により変わります。
◆以下の場合は録画時間が短くなります。（録画データ容量が大きい）
動くものが多い、細かいもの（木の葉っぱなど）がたくさん映っている、常に薄暗く、カラーと白黒が頻繁に切り替わる
ような映像、街灯などにより一定の明るさがあり、夜間でもカラーで映っている映像など
◆以下の場合は録画時間が長くなります。（録画データ容量が比較的小さい）
動くものが少ない、部屋の中の映像、暗い場所であるため常に白黒で映っている映像など

■音声機能について
本製品の音声機能は、副次的な機能となります。音声による人物や事象、発言内容などの特定を保証す
るものではございません。予めご了承くださいませ。
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ご利用の前に

準備・動作確認
本製品をご利用いただく前の準備です。カメラ設置の前に必ずご確認ください。製品一式と microSD
カードをご用意ください。（録画を行わない場合、microSD カードは不要です。
）

カメラ本体

電源アダプター

ID カード

microSD カード

プラスドライバー

microSD カードを挿入し、電源を入れる

1. バレット型：本体底面のカバーをプラ
スドライバーで開け、microSD カードを
挿入し、カバーを閉じます。

ドーム型：プラスドライバーで 3 点のね
じを外し、カバーを外してカードを挿入
します。その後カバーを閉じます。

3. カメラにアンテナを取り付けます。取
り付けの際は回しすぎに注意してくださ
い。破損の原因になります。

4. 付属の電源アダプターの電源プラグを
カメラの電源ジャックに、LAN ケーブル
をカメラの LAN 端子に接続します。

5.LAN ケーブルの反対側を、ルーターの
LAN 端子に接続します。

6. 電源アダプターをコンセントに接続し
ます。

電源が入ると、カメラが起動し、LAN 端子のアクセスランプ LED が点灯します。
※ここでは、LAN ケーブルを使用した有線接続でのセットアップをご案内しております。お使いのルーター
が無線専用であるなど、有線 LAN 接続が出来ない環境で設定を行う場合は、
「AP 機能」を使用することで、
有線 LAN 接続を行うこと無く、無線ルーターの WiFi にカメラを接続することが可能です。
設定方法は P.10「AP 機能の使い方」をご参照ください。
スマートフォンにアプリをインストールする
お使いのスマートフォンに専用アプリ「ACE TELECAM2」をインストールします。スマートフォンア
プリを使用しない場合（パソコンのみ使用する場合）はこの操作は不要ですので、P.19「Q&A」の「IP
カメラをパソコンで使用する方法は？」の手順に従って操作を行ってください。
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ご利用の前に
【iOS（iPhone/iPad）】

1. 上図の QR コードを読み取り、
「ACE
TELECAM2」をインストールします。

2. インストールが完了したら、アプリを
開きます。

※ QR コードを読み取れない場合は App
ス ト ア の ア プ リ 検 索 画 面 に て、「ACE
TELECAM2」と入力し、アプリを検索
してください。※「ACE」と「TELECAM2」
の間にはスペースを入れてください。

2. インストールが完了したら、アプリを
開きます。

※ QR コ ー ド を 読 み 取 れ な い 場 合 は、
Play ストアのアプリ検索画面にて、
「ACE
TELECAM2」と入力し、アプリを検索
してください。※「ACE」と「TELECAM2」
の間にはスペースを入れてください。

2.「QR コードをスキャン」をタップし
ます。

3.ID カードの QR コードを読み取ります。

【Android】

1. 上図の QR コードを読み取り、
「ACE
TELECAM2」をインストールします。

アプリにカメラを登録する
【iOS（iPhone/iPad）】

1. アプリ画面の「カメラ追加」をタップ
します。
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ご利用の前に

4. カメラ名、カメラ ID、ユーザー名が入 5. オンラインと表示されたカメラの名前
力されますので、パスワードに「admin」 をタップします。
と入力し、右上の「保存」ボタンをタッ
プします。

6. 映像が表示されます。
※「オンライン」表示の左横に表示され
る縮小画像（サムネイル）は、最初は表
示されません。カメラを使い始めてしば
らくすると表示されるようになります。

【Android】

1. アプリ画面の「タップしてカメラを追
加します」をタップします。

2.「QR コードをスキャン」をタップし
ます。

4. カメラ名、カメラ ID、ユーザー名が入 5. オンラインと表示されたカメラの名前
力されますので、パスワードに「admin」 をタップします。
と入力し、右上の「保存」ボタンをタッ
プします。

3.ID カードの QR コードを読み取ります。

6. 映像が表示されます。
※「オンライン」表示の左横に表示され
る縮小画像（サムネイル）は、最初は表
示されません。カメラを使い始めてしば
らくすると表示されるようになります。

【有線 LAN 接続できない場合はこちら】AP 機能の使い方

1. カメラに電源アダプターを繋ぎ、コン
セントに接続してカメラの電源を入れま
す。

2. スマートフォンの WiFi 設定画面を開 3.SSID（WiFi 電波の名前）のリストの中
き（アプリの設定画面ではありません。
） に、「IPCAM-AP-XXXXX」という SSID
そのまま 1.2 分ほど待ちます。
が表示されたら、タップして接続します。
※パスワードはありません。
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ご利用の前に

4. カメラの SSID に接続したら、アプリ
「ACE TELECAM2」を起動します。

5. 登録したカメラがオンラインと表示さ
れます。AP 機能での接続が完了です。

6. オンラインと表示されたカメラをタッ
プすると、カメラの映像が表示されます。

AP 機能での接続が完了したら、引き続き次の「WiFi 設定」の手順に従って操作を行います。
【AP 機能に関するご注意】
※ AP 機能は、カメラの電波の届く範囲でのみご利用いただけます。
（外出先等からの遠隔監視は出来ません。）
※ AP 機能は、LAN ケーブルを使用せずにルーターとカメラの WiFi 設定を行うためのサポート機能です。
AP 機能単独での日常的な使用は、一部の機能を正常に使用できないためお控えください。
※ AP 機能は、カメラがネットワークに接続される事で自動的に無効になります。WiFi 設定後に正しく WiFi
に接続された場合や、LAN ケーブルで有線接続した場合には、AP 機能は動作いたしません。つまり、WiFi
設定を行っても、「電波が届かない」「設定に誤りがある」などで正しく WiFi 接続が行われていない場合、AP
機能は有効となり、カメラの SSID が表示されたままになります。

WiFi 設定
カメラと無線ルーターを WiFi 接続します。
（有線 LAN 接続でご利用いただく場合はこの操作は不要で
す。）
【WiFi 設定に関するご注意】
※ WiFI 設定を行うことで無線接続での利用が可能ですが、
無線ルーターの電波が十分に届く範囲に限られます。
※電波が弱い（映像が止まる、カメラがオンラインにならない等）場合は、有線 LAN 接続でのご利用をお勧
めします。
※ WiFi の電波は時間帯や天候など、外的要因によって強度が変化します。一時的に正常に接続されていたと
しても、しばらくたってから接続が途切れるといった場合もございます。カメラの WiFi 接続が切断された場合、
すぐに電波が安定すれば再度オンラインになりますが、しばらくの間安定しない状況が続いた場合、接続先が
見つからないと判断し、自動的に AP 機能が動作する場合があります。その場合はカメラの電源の抜き差し等
で再起動を行うか、AP 機能での WiFi の再設定をお試しください。

【iOS（iPhone/iPad）】
1.「ACE TELECAM2」を起動し、カメラ名の右側の設定ボタン
マークをタップします。
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ご利用の前に
2.「WiFi 設定」をタップします

3. カメラ周辺の SSID が表示されます。使用する SSID をタップし
ます。
※右図に表示された「AirMac_2.4G_B」は例です。実際にはお客様
が使用する WiFi の SSID をタップしてください。

4.WiFi のパスワード（暗号化キー）を入力し、
画面右上の「保存」をタッ
プします。
※暗号化キーはルーター本体のラベルや取扱説明書に記載されていま
す。不明な場合はルーターのメーカーにお問い合わせください。

5. アプリの最初の画面に戻ります。この時カメラは自動再起動を行
いますので、一旦接続が切断し、「接続中」の表示になります。
カメラが再起動し、1.2 分後に再度カメラ名をタップすると「オン
ライン」となります。
その後カメラから LAN ケーブルを外します。
（※ AP 機能で無線の
まま設定を行った場合は、この時点で設定完了です。P.14「microSD
カードに録画を開始する」にお進みください。
）
7. LAN ケーブルを外すと、有線から無線接続に切り替わります。こ
の時ステータスが再び「接続中」または「切断しました」と表示され
ます。そのまま 2.3 分程待って、カメラ名をタップして「オンライン」
と表示されたら設定完了です。カメラ名をタップして映像を確認して
ください。

【Android】
1.「ACE TELECAM2」を起動し、オンラインと表示されたカメラ名
の右側の設定ボタン
マークをタップします。
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ご利用の前に
2.「WiFi 設定」をタップします

3.「WiFi 検索」をタップします。

4. 周辺の SSID が表示されます。使用する SSID をタップします。
※右図に表示された「AirMac_2.4G_B」は例です。実際にはお客様
が使用する WiFi の SSID をタップしてください。

5.WiFi のパスワード（暗号化キー）を入力し、
画面右上の「保存」をタッ
プします。
※暗号化キーはルーター本体のラベルや取扱説明書に記載されていま
す。不明な場合はルーターのメーカーにお問い合わせください。
※入力間違いのないように「パスワードを表示」のチェックを入れて
下さい。
5. アプリの最初の画面に戻ります。この時カメラは自動再起動を行
いますので、一旦接続が切断し、「接続中」の表示になります。2.3
分後に再度カメラ名をタップすると「オンライン」となります。
その後カメラから LAN ケーブルを外します。
（※ AP 機能で無線の
まま設定を行った場合は、この時点で設定完了です。P.14「microSD
カードに録画を開始する」にお進みください。
）

7. LAN ケーブルを外すと、有線接続から無線接続に切り替わります。
この時ステータスは再度「接続中」または「切断しました」と表示さ
れます。2.3 分後にカメラ名をタップして「オンライン」と表示され
たら設定完了です。カメラ名をタップして映像を確認してください。
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ご利用の前に
microSD カードに録画を開始する
カメラに挿入した microSD カードに録画を開始します。
【microSD カードに関するご注意】
※ microSD カードは Sandisk 製、Class10、書き込み速度 45MB/s 以上の製品を推奨しております。
他メーカーやスペックが劣る製品の場合、正常に認識しない場合があります。
【iOS（iPhone/iPad）】
1.「ACE TELECAM2」を起動し、オンラインカメラの設定ボタン
をタップします。

2.「SD カード設定」をタップします。

3.「SD カード容量」
「SD カード空き容量」にカード容量の数値が入っ
ていることを確認し、
「連続録画」のスイッチをタップして有効（緑色）
にします。右上の「保存」をタップして保存すると、録画が開始され
ます。
※「自動上書き」は常に有効です。無効には出来ません。
（無効に設
定しても保存されません。）

※「SD カード容量」「SD カード空き容量」が「0M」と表示されている場合は、microSD カードが正し
く認識されていません。一度カメラの電源を切って、microSD カードの抜き差しを行ってください。復
旧しない場合は、カードとカメラの互換性の問題、あるいは microSD カードまたはカメラ本体の異常の
可能性があります。販売店までお問い合わせください。
【Android】
1.「ACE TELECAM2」を起動し、オンラインカメラの設定ボタン
をタップします。
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ご利用の前に
2.「SD カード設定」をタップします。

3.「SD カード容量」
「SD カード空き容量」にカード容量の数値が入っ
ていることを確認し、「連続録画」をタップしチェックを入れて有効
にします。右上の「保存」をタップして保存すると、録画が開始され
ます。
※「自動上書き」は常に有効です。無効には出来ません。
（無効に設
定しても保存されません。）
※「SD カード容量」「SD カード空き容量」が「0M」と表示されている場合は、microSD カードが正し
く認識されていません。一度カメラの電源を切って、microSD カードの抜き差しを行ってください。復
旧しない場合は、カードとカメラの互換性の問題、あるいはカードまたは本体の異常の可能性があります。
一度販売店までお問い合わせください。
microSD カードに録画した映像を再生する
カメラに挿入した microSD カードに録画を開始します。
【ACE TELECAM2 での録画再生に関するご注意】
※ ACE TELECAM2 での録画再生では、音声は再生されません。
※録画再生時は「早送り」
「巻き戻し」
「頭出し」等の操作は出来ません。
※録画ファイルは 30 秒ごとに 1 ファイル生成されます。
（初期値の場合）
※ ACE TELECAM2 で再生できる録画ファイル数には、
「最新の録画ファイルからさかのぼって 450 個のファ
イル」という上限があります。録画ファイルが 30 秒であった場合は、30 秒× 450 ファイル＝約 3 ～ 4 時
間分の録画映像を再生することが可能です。それよりも古いファイルは、ACE TELECAM2 の画面上に表示
されないだけで実際には microSD カード内に残っています。それらのファイルを見る場合は、ローカルネッ
トワークのパソコンからのアクセスや、microSD カードを取り出して直接パソコンに接続して再生すること
が出来ます。
※ ACE TLECAM2 では、
録画映像をスマートフォン内にバックアップ（ダウンロード）することは出来ません。
録画のバックアップは、microSD カードをカメラから取り出すか、ローカルネットワークのパソコンから保
存することが出来ます。
（別紙操作ガイド P.30「録画映像の再生」参照）

【iOS（iPhone/iPad）、Android】
この操作は iOS、Android 共に同じ操作を行います。
1. アプリ画面下部のメニューから「録画再生」をタップします。
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ご利用の前に
2. 画面右上の「SD カード」をタップし、カメラ名をタップします。

3. 録画データが日付別に表示されます。再生したい日付をタップしま
す。

4. 録画データが時刻別に表示されます。再生したい時刻をタップしま
す。

5. 録画映像が表示されます。

表示映像の確認
映像に異常が無いかを確認します。

1. 明るい部屋の中の映像を表示して、画
面上にノイズが無いか、色調に異常は無
いか等を確認します。※画面上の色合い
は肉眼の色合いと異なる場合があります
が、異常ではありません。

2. カメラのレンズ部分を手で覆うなどし
て光を遮り、暗視モード（赤外線照射に
よる白黒映像）が正常に映ることを確認
します。

ご確認後異常が見られる場合は、販売店までご連絡ください。

16

3. 暗視モード時は、カメラレンズ周りの
LED が赤く光ります。

ヘルプ

設置について
動作確認が終わったら、カメラを設置します。
バレット型

1. 付属の六角レンチを使用し、カメラス
テー部分の固定ねじを回し緩めます。

2. ステーを任意の角度に曲げ、角度が決
まったら六角ねじを閉めて固定します。

3. ステーが硬く調整できない場合は、ス
テー背面の 2 つのプラスねじを緩めて調
整してください。
（調整後締めてください）

ドーム型

1. 付属の取り付けトレイを用意し、上図
矢印部分を折って取り外します。これは
カメラケーブルの逃げ口になります。

2. 取り付けトレイを、設置場所にねじで 3. 取り付けたトレイの 3 点のストッパー
取り付けます。ケーブルの逃げ口の位置 （オス）に、カメラ本体底面のストッパー
に注意しながら取り付けます。
（メス）を当てはめ、時計回りに回し固定
します。

※屋外に取り付ける場合は、必ずケーブルのコネクター部分に絶縁テープを巻いて、防水加工を行ってください。
※壁や天井、その他の障害物などの映り込みにより、夜間の映像が正常に映らない場合があります。
■カメラを取り付けた壁や天井が画面に映りこまない角度でご
利用ください。
カメラの向きが壁に沿いすぎて、壁が映りこんでしまっている
場合（壁に対し平行に向いている場合）
、壁に当たる赤外線が
強いため、壁ばかりが白く映し出され、それ以外の空間が暗く
なってしまう場合があります。
■カメラの目前に木や柱などの障害物が入り込まない場所、向
きに取り付けて下さい。
赤外線は、被写体が近いほど強く当たり白く映し出されます。

↑画面左端の壁と画面下に映り込んだ障害物により、画面

強すぎる場合は白く色飛びしてしまうため、カメラの自動補正

奥が暗く見えなくなっているばかりでなく、近距離での赤

により映像の明度が下がり、相対的にその被写体以外のものが
暗く写ってしまいます。

外線反射により画面が白くにごっている状態です。障害物
を排除し、壁の外側を向けることで効果的な暗視が働きま
す。

■ドームカメラの角度調整時の注意
ドームカメラの角度を水平方向に向けすぎた場合、筐体のフチ
に当たった赤外線がカメラカバー内部で反射して、夜間映像が
正常に映らない場合があります。ドームカメラは天井に取り付
け、見下ろす角度でご注意ください。
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角度がつきすぎている
場合、赤外線がフチに
反射してしまいます。

ヘルプ

本製品の機能について
本製品には、付属の取扱説明書「WIP シリーズ操作ガイド」に記載の無い新たな機能や仕様がございます。
■タイムラプス録画
従来の常時録画、動体検知録画に加えて、
「タイムラプス録画」
機能が追加されました。映像をコマ送りにして、録画ファイル
の長さを短くします。
※パソコンでの操作（InternetExplorer）のみ設定可能
設定方法
1.「詳細設定」＞「連続録画」を開きます。
2.「連続録画」
「時間帯録画」を無効にして、
「タイムラプス」
を有効にします。
※タイムラプス録画を行う場合、その他の録画設定を有効に
すると、microSD カードの処理能力をオーバーし、録画デー
タが破損する場合があります。
3.「長さ（時間）」を 1/4/8 から選択します。
1…1 時間を約 120 秒の映像にします。
4…1 時間を約 60 秒の映像にします。
8…1 時間を約 30 秒の映像にします。
4. 画面下部の「保存」をクリックします。
■プリレコードは 8 ～ 15 秒
動体検知録画のプリレコード（事前録画）の長さが、本製品では 8 秒～ 15 秒になります。録画時の負荷軽減
のため、映像のデータサイズが小さいほどプリレコードが長くなります。データサイズはカメラの画質設定はも
とより、映像の動きや細かさによって変わります。たくさんのものが動く映像やカラフルな映像ほどサイズは大
きくなり、そうでないほうが小さくなります。
■パスワードが統一されアクセスがスムーズに

操作ガイド P.23「パスワードの設定」に訂正がございます。
本製品のパスワードは、外部ネットワークアクセス用と、ローカルネットワークアクセス用共に連動し
ているため、1 つのパスワードで両方のアクセスに対応することが出来ます。
操作ガイドに記載された「スマホアプリ及び ACE モニター用パスワードを変更する 」「InternetExplorer
用パスワードを変更する」の操作は、いずれの操作を行った場合でも、等しくパスワードが変更されます。

※連動は管理者権限パスワードに限ります。ゲスト権限（オペレーター権限）のパスワードを使用する場
合は、アプリ用・InternetExplorer 用それぞれ設定する必要があります。
■カメラ画質設定の初期値が変わりました
操作ガイド P.35
「画質調整」
の最適値が、
より高画質を維持したままデータ量を少なくする設定に変わりました。
操作ガイドに記載の最適値は従来の WIP シリーズ用ですので、本製品では初期値のままご利用くださいませ。

18

ヘルプ

Q&A
Q. 付属品が足りません。
（あるいは破損しています。
）
A. 大変申し訳ございません。電話・メール・FAX にて販売店までお問い合わせください。
Q.microSD カードを一緒に買ったけれども同梱されていません。
A.microSD カードはカメラに取り付けた状態でお届けいたします。カードスロットをご確認くださいませ。
Q. カメラがオンラインになりません。
A. カメラの電源を入れ、LAN ケーブルでルーターと接続してから、カメラがアプリ上でオンラインと表示され
るまで、1 ～ 3 分程度かかります。また、アプリ上で一度「オフライン」の表示が出た後は、そのままの状態で
は自動的には「オンライン」に変わりませんので、一度更新ボタンをタップするか、
「オフライン」と表示され
た部分をタップして、
「オンライン」に変わるかをご確認ください。
Q. カメラの表示時刻が正しくありません。
A. 本製品はインターネットから時刻を自動調整するので、インターネットに繋がっていない場合は、正しい時刻
になりません。インターネットに接続してご利用ください。
Q. カメラをパソコンで使用する方法は？
A. 以下の手順で操作します。
（カメラと同じネットワークのパソコンで操作します。
）
1. カメラを有線または無線でルーターに接続し、電源を入れます。
2. 別紙操作ガイド P.20「ローカルネットワークでの操作」をご覧いただき、
パソコンでカメラにアクセスします。
3.（無線で使用する場合は）操作ガイド P.24 「WiFi 設定」をご覧いただき、無線設定をおこないます。
Q.WiFi 設定をしたらカメラがオフラインになった
A.WiFi 設定を行うと、
一旦カメラの電源がオフになり、
自動的に再起動を行います。再起動後にオンラインとなっ
たのち、LAN ケーブルを抜くと、再度接続が途切れ、無線での接続に切り替わります。更にオンラインとなる
まで 2.3 分程度かかります。今しばらくお待ちください。
また、どんなに待ってもオンラインとならない場合、画面のカメラ名をタップしてください。オンラインに切
り替わる場合があります。
それでもオンラインにならない場合は、WiFi のパスワードに誤りがある可能性があります。再度 WiFi 設定を
行い、パスワードに間違いがないかをご確認ください。
Q. 実際の色と映像の色が違って見える（黒いものが紫色に見えるなど）
A. 画面上の色合いは肉眼の色合いと異なる場合がありますが、異常ではありません。色合いが気になる場合は、
パソコンからのアクセスを行い、色調補正を調整してください。
（操作ガイド P.22 参照）
Q. 音声が聞き取りづらい、夜間の赤外線暗視の効果があまりない
A. バレットカメラレンズ部分にフイルムが張り付いておりませんでしょうか？フイルムを剥がしてご利用くださ
い。※音声は映像に対する副次的な機能であるため、高音質を保証するものではございません。
Q. 製品の不具合・故障が発生した場合はどうしたらいいですか？
A. 次ページの「製品保証について」をご確認ください。
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製品保証について（必ずお読みください）
製品付属の ID カードに記載された日にち及び期間が保証開始日とその期間となります。保証期間中に
製品の自然故障が発生した場合、無償での修理・交換を行います。期間を過ぎた場合は有償にて修理いた
します。※状況に応じ、同機種または同等機種の中古・アウトレット品と交換致します。
【ご対応の流れ】
1. 故障、不具合が確認されましたら、すぐに販売店までご連絡ください。
（電話・メール・FAX）
2. スタッフが症状や状態のヒアリング及び復旧のご案内を行います。
3. 症状が復旧せず、故障の可能性があると判断した場合、保証のご案内を致します。
※ご報告の時点で期間が過ぎてしまっている場合は、いかなる場合でも対象外となります。
※ご返送いただいた製品が正常品であった場合は、調査量 3,240 円をご請求致します。
初期不良

無償修理

有償修理

期間

ご購入より 14 日間

ご購入より 1 年間 ～

保証期間を過ぎている

対応

直ちに交換品をお送り

故障した製品をご返送いただいたのち、状態を確認、修理等の対応を致し

致します

ます。修理期間中の代替品サービスはございません。

往復送料を弊社負担

弊社への送料はお客様負担。弊社からの送料は弊社負担

送料について

保証は製品本体及びその付属品のみが対象です。
保証の対象となるもの

保証の対象とならないもの（付属品以外）

カメラ本体・電源アダプター・壁付けステー

microSD カード等のオプション品
※各製品に定められた保証対応となります。

但し、保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
1）保証書（ID カード）のご提示がない場合
2）保証書（ID カード）にお客様名､ お買い上げ日､ 販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合､ 字
句を書き替えられた場合､ その他事実と異なる記載がされていた場合
3）お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
4）お買い上げ後の取り扱いの誤りやご利用環境（外部要因）による故障及び損傷
5）お買い上げ後の製品の自己修理、分解、改造が加えられた場合
6）火災、地震、風水害、落雷などの天変地異や公害、異常電圧、その他の外部要因による故障及び損傷
7）水漏れ、浸水による故障及び損傷
製品の点検保守費用及び取付交換費用など製品以外の保証、また製品の故障などにより誘発される損害
（データの破損、故障品の交換費用）に関してはいかなる場合でも保証対象外とさせていただきます。
※故障品としてお持ちいただいた（ご送付いただいた）製品が正常であった場合、製品点検費用として
3,240 円をご請求させていただきます。
※保証は販売元（有限会社ユアーズ）よりご購入いただいた方にのみ適用されます。
※修理のための送料は片道分をお客様にご負担いただきます。予めご了承ください。

