
VG-105-8（8chDVR）について

VG-105-8（以下本機）の基本操作は、付属の取扱説明書VG-101-4（4chDVR）と同様ですが、一部
異なる機能がございます。ここでは、VG-101-4 と異なる機能についてご説明いたします。

本機の付属品は以下の通りです。
【VG-105-8 単品ご購入時の付属品】

【VG-105-8 セットご購入時の付属品】

付属品について（セットアップマニュアル4ページ）

本機各部名称・機能（セットアップマニュアル4ページ）

① VG-105-8 本体
② マウス
③ リモコン
④ 5分配電源アダプター
⑤ ソフトウェアCD-R
⑥ ハードディスク取付ねじ
　 ※HDD組込済の場合は付属していません。
⑦ 取扱説明書（VG-101-4）

① VG-105-8 本体
② カメラ（台数・種類はご購入内容により異なります。）
③ カメラ延長ケーブル
　 （本数はご購入内容により異なります。）
④ マウス
⑤ リモコン
⑥ 5分配電源アダプター
⑦ ソフトウェアCD-R
⑥ 自己融着テープ
⑨ 絶縁ビニールテープ
⑩ カメラ取付ねじ
⑪ 取扱説明書（VG-101-4）
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2.「メインメニュー」＞「ネットワーク設定」＞「ネット
ワーク設定」を開きます。

3.「DHCP」にチェックを入れ、「保存」をクリック
します。この操作で「IPアドレス」が変更されます
ので、保存したらそのまま「DHCP」のチェックを
外し、再度「保存」をクリックします。

　以降の操作は別紙セットアップマニュアルと同様になりますが、以下の箇所において差異がございます
のでご確認下さいませ。

【マニュアルP29（スマートフォンアプリでのカメラ設定画面）】
「■Max Channel（Channel）」
誤）表示するカメラ台数を選びます。ここでは「4」をタップしてください。
正）表示するカメラ台数を選びます。ここでは「8」をタップしてください。

【マニュアルP30（◆クラウド IDの確認）】
誤）1. 右クリックからの「メインメニュー」＞「ネットワーク設定」＞「P2Pクライアント」を開きます。
正）1. 右クリックからの「メインメニュー」＞「ネットワーク設定」＞「P2Pの設定」を開きます。

　各設定メニューにおいて、セットアップマニュアルと異なる箇所をご案内いたします。
◆録画設定
　－録画設定

◆システム設定
　－システムモード

設定メニュー一覧（セットアップマニュアル47ページ）

■チャンネル：
設定するチャンネルを選択します。
■音声の録音：
録画時の録音のオンオフを切り替えます。
（マイク接続時のみ有効）
■プリアラーム：
動体検知録画を行う際、設定した秒数さかのぼった
時点からの録画が行われます。

この設定は、接続するカメラによって異なります。
モード1：有線カメラ（AHD/ アナログ）8台接続
モード2：有線カメラ4台、IPカメラ4台を接続
モード3：IPカメラ8台接続
モード4：有線カメラ（AHD）8台接続
モード5：有線カメラ（アナログ）8台接続
※AHD=100万 /137万画素カメラ
※アナログ=52万画素カメラ
※モード2、モード3は本機では使用しません。



①操作ボタン
　　再生 /一時停止ボタン：再生メニュー画面の呼出、録画再生と再生中の一時停止
　　早送りボタン：録画再生時の早送り（最大64倍速）
　　メニューボタン：メニュー画面を表示　選択ボタンで操作
　　ズーム /回転：ズーム・回転機能のあるカメラ（PTZカメラ）操作画面の呼出
　　※ズーム回転機能付カメラを使用する場合のみの機能です。
　　　（本標準セットのカメラにはズーム回転機能はございません。）
②状態表示 LED（以下は点灯時の状態）
　　PLAY：再生中
　　HDD：ハードディスクが接続されている
　　　　　（点灯していない場合は、接続されていないか、エラーが生じています。）
　　REC：録画中（点滅）
　　NET：ネットワーク接続中
　　POWER：電源ON
③選択ボタン
　　上下左右で選択、中央ボタンで決定
④赤外線リモコン受信部
⑤USBポート
　　マウスを接続します。（背面上段USBポートとの同時使用不可）
⑥映像入力端子（BNC）
　　防犯カメラの映像出力端子を接続します。4台まで接続可能。
⑦高画質映像出力端子（HDMI）
　　HDMI での映像出力時に使用します。
⑧音声出力端子（RCA）
　　スピーカーなどの外部音声出力機器に繋ぎます。（接続用RCAケーブルは付属しておりません。）
⑨音声入力端子（RCA）
　　集音マイク（別売）を接続します。

⑧映像出力端子（BNC）
　　付属のモニター接続用ケーブル（BNC/RCA）を接続し、モニターの映像入力端子に繋ぎます。
⑩映像出力端子（VGA）
　　VGAでの映像出力時に使用します。
⑪LAN端子
　　LANケーブルを接続します。
⑫USBポート
　　マウスや外部メディアを接続します。（上段USBポートは⑤前面USBポートとの同時使用不可）
⑭RS485端子
　　PTZコントロールカメラの制御に使用します。（IPカメラは操作できません。）
⑮電源入力端子
　　電源プラグを接続します。

　右クリックメニューまたは画面下部メニューから「再生＆バックアップ」をクリックし表示された再生
画面からバックアップを行います。
　バックアップの操作の前に、空き容量のあるUSBメモリを本機USB端子に接続して下さい。（セット
アップマニュアルP24参照）

1. 前項「録画映像を見る」のバックアップ（⑳）をクリックし、バックアップ画面を開きます。

録画映像をバックアップする（セットアップマニュアル24ページ）

■全部：チェックを入れると、全てのチャンネルの録画映像をバックアップします。
　　　　チャンネルを指定する場合はチェックを外し、チャンネル番号をクリックして指定します。
■レコード形式：「全部」「常時録画」「映像検知録画」からバックアップしたい録画形式を選択します。
■開始時刻：バックアップしたい録画映像の開始日時を入力します。
■終了時間：バックアップしたい録画映像の終了日時を入力します。
■デバイス /総容量 /空き容量：接続しているUSBメモリの情報が表示されます。
※USBメモリが認識されていない場合は、「デバイス検索」をクリックしてください。

2. バックアップしたい映像のチャンネルを選択し、
開始時刻・終了時間を指定します。
指定したチャンネル及び時間帯に録画映像が存在する
場合、「ファイルサイズ」の横に容量が表示されます。
USBメモリの空き容量を参照し、保存できるサイズ
である事をご確認下さい。
3. 表示されたUSBメモリを選択し、「スタート」を
クリックします。
4.「バックアップは完了しました」のメッセージが表示されたら、「確認」をクリックして完了です。
※稀に「バックアップ中」の表示が残っている場合がありますが、その場合は「確認」をクリックして表
示を閉じて下さい。

　インターネット回線を使用して、スマートフォンから映像を確認出来ます。
1. 本機に LANケーブルを接続します。ケーブルの反対側はお使いのブロードバンドルーターに接続して
下さい。

ネットワーク遠隔監視（セットアップマニュアル26ページ）



【電源を入れる（オン）】
　電源プラグを本機背面の電源入力端子に接続し、電源アダプターをコンセントに差し込みます。録画機
（DVR）が起動し、接続したカメラの映像が表示されます。（9分割画面）
※初期状態では起動後すぐにカメラの録画が開始される設定になっています。
【電源を切る（オフ）】
　電源オフの時には必ず以下の手順で操作してください。
　マウスカーソルをモニター画面下部に移動すると表示されるメニューから、ログアウトボタンをクリッ
クし、「電源を切る」をクリックしてください。
　録画機（DVR）が自動で設定を保存し電源が切れます。本機をしばらく使用しない場合は、電源アダ
プターをコンセントから抜いて下さい。

本機の電源オン・オフの操作（セットアップマニュアル7ページ）

　録画機（DVR）の操作メニューを表示します。

メニューの表示について（セットアップマニュアル10ページ）

◆右クリックメニュー：
　右クリックメニューを表示するには、マウスの右ク
リック、またはリモコン及び本機操作パネルの FNボ
タンを押します。

◆画面下部メニュー：
　画面下部メニューを表示するには、マウスカーソルをモニター画面の最下部まで移動させるか、リモコ
ンの「Menu」ボタンを押します。
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①メインメニュー
　メインメニューを表示します。
②セットアップガイダンス
　ガイダンスによる設定画面を開きます。
③分割画面
　分割画面表示、全画面表示を切り替えます。
④録画方法
　自動録画、手動録画、録画停止の切り替えを設定します。
⑤音声ON
　選択しているチャンネルの音声ON/OFF を切り替えます。
⑥シーケンシャルスタート
　画面の巡回表示を開始します。（再度クリックして解除）
⑦デジタルズーム
　選択したチャンネルをデジタルズームモードにします。
⑧再生＆バックアップ
　録画ファイルの再生 /バックアップを行います。

⑨PTZコントロール
　PTZカメラのコントロールを行います。（IPカメラ非対応）
⑩ディスプレイ設定
　画面表示の設定を行います。
⑪ログアウト
　ログアウト、電源OFF、再起動を行います。
⑫IPカメラ
　IPカメラ検索画面を開きます。
　※IPカメラ接続モード時のみ使用します。
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①再生画面
　録画映像を再生します。
②種類選択
　録画の種類を選択します。
　全部：全ての録画ファイルを表示します。
　常時録画：連続録画のファイルを表示します。
　映像検知録画：動体検知録画ファイルを表示します。
　アラーム録画：本機では使用しません。
③全チャンネル選択
　チェックを入れると、全てのチャンネルの録画ファイルを
表示します。
④チャンネル選択ボタン
　選択したチャンネルの録画ファイルを表示します。
⑤カレンダー
　録画映像を見たい日にちを選択します。
　※録画映像が存在する日にちは青く表示されます。
⑥再生タイムライン
　24時間のタイムラインが表示されます。
　連続録画：緑色のラインで表示されます。
　動体検知録画：暗い黄色のラインで表示されます。
⑦画面分割
　1画面、4画面、9画面表示を切り替えます。
⑧停止
　再生中の映像を停止します。

⑨スキップ（戻る）
　再生中の時間から約15秒スキップして戻ります。
⑩スキップ（進む）
　再生中の時間から約15秒スキップして進みます。
⑪通常再生
　倍速、スロー再生時に元の再生速度に戻します。
⑫スロー再生
　再生速度を落とします。
⑬再生 /一時停止
　再生、一時停止を行います。
⑭早送り
　早送り再生を行います。（最大64倍速）
⑮タイムライン縮小
　表示しているタイムラインの間隔を狭めます。
⑯タイムライン拡大
　表示しているタイムラインの間隔を拡大します。
⑰音声
　音声のオンオフを切り替えます。（録音時のみ有効）
⑱音量
　音声の音量を調整します。
⑲デジタルズーム
　選択しているチャンネルの映像の部分拡大を行います。
⑳バックアップ
　録画映像をバックアップします。
㉑フルスクリーン
　再生画面を画面いっぱいに広げます。

【本日の録画映像を再生する】
　再生タイムライン（⑥）に色の付いたラインが表示されている事を確認し、再生したい時刻のタイムラ
インをクリックします。この状態でタイムライン拡大（⑯）をクリックすると、表示時刻が拡大され、よ
り細かな時間帯の再生が可能です。
【日にちを指定して録画映像を再生する】
　カレンダー（⑤）から再生したい日にちをクリックすると、タイムライン上にその日の録画映像のライ
ンが表示されます。見たい時刻帯をクリックして、再生します。



　動体検知等の異常をメールで通知することが出来ま
す。通知メールを送信する送信元メールアドレスは
Gmail のメールアカウントでのご利用を推奨しており
ます。
　設定画面は、「メインメニュー」＞「ネットワーク設
定」＞「Email 設定」から開きます。
　「ネットワーク設定」内の　　　　　　　ボタンを
クリックして、表示項目を変更して開いて下さい。

　映像の録画には様々な設定があり、お使いの環境やお好みによって変更することが出来ます。初期状
態では常時録画を行う標準設定になっておりますので、変更の必要が無い場合はそのままの設定でのご
利用をお勧め致します。
【録画設定を確認する】
　「メインメニュー」＞「録画設定」＞「エンコードの設定」を開きます。ここでは、録画画質やコマ数等の
設定を確認・変更出来ます。※ご購入時の設定でのご利用を推奨しております。

　メール設定は、表示箇所が異なる点以外はVG-101-4と同じ設定方法となります。設定方法は別紙セッ
トアップマニュアルP13をご参照ください。

メール通知設定（セットアップマニュアル13ページ）

カメラの映像を録画する（セットアップマニュアル18ページ）

　メール設定が完了したら、検知メールの送信を有効
にする操作を行います。（セットアップマニュアル
P15参照）
　本機では送信する時間帯以外に、曜日の設定が可能
となっております。
　「Email 送信」を選択し、通知を受信したい曜日、
時刻のマス目をクリック&ドラッグで塗りつぶし、
保存します。

■チャンネル：
設定するチャンネル（カメラ番号）を選択します。
■ストリーム選択：
メインストリーム：本機に録画する際の画質設定です。
サブストリーム：スマートフォン等で遠隔監視する際
の画質設定です。
■エンコードサイズ：
映像の画質です。ストリームごとに決まっており、変
更はできません。
■フレームレート：
1秒間のコマ数です。1-25で設定します。
■I フレーム間隔：
録画映像データのキーフレーム間隔です。変更不要で
す。

■画像タイプ：
ビットレートの固定・変動を選択します。変更は
不要です。
■符号化速度：
ビットレート（データ量）です。変更は不要です。

◆録画モード
　お使いの環境やご利用状況にあわせて、録画方法を設定できます。
A. 連続録画
　カメラの映像を常に録画します。初期設定はこのモードです。

B. 動体検知録画
　カメラ前の動く物体を検知した場合に録画を行います。（録画時間を指定できます。）
1.「録画方法」で「自動録画」を選択します。（「A. 連続録画」参照）
2.「メインメニュー」＞「カメラ」＞「動体検知」を開きます。

■Email 送信：検知時に通知メールを送信します。
■録画連動するカメラ：検知時に録画を行うチャンネル（カメラ番号）を指定します。

3. 設定完了後「保存」をクリックします。
※動体検知は人の動きだけではなく、車や動物、木々の揺れや照明のオンオフなどにも反応します。撮影
位置や被写体に応じて、検知エリアや感度を調節して最適な設定を行ってください。

【IPカメラの録画について】
　IPカメラを接続してご利用いただく場合、IPカメラのチャンネルでは動体検知録画を行う事が出来
ません。それに伴う検知通知メールの送信にも対応しておりません。
連続録画とスケジュール録画のみご利用いただく事が出来ます。

※万一の撮り逃しを防ぐためにも、連続録画での使用をお勧め致します。

1.「メインメニュー」＞「録画方法」を開き、「手動録画」
にチェックを入れます。
2.「全部」をクリックすると全カメラ連続録画、「1
～8」をそれぞれ選択すると、指定のチャンネル（カ
メラ番号）だけを連続録画に設定することが出来ます。

■チャンネル：
設定するチャンネル（カメラ番号）を選択します。
■感度設定：
検知感度（5段階）を設定します。（1弱 － 5強）
感度が高くなるほどより小さな動きにも反応します。
■検知エリア：
動体を検知するエリアを指定します。
■アラームブザー：
検知時に本機がブザー音を鳴らします。

　右クリックメニューまたは画面下部メニューから「再生＆バックアップ」をクリックすると、録画映像
再生画面が表示されます。
※この操作はVG-101-4 セットアップマニュアル記載の内容と異なりますので、こちらの手順のみをご
参考下さい。

録画映像を見る（セットアップマニュアル22ページ）


