
AHD DIGITAL VIDEO RECORDER

ACE セキュリティシステム防犯カメラセット
HDMI 対応高画質 AHD デジタルビデオレコーダー

安心の３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 3 年間 ※ 3 ご購入から 3 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。
※ 3 内蔵ハードディスクドライブの保証期間は、サプライヤー保証（12 ヵ月）に準じます。
保証の詳細は本取扱説明書裏表紙をご覧ください。
商品ご購入後はすぐに付属品の不足や破損等をご確認ください。万一品物の不足や破損があった場合、必ず初
期不良期間中にご連絡下さい。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。
その後、別紙「簡単セットアップ～仮接続と録画テスト～」を参照の上、本製品の接続を行い、動作確認を行っ
てください。

～電子機器が苦手な方も、設定が分かりづらい方も～

　 ☎ や　  で徹底サポート！　 ☎ や　  で徹底サポート！

柔軟な保証対応！

セットアップマニュアル
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■ 使用上のご注意（重要・必ずお読み下さい）
　この度は ACE セキュリティシステムをご購入いただき誠にありがとうございます。
　ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書に従って安全にご利用下さい。
　また、お読みいただいた後も、取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書は、VG-201 シリーズ（8ch・16ch 含む）でご利用いただけます。
●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付属品及び製品の動作確認を行っ
てください。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。
●配線の接続を行う場合は以下の点にご注意ください。
・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。火災
や故障の原因となります。
・コネクターやケーブルの接続は正しく行って下さい。誤った接続を行った場合、故障や動作不良の原因に
なります。
・接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
・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。火災や故障、感電の原因となります。
●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。
●本製品を修理、分解、加工、改造しないでください。
●本製品（屋外対応カメラを除く）を水のかかる場所で使用しないでください。
●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。
●本製品に強い衝撃や振動、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
●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。
●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。
●本製品に薬品をかけたり、異物を入れるなどをしないでください。万が一そのような状態になりましたら、
ケーブルを抜き電源を切って下さい。
●本製品の周りに放熱を妨げ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。　
●小さなお子様の手の届かない場所で保管、使用してください。
●濡れた手で触れないでください。
●万が一煙や嫌なにおいが発生した場合は、すぐにケーブル類を抜いて電源を切ってください。
●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。

・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。
・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乱暴な取り扱いは、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。

ご注意ください！ ～故障の原因として最も多い事例
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　　　　付属品・オプション品の確認
【付属品】
本製品のセット内容です。製品の不足が無いかをご確認下さい。

【オプション品】
セット内容に含まれておりません。別途ご用意いただく事で、製品と一緒にお使い頂く事が出来ます。

　 動作チェックはお済みですか？
　本取扱説明書は、別紙「簡単セットアップ～仮接続と録画テスト～」での確認が完了したものとして
ご案内致します。「簡単セットアップ～仮接続と録画テスト～」での仮接続が完了していない場合、まず
はそちらを先に行って下さい。また、仮接続と録画テストが終わったら、一度録画機（DVR）の電源を
切り、コンセントから外して下さい。電源は、本体の電源を入れ使用開始する直前まで、コンセントに
つながないでください。

準備編

◆付属品一覧
1. 録画機（DVR）(1)
2. カメラ（1 ～ 4 台）※ネジ付き
3. カメラケーブル（1 ～ 4 本）
4. マウス (1)
5. リモコン (1)
6.5 分配電源ケーブル (1)
※ VG-201-8 の場合…（2）
　 VG-201-16 の場合…（4）

7. ハードディスク（1T/2T/3T 選択内蔵）

8. モニター接続用ケーブル（BNC/RCA）(1)

9. 自己融着テープ (1)
10. ビニールテープ (1)
11. ソフトウェア CD-R(1)

◆オプション品（別売）一覧
12.PTZ カメラ
13. 集音マイク
14. マイク用延長ケーブル
15. マイク用電源アダプタ
16. VGA ケーブル
17. HDMI ケーブル
18. LAN ケーブル
19. モニター
20. スピーカー
21. スピーカー接続用音声ケーブル（RCA）
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　　　　録画機（DVR）各部名称・機能
録画機（DVR）正面

録画機（DVR）背面

①リモコン受信口
②状態表示ランプ
　　POWER … 電源通電時点灯
　　アラーム … 動体検知有効時点灯
　　REC … 録画時点灯
③メニューボタン：メニュー画面を表示します。
④戻るボタン：操作画面をひとつ前の画面に戻します。
⑤選択ボタン：上下左右で選択、中央ボタンで決定

⑥映像入力端子（BNC）：防犯カメラの映像出力端子（BNC）を接続します。4 台まで接続可能
⑦映像出力端子（BNC）：付属の「7. モニター接続ケーブル（BNC-RCA）」を接続し、モニターの映像
　　　　　　　　　　     入力端子（RCA）に接続します。
⑧音声出力端子（RCA）：音声用 RCA ケーブル（別売）を接続し、スピーカー音声入力端子（RCA）
　　　　　　　　　　     に接続します。
⑨映像出力端子（VGA）：VGA ケーブルを接続し、モニターに接続します。
⑩映像出力端子（HDMI）：HDMI ケーブルを接続し、モニターに接続します。
⑪音声入力端子（RCA）：集音マイクを接続します。4 台まで接続可能。
⑫ LAN 端子：LAN ケーブルを接続します。
⑬ USB 端子 1：マウスを接続します。
⑭ USB 端子 2：バックアップ時に USB メモリ等を接続します。
⑮ RS485 端子：PTZ コントロールカメラの制御に使用します。
　　　　　　　　 ズーム回転機能付カメラを接続する場合のみ使用する端子です。
⑯電源入力端子：5 分配電源ケーブルを接続します。

VG-201-8(8CH)/VG-201-16(16CH) の場合、付属品および本体端子の数が異なりますが、仕様・
機能は VG-201-4(4CH) と同様になります。
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　　　　コネクタ部分の防水・絶縁処理
　コネクタを差し込み接続したのち、以下の要領で防水保護してください。また、カメラを壁などに固定
した後はこの作業がやりにくくなりますので、カメラ設置の前に安定した場所でお済ませください。

（コネクタ部に防水保護を行わないまま、屋外で風雨にさらしますと経年変化が早まり断線し、信号が途切
れるなど、不具合の原因となりますので必ず行っていただくようお願い致します。）

【自己融着テープを巻く】
1. この作業は、信号ケーブルと DC 電源ケーブルの２か所発生しますので、カメラ１台分で約 50 ｃｍの
テープを２本切りだしておきます。
※セパレータと呼ばれるフィルム状のテープが重なっていますので必ずセパレータを剥がして作業してく
ださい。（セパレータは作業の直前にはがしてください。セパレータをはがさないと全く融着しませんので
ご注意ください）

【ビニルテープを巻く】
　自己融着テープの上から､ 仕上げの保護としてビニルテープを巻きます。
　この作業は、映像信号ケーブルと DC 電源ケーブルの 2 本をまとめて 1 回で済ませても構いません。
ビニルテープも自己融着テープ同様巻いてください。切りだし長さは、２本をまとめて１回で巻く場合、
約 80cm です。

信号ケーブル､ DC ケーブ
ルそれぞれにテープを巻
きます。

テープを巻く直前にセパ
レータ（フィルム）を剥
がします。

枠線の範囲にテープを巻き

ます。

切り出したテープを､ 設置

の際に下向きになる方から、

反対側に向かって巻きます。

引き伸ばしながら、常にテー

プの幅の半分程度が重なる

ようにきつめに巻きます。

巻き終えたらテープの余り

をカットし、強く押さえつ

けます。 

枠線の範囲に､ 自己融着テー

プの上からビニルテープを

巻きます。

切り出したテープを､ 自己

融着テープと同じ要領で巻

き進めます。

引き伸ばしながら、常にテー

プの幅の半分程度が重なる

ようにきつめに巻きます。

巻き終えたらテープの余り

を長めにカットし、強く押

さえつけます。

カメラを 4 台接続しない場合等で、配線上に使用しない信号コネクタ、電源プラグが露出している箇所
がありましたら、安全のため必ず同様の処理を行って下さい。
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　　　　録画機（DVR）の電源を入れる（起動）
　録画機（DVR）背面の電源端子に電源プラグを差し込み、電源をコンセントに差し込むと、録画機（DVR）
が起動し、接続したモニターにロゴが表示されます。「ピー」という起動音の後、接続したカメラの映像が
表示されます。

4 分割表示

プラグ差し込み コンセント差し込み 起動

①チャンネル名：
　接続したカメラの名前を表示しま
　す。チャンネル名は変更可能です。
　（P.51 参照）
②録画マーク：
　録画中に表示されます。
③動体マーク：
　動体検知時に表示されます。
④音声マーク：
　マイク接続時に使用します。
　クリックする事で音声のオンオフ
　を切り替えます。
　※集音マイク（別売）とスピーカー
　　（別売）が必要です。
⑤日時表示：
　日時と曜日が表示されます。

初期状態では、起動後すぐに各画面の録画が開始される設定になっています。つまり、この時点ですで
に全てのカメラの録画が開始されています。

　　　電源が入らない！　- 　以下の点をご確認ください。
　　◆配線は正しく接続されていますか？特に電源の配線に誤りが無いか、別紙「簡単セットアップ～
　　　仮接続と録画テスト～」を今一度ご確認下さい。稀に誤ってマイク用電源やその他オプション品
　　　の電源を録画機に接続しているケースがあります。
　　◆配線に誤りが無い場合、5 分配電源ケーブルの分配部分を取り外し、電源アダプターから直接
　　　電源プラグを録画機に接続して下さい。この方法で正常に電源が入る場合、5 分配ケーブルの
　　　不具合の可能性があります。サポートデスクまでご連絡下さい。
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　　　　録画機（DVR）の電源を切る（終了）
　本製品は、常時稼働状態でお使い頂く製品です。電源を切ると映像の表示や録画、その他防犯カメラと
しての一切の機能が停止します。ご理解の上で電源を切る際には、必ず以下の操作にて電源を切って下さい。

①マウスを右クリックし、「システムシャットダウン」＞「電源を切る」をクリックします。

②画面上にロゴが表示されたら、約 10 秒待って、録画機背面の電源プラグを抜き、電源アダプタをコン
セントから外します。

　　　モニターに何も映らない！　- 　以下の点をご確認ください。
　　◆モニター出力を HDMI 接続にてご利用いただいている場合、録画機の出力解像度と、モニターの
　　　表示可能解像度が異なり、映像が正常に表示されないケースがあります。以下の手順で録画機の
　　　出力解像度をモニターの表示解像度に合せます。
　　① VGA ケーブルまたはモニター接続用ケーブル（BNC-RCA）にてモニターに接続します。

　　②モニターの画面上でマウスを右クリックし、
　　　「メインメニュー」＞「システム設定」＞「出力モード」
　　　を開きます。

　　③「モニター表示」のタブをクリックします。
　　　「解像度」からお使いのモニターに対応した解像度を選択し、
　　　「OK」をクリックします。
　　　※モニターの対応解像度は、モニターのマニュアル等を
　　　　ご確認ください。

　　　再度 HDMI 接続にて、画面に映像が表示されるかをご確認下さい。
　　　※モニターの表示解像度がご不明な場合、解像度をひとつひとつ変更し、お試しください。

　　◆ノートパソコンやモニター一体型パソコンのモニターには、HDMIやVGAケーブルを接続しても、
　　　映像を表示させる事が出来ません。これらのパソコンのモニターは「出力端子」です。「入力端子」
　　　のあるモニターを使用して下さい。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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　　　　録画機（DVR）の操作
　本製品は、マウス、リモコン、本体操作ボタンのいずれかを使用して、操作を行います。
　本製品はマウスでの操作を推奨しております。（一部操作はマウスのみ対応しております。）

【マウスを使用する】
　左クリック：項目の選択、決定を行います。またカメラ映像にマウスカーソルを合わせ、ダブル
　　　　　　　クリックすると、全画面表示 / 分割画面表示の切り替えを行います。
　右クリック：右クリックメニューを開くほか、設定画面において操作をキャンセルし、前の画面に
　　　　　　　戻ります。

【リモコンを使用する】
　　リモコンは録画機正面の「リモコン受信口」に向けてご利用下さい。設定の一部には、リモコンの
　操作で設定できない個所があります。その場合はマウスを併用してご利用下さい。

■　　　ボタン：分割画面切り替え
■　　　ボタン：再生画面を表示
■ナンバーボタン：
　数字の入力に使用します。1 ～ 4 のボタンを押すと、
　対応するカメラ映像を全画面で表示します。
■ FN ボタン：右クリックメニューを開きます。
■　  　ボタン：録画映像再生時にスロー再生します。
■ ESC ボタン：前の画面に戻ります。
■上下左右ボタン：カーソルの移動や選択を行います。
■ MENU ボタン
　メインメニューを表示します。
■　  　ボタン：
　録画映像再生時に前のキーフレームにスキップします。
■　  　ボタン：
　録画映像再生時に次のキーフレームにスキップします。
■　  　ボタン：録画映像再生時に逆再生を行います。
■　  　ボタン：録画映像再生時に通常再生 / 一時停止を行います。
■ REC
　録画モードを表示、確認します。
■　  　ボタン：録画映像再生時に倍速再生を行います。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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　　　リモコンが効かない！　- 　以下の点をご確認ください。
　　◆電池の向きは正しいですか？
　　◆リモコンの信号は、録画機（DVR）正面の「IR」（リモコン受信口）に向けてご利用ください。
　　◆初めて使用する場合、リモコンの信号認識が遅れる場合があります。リモコン受信口に向けて
　　　少し強めにボタンを押してください。一度操作を行いますと、スムーズにご利用いただけます。

　　　　操作メニュー
　マウスを右クリックすると、録画機（DVR）の操作メニューが表示されます。

録画再生：録画した映像を再生します。（P.21 参照）
録画設定：録画モードを切り替えます。（P.16 参照）
1 画面：1 つのチャンネルを全画面表示します。
4 画面：4 分割画面を表示します。
システム情報：録画機の状態を確認します。
システムシャットダウン：電源オフや再起動の操作を行います。

【ログインについて】
録画機の各操作を行う際にはログイン画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力してログ
インして頂く必要があります。
一度ログインをすると、次の操作からはログインは不要ですが、操作をしないまま一定時間が経った場合や、
再起動した場合等には再度ログイン画面が表示されます。

※ログイン後は必ずパスワードを設定して下さい。（P.11 参照）
※設定したパスワードは定期的に変更して下さい。
※パスワードは忘れないように、大切に保管して下さい。

メインメニュー：
　メインメニュー画面を表示します。
PTZ コントロール：
　PTZ 対応カメラ（別売）のコントロールを行います。

モニター調整：
　モニターの明るさを調整します。（P.53 参照）

初期設定は以下の通りです。
ユーザー：Admin
パスワード：無し（空白）
※初期状態では、ユーザーに「Admin」が入力された状態に
なっています。何も入力せず、そのまま「ログイン」をクリッ
クしてください。
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　　　　パスワードの設定（ユーザー管理）
　ユーザー管理画面よりパスワードの設定を行います。
①右クリック「メインメニュー」＞「システム設定」＞「ユーザー管理」を開きます。

②「パスワード」をクリックし、旧パスワードと新しいパスワード（2 か所）を入力します。

初期設定ではパスワードはありませんので、新しいパスワード（2 か所）のみ入力し、「OK」をクリック
して設定します。パスワードは 6 桁まで入力できます。

③パスワードが設定されました。

　ユーザー管理では、パスワードの設定以外にも、変更や新しいユーザーアカウントの追加、権限の設定
等が可能です。これにより、「全ての機能を操作できる管理者権限のユーザー」や「モニターの映像を監視
するだけの権限のユーザー」のように、使用するユーザーに応じた操作権限を割り当てる事が出来ます。

【グループの追加・変更・削除】
　割り当てる権限をグループ分けしたものを「グループ」と呼びます。まずはグループを作成し、その後
追加するユーザーがどのグループに属するかを設定します。
　初期状態では、全ての操作が可能なグループ「Admin」と、映像の閲覧と録画の再生のみが可能な「user」
の二つのグループが登録されています。

◆追加…新しくグループを追加します。
①「グループ追加」をクリックします。
②項目を入力します。
　グループ名：グループの名前を入力します。
　リマーク：グループの説明を記入します。（未記入でも構いません。）
③「機能」欄の権限のチェックボックスをクリックし、必要な権限
　にチェックを入れます。
④「OK」をクリックして追加完了です。
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◆変更…登録しているグループの状態を変更します。

◆削除…登録しているグループを削除します。

※グループに属するユーザーが存在する場合、グループを削除出来ません。先にユーザーの削除または所
属グループの変更を行い、グループに属するユーザーが無い状態でグループを削除して下さい。

【ユーザーの追加・変更・削除】
　初期状態では、「Admin」と「user」の二つのユーザーが登録されています。

◆追加…新しくユーザーを追加します。

◆変更…登録しているユーザーの状態を変更します。

①「グループ変更」をクリックします。
②「グループ」から削除するグループ名を選択し、「削除」ボタンを
　クリックします。
③「削除しますか？」のメッセージが表示されるので、「OK」をクリッ
　クします。
④「削除しました」のメッセージが表示されるので、「OK」をクリッ
　クします。

①「ユーザー変更」をクリックします。
②項目を設定します。
　ユーザー：変更するユーザー名を選択します。
　ユーザー名：ユーザー名を変更できます。
　共有：共有の有無を変更します。
　リマーク：リマーク（メモ）の内容を変更します。
　グループ：所属するグループを選択します。
④「OK」をクリックして変更完了です。

①「ユーザー追加」をクリックします。
②項目を入力します。
　ユーザー名：ユーザーの名前を入力します。
　共有：チェックを入れると
　パスワード：パスワードを入力します。
　パスワードの確認：確認のため再度パスワードを入力します。
　リマーク：ユーザーの説明を記入します。（未記入でも構いません。）
　グループ：所属するグループを選択します。
③「OK」をクリックして追加完了です。

①「グループ変更」をクリックします。
②項目を設定します。
　グループ：変更するグループ名を選択します。
　グループ名：グループ名を変更できます。
　リマーク：リマーク（メモ）の内容を変更します。
③「機能」欄の権限を変更できます。
④「OK」をクリックして変更完了です。
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◆削除…登録しているグループを削除します。

※管理者権限は「Admin」のユーザー名のまま、パスワードを変更してのご利用を推奨しております。

　　　　時計を合わせる
　録画機（DVR）の時刻を合わせます。
　設定の方法には、手動で時刻を入力する「手動設定」と、インターネットを介して自動で時間を調整する「自
動設定」の二つの方法があります。

【手動設定】
　現在時刻を入力し、時刻を合わせます。
①右クリック「メインメニュー」＞「システム設定」＞「システム構成」を開きます。

①「ユーザー変更」をクリックします。
②「ユーザー」から削除するグループ名を選択し、「削除」ボタンを
　クリックします。
③「削除しますか？」のメッセージが表示されるので、「OK」をクリッ
　クします。
④「削除しました」のメッセージが表示されるので、「OK」をクリッ
　クします。

　　　文字の入力について　-　表示キーボードの操作方法
文字を入力する場合、入力フォームをクリックするとキーボード
が表示されます。キーボードをマウスで操作する事で、文字の入
力や削除の操作ができます。

大文字 / 小文字の切替
キーボードの「Shift」をクリックします。

入力の確定
キーボードの「Enter」をクリックします。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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②「システム時間」の日時を現在時刻に合せます。
　時刻の数字をクリックし、表示されたキーボードで時刻を修正し
ます。

③修正後、右の「保存」ボタンをクリックします。

④時刻が訂正されるので、「OK」をクリックします。

【自動設定】
　自動で時刻を調整します。ご利用にはインターネット接続が必要です。（P.25 参照）
　※インターネットに接続されれば自動で調整を行う設定になっています。時差のある海外で使用する等
変更の必要が無い場合は、変更しないでください。

①右クリック「メインメニュー」＞「ネットワーク」を開き、「NTP」をダブルクリックで開きます。

②各項目を確認・入力します。
サーバー IP：「time.net.gov」を選択します。
有効：チェックを入れる
ポート：変更しません。
タイムゾーン：変更しません。（国内使用の場合「GMT+09:00」
　　　　　　　を選択します。）
更新サイクル：時刻を更新する間隔を設定します。初期値は 60 分です。

③「OK」をクリックして完了です。

　　　　リアルタイム映像監視
　モニターには接続した最大 4 台のカメラ映像が 4 分割画面で表示されます。（P.7 参照）

【分割画面表示と全画面表示の切り替え】
　4 分割画面から指定した 1 チャンネルの全画面表示に切り替える場合
①マウスを右クリックし、メニュー表示から「1 画面」を
　選択します。
②全画面表示したいチャンネル名を選択すると、選択した
　1 チャンネルが全画面表示されます。
　また、4 分割画面表示の際に、お好きなチャンネルの映像
　上でマウスをダブルクリックすると、全画面表示に切替わり
　ます。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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　全画面表示から 4 チャンネルの分割画面に切り替える場合
①全画面表示の状態で、マウスを右クリックし、メニュー表示から「4 画面」
　を選択します。
② 4 分割画面に切り替わります。
　また、全画面表示された映像上でマウスをダブルクリックしても、4 画面
　表示に切替わります。

【チャンネル自動巡回機能】
　各チャンネルを全画面表示し、かつ設定した秒数ごとにチャンネルを切り替え表示します。
①右クリック「メインメニュー」＞「システム設定」＞「出力モード」を開きます。

②「ポーリング」のタブをクリックし各項目を設定します。
オープン：チェックを入れます。
ポーリング：1 チャンネルの表示時間（秒）を入力します。
1 画面：巡回表示するチャンネル番号を選択（白表示）します。
4 画面：変更しません。
自動巡回：変更しません。
アラーム巡回：変更しません。

③「OK」をクリックして設定完了です。設定した秒数で自動巡回表示が開始されます。

　次の項目からは「応用編」となり、より高度な機能の設定を行います。

「準備編」はここまでで終了です。
ここまでの設定で既に常時録画が開始されています。動体検知録画やスケジュール録画、遠隔監視など、
細かな機能を使用しない場合はここまでの設定で十分にご利用いただけます。

録画した映像をご覧いただくには P.21「録画した映像を見る」をご参照ください。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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　　　　録画設定
　ご利用の環境に合せて、録画方法の設定を変更できます。

【連続録画】
　録画機が稼働している状態で、映像を常時録画します。初期状態ではこの録画モードに設定されています。

【スケジュール録画】
　指定した曜日、時間で自動録画を行います。下記の設定例をご参照ください。
＜設定例：全てのチャンネルで、平日の 18 時～翌 8 時、土日は終日連続録画を行う＞
①右クリック「メインメニュー」＞「録画設定」を開き、「自動」＞「全」にチェックを入れます。

②「OK」をクリックして録画設定画面を閉じます。そのまま次に「ビデオ」＞「スケジュール」タブをクリッ
クします。

③録画スケジュールの設定を行います。以下は各項目の説明です。
チャネル：スケジュールを設定するチャンネル番号を選択します。
前記録：本機では使用しません。（設定不可）
日～土曜日：各曜日のスケジュールがタイムラインで表示されます。
　　　　　　初期状態では、全ての曜日で 24 時間連続録画を行う設定になっています。
設定ボタン：クリックすると、録画スケジュールの詳細な時間帯の設定画面を表示します。
コピー：設定した内容を他のチャンネルにコピーします。
デフォルト：設定を初期状態に戻します。

④「チャネル」は 1 を選択し、" 日曜日 " の " 設定 " ボタンをクリックします。
設定時刻 1：「00:00 - 24:00」、「連続」にチェックを入れます。 
設定時刻 2 ～ 6：変更しません。
フル：チェックを入れません。
月曜日～金曜日：チェックを入れません。
日曜日、土曜日：チェックを入れます。

　入力したら、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

応用編
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⑤ " 月曜日 " の " 設定 " ボタンをクリックします。
設定時刻 1：「00:00 - 08:00」、「連続」にチェックを入れます。 
設定時刻 2：「18:00 - 24:00」、「連続」にチェックを入れます。 
設定時刻 3 ～ 6：変更しません。
フル：チェックを入れません。
月曜日～金曜日：チェックを入れます。
日曜日、土曜日：チェックを入れません。

　上記設定を入力したら、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

⑥「スケジュール」画面の「コピー」ボタンをクリックし、コピー先チャンネルを指定します。
　「フル」にチェックを入れて、1 チャンネル以外の全チャンネルを指定し、「OK」をクリックします。
　

⑦「全てのチャンネルで、平日の 18 時～翌 8 時、土日終日録画を行う」設定が完了しました。

　以上の手順を参考に、ご利用環境に合せてスケジュールの設定を行って下さい。

【動体検知録画】
　カメラの前に動く物体があった場合、自動で録画を行います。スケジュール録画と併用して検知する時
間帯を設定する事も出来ます。以下の設定例をご参照下さい。

＜設定例：全てのチャンネルで、平日の 18 時～翌 8 時、土日は終日連続録画を行い、連続録画を行って
いない時間帯（平日 8 時～ 18 時まで）は動体検知録画を行う。＞
①まずはスケジュール録画の設定を行います。（前項 【スケジュール録画】参照）

②「スケジュール」画面にて、「チャネル」1 を選択し、" 月曜日 " の
　" 設定 " ボタンをクリックします。

③スケジュール録画の設定はそのままで、動体検知録画の設定を
　追加します。
設定時刻 1：「00:00 - 08:00」、「連続」にチェック（変更なし）
設定時刻 2：「18:00 - 24:00」、「連続」にチェック（変更なし）
設定時刻 3：「08:00 - 18:00」、「動体」にチェックを入れます。 
設定時刻 4 ～ 6：変更しません。
フル：チェックを入れません。
月曜日～金曜日：チェックを入れます。
日曜日、土曜日：チェックを入れません。
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　設定を入力したら、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

④「スケジュール」画面の「コピー」ボタンをクリックし、コピー先チャンネルを指定します。
　「フル」にチェックを入れて、1 チャンネル以外の全チャンネルを指定し、「OK」をクリックします。
　

　スケジュールの設定が完了しました。このままではスケジュール録画は実行されますが、動体検知録画
はまだ実行されません。続けて動体検知録画の設定を行います。

⑤右クリック「メインメニュー」＞「システム設定」＞「警報設定」を開きます。

⑥更に「警報設定」＞「ビデオ検出」タブを開きます。以下は各項目の説明です。

チャネル：1 を選択します。
動体検出：チェックを入れます。
エリア：検知エリアを指定します。（次項参照）ここでは変更しません。
感度：6 段階で検知感度を設定します。ここでは「高い」を選択します。
　　　感度が高いほど、素早く細かい動きを検知します。
ビデオ信号ロス：カメラの映像信号が途切れを検知する設定です。
　　　　　　　　今回は設定しないので、チェックを入れません。
設定ボタン：各検出機能の詳細設定画面を開きます。

⑦動体検出の「設定」ボタンをクリックし、各詳細タブの設定を行います。
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　　　検知エリアの指定について　-　設定方法
　検知エリアを指定する事で、揺れる木や道路の車等、検知しなくてもいい部分を除外し、自宅の敷
地内のみなど、限られたエリアのみを指定して動体検知を有効にする事が出来ます。

①動体検出の「エリア」ボタンをクリックします。

予約時間帯：動体検知が作動する時間帯を指定します。
　　　　　　今回は変更しません。

※ここでの時間帯は「動体検知が作動する時間帯」であり、「動体検
知録画を実行する時間帯」ではありません。

連動：動体検知時に連動して実行する機能を設定します。
　動体検知連動：録画連動を有効にします。チェックを入れます。
　PTZ 連動：チェックすると PTZ カメラ接続時に使用します。
　ポーリング：チェックすると画面の自動巡回を連動します。
　キャプチャー：本機では使用しません。

動体検知連動の「セット」をクリックします。

動体検知連動：連動して録画を行うチャンネル番号を選択します。
　　　　　　　ここではチャンネル 1 の設定なので、"1" を選択し
　　　　　　　ます。複数選択も可能です。
遅延：検知してからの録画時間を指定します。（単位：秒数）

設定したら「OK」をクリックし、「連動」タブの画面に戻ります。

②16×12のブロックで区切られた画面が表示されます。
半透明の赤いブロックが検知する範囲、透明なブロックが
検知しない範囲です。

③初期値では全ブロックが検知する範囲（赤）です。範囲
を変更する場合は、マウスでブロックをクリックまたはド
ラッグし、設定します。
　設定が終わったら、右クリックで設定画面を閉じます。

設定：検知時のお知らせ出力設定を行います。
　アラーム出力 / ディレイ：本機では使用しません。
　画面の表示：画面上に検知状態をテキスト表示します。
　Email 送信：検知時にお知らせメールを送信します。
　ブザー音：録画機本体からブザー音を鳴らします。
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設定が完了したら、「OK」をクリックして、「アラーム設定」画面に戻ります。
⑧「アラーム設定」画面の「コピー」ボタンをクリックし、コピー先チャンネルを指定します。
　「フル」にチェックを入れて、1 チャンネル以外の全チャンネルを指定し、「OK」をクリックします。

　

　動体検知録画の設定が完了しました。
　以上で「全てのチャンネルで、平日の 18 時～翌 8 時、土日終日録画を行い、連続録画を行っていない
時間帯は動体検知録画を有効にする」設定が完了しました。

以上の手順を参考に、ご利用環境に合せて動体検知録画の設定を行って下さい。

◆録画設定を「連続録画」に戻す場合は…

【ハードディスクの容量と保存時間】
内蔵ハードディスクの容量と、録画保存時間は以下の通りです。

画質・フレームレート 1TB 2TB 3TB

720P フレームレート 30 約 14 日間 約 28 日間 約 42 日間

720P フレームレート 20 約 42 日間 約 83 日間 約 125 日間

720P フレームレート 10 約 83 日間 約 167 日間 約 250 日間

※時間は目安です。映像の描写の細かさ、動体の多さ等により録画ファイルの容量は変動します。

※動体検知メールを有効にすることで、検知時にお知らせメールを送信する事が出来ます。（P.33 参照）
※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。設
置環境ごとに最適な設定値は異なります。ご利用状況に合せて感度や検知エリアを調整し、最適な設定
を行って下さい。

右クリック「メインメニュー」＞「録画設定」を開き、「連続」＞「全」
をクリックする事で、スケジュールに関係なく連続録画が開始され
ます。
また、再度スケジュール録画や動体検知録画に戻す場合は、「自動」
をクリックし、また録画を停止する場合は「停止」をクリックする
事で、簡単に録画モードを切り替える事が出来ます。

③「ビデオ検出」画面に戻るので、「OK」をクリックして設定完了です。
　同様の手順で各チャンネルの検知エリアをそれぞれ設定できます。
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　　　　録画した映像を見る
　内蔵ハードディスクドライブに録画した映像を閲覧します。マウスを右クリックし、「録画再生」をクリッ
クする事で、録画映像の再生画面が表示されます。

【画面の説明】
Ⓐ再生画面エリア：
　各チャンネルの映像を 4 分割で表示します。各チャンネルの映像をダブルクリックすると、1 チャンネ
　ル全画面表示に切替わります。再度ダブルクリックで 4 分割画面に戻ります。
Ⓑ録画データ検索エリア：
　録画データの検索を行います。日にちから検索するモードと、時間や録画モードから検索するモードの
　切り替え表示が可能です。(P.22 参照 )
Ⓒ再生タイムライン：再生状況を表示するタイムラインです。

①再生 / 一時停止ボタン：再生、一時停止します。また、倍速や低速再生時には通常再生に戻します。
②巻き戻しボタン：巻き戻し再生を行います。
③停止ボタン：再生を停止します。
④低速再生ボタン：「1/8」「1/4」「1/2」でのスロー再生を行います。
⑤倍速再生ボタン：2 ～ 8 倍速の早送り再生を行います。
⑥ 1 秒戻るボタン：前の秒に戻ります。一時停止中のみ操作できます。
⑦次フレームボタン：次のフレーム（コマ）に進みます。一時停止中のみ操作できます。
⑧音声ボタン：音声のオンオフを切り替えます。
⑨フルスクリーンボタン：再生画面をフルスクリーンで表示します。
⑩時間表示：マウスカーソルがタイムライン上にある場合、カーソルが差す時間を表示します。
⑪再生ボタン：チェックを入れると、全チャンネルを同時再生します。
⑫全体ボタン：タイムライン上に全ての録画モードの録画ファイルを表示します。
⑬一般ボタン：タイムライン上に連続録画モードでの録画ファイルを表示します。
⑭警報ボタン：本機では使用しません。
⑮検表示ボタン：タイムライン上に検知録画モードでの録画ファイルを表示します。
⑯再生優先ボタン：録画機のスペックを再生優先に使用し、コマ落ち等を防ぎます。
⑰時間表示：タイムライン上で流れている時間を表示します。
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Ⓑ録画データ検索エリアについて
　録画データ検索画面（Ⓑ）は、2 つの検索モードを切り替えて使用します。
　＜カレンダーから日にちを検索して再生する。＞　

　＜日時を指定して録画ファイルを検索する＞　
　

　各検索条件を設定し、⑤検索ボタンをクリックすると、検索された録画ファイルリストが表示されます。
　検索ファイルのチェックボックスにチェックを入れて再生ボタンを押すか、ファイルをダブルクリック
する事で再生が開始されます。

①検索対象ファイル：「ビデオ」を選択します。
②ドライブ選択：保存先の HDD を選択します。
③カレンダー：日付を選択します。
④チャンネル選択：検索するチャンネルを選択します。
※ VG-201-8(8CH)/VG-201-16(16CH) の場合は、チャンネル数に応じた選択
ボタンが表示されますが、一度に再生できる CH 数は 4CH までです。再生したい
CH のボタンを選択し、緑色にした状態で再生を行って下さい。

⑤表示切替：検索モードを切り替えます。

①、②は変更不要です。
カレンダーから日にちを選択すると、その日一日分の録画状況がタイム
ラインに表示されます。

再生ボタンをクリックして、再生します。

①日時：検索する日にちを入力します。
②時刻：検索する時刻を入力します。
③タイプ：録画ファイルのタイプを選択します。
　　すべて：全ての録画ファイルを検索します。
　　外部アラーム：本機では使用しません。
　　動体検知：動体検知録画ファイルを検索します。
　　すべてのアラーム：
　　　動体検知を含むすべてのアラーム録画が検索されます。
　　　本機では使用しません。
　　連続録画：連続録画ファイルを検索します。
④チャンネル選択：検索するチャンネルを選択します。
⑤検索ボタン：指定した内容で検索を実行します。
⑥バックアップボタン：
　検索した録画ファイルに ☑ を入れて、ボタンをクリックする事で　接
続したUSBメモリにバックアップします。録画再生中は操作できません。
⑦表示切替：検索モードを切り替えます。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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Ⓒ再生タイムラインについて
　録画データは、24 時間の時系列でタイムラインに表示されます。

　録画データはタイプ別に色分けされて表示されます。
　緑色…連続録画データ
　黄色…動体検知録画データ
　本機では上記 2 種類の録画データのみ表示されます。
　
　また、タイムライン上で好きな時間帯をクリックすると、クリックした時間帯の再生が可能です。

　　　　録画した映像をバックアップする
　USB メモリを録画機に接続して、録画ファイルをバックアップします。
　USB メモリは 64GB まで使用できます。
① USB メモリを、録画機背面の USB ポートに接続します。
②右クリック「メインメニュー」＞「バックアップ」を開きます。
　バックアップ画面が開き、接続した USB メモリが「デバイス名」の欄に表示されます。

検出：デバイス名が表示されない場合、このボタンをクリックします。
バックアップ：バックアップを開始します。
消去：選択したデバイス（USB メモリ）をフォーマットし、内容のデータが消去されます。
ストップ：選択したデバイスを取り外します。
表示されたデバイス（USB メモリ）にチェックを入れて、選択した状態で操作を行います。

③「バックアップ」をクリックし、バックアップする録画ファイル
　を検索します。
選択：デバイス（USB メモリ）を選択します。
録画タイプ：録画ファイルのタイプを選択します。
　すべて：全ての録画ファイルを検索します。
　外部アラーム：本機では使用しません。
　動体検知：動体検知録画ファイルを検索します。
　すべてのアラーム：
　　動体検知を含むすべてのアラーム録画が検索されます。
　　本機では使用しません。
　連続録画：連続録画ファイルを検索します。
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開始時刻：検索する録画ファイルの開始日時を入力します。
終了時間：検索する録画ファイルの終了日時を入力します。
クリア：入力した内容をクリアし、初期値に戻します。
検索：検索を開始します。
AVI：録画ファイルを AVI 形式でバックアップします。バックアップの際にはチェックを入れます。
スタート：バックアップを開始します。

④検索条件を設定し、検索ボタンをクリックします。
　検出された録画ファイルがリスト表示されます。バックアップした
　いファイルにチェックを入れてます。
　「AVI」にチェックを入れて、「スタート」をクリックします。

　バックアップが開始されます。

　バックアップが完了したら、「OK」をクリックして右クリックで前の画面に戻ります。
　「ストップ」をクリックし、デバイスを取り外します。

　以上でバックアップが完了です。パソコンに USB メモリを挿入して、動画をご確認下さい。

動画再生画面からのバックアップについて
　動画再生画面の「Ⓑ動画データ検索エリア」の画面からバックアップを行う事が出来ます。
　21 ページの＜日時を指定して録画ファイルを検索する＞　の表示を開き、検索を行った後、検索され
た録画ファイルにチェックを入れて、⑥のバックアップボタンをクリックする事で、バックアップが出来
ます。（P.21 参照）

1 度の検索で表示される録画ファイル数には上限（33 ファイル）があります。
検索した時間帯のファイルが 33 ファイル以上ある場合（検索結果の録画ファイルが、設定した終了時
刻に満たない場合）、時間帯を更に絞って検索して下さい。
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　　　　スマートフォン・タブレットでの遠隔監視
　インターネットに接続する事で、スマートフォンやタブレットを使用し離れた場所でも映像を見る事が
出来ます。
　※遠隔監視にはブロードバンドルーターのあるインターネット環境が必須です。

【録画機をインターネットに接続する】
①録画機（DVR）に LAN ケーブルを接続します。
　LAN 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ます。
　LAN ケーブルをつないだら、右クリック「メインメニュー」＞「ネットワーク構成」を開きます。

②「ネットワーク構成」画面の「自動的に IP を取得」にチェックを
　入れ、「OK」をクリックします。

ネットワーク接続のための設定は以上で終了です。

【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「Smart Meye」を
インストールします。
　iPhone の場合は、App Store から、Android の場合は、
Google プレイストアから、「Smart Meye」を検索し、インス
トールします。

◆ iPhone での設定
　インストールしたアプリを起動します。起動時には「DEMO」と言う名前のデモ機の表示がありますが、
設定完了後削除できますので、そのまま設定を進めます。

（1） （2） （1）⊕のマークをタップします。デバイス（録画機）
の追加登録画面が表示されます。

（2）「Address/ID」の QR コードマークをタップし
ます。QR コード読み取り画面が表示されます。

読み取るQRコードを録画機の表示画面で確認します。
右クリック「メインメニュー」＞「ネットワーク構成」
を開きます。
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（3）画面にスマートフォンの QR コードリーダーをかざし、読み取ります。
（4）登録情報を入力します。
　　Devicename：自動で入力されます。変更する場合はタップして訂正します。
　　Address/ID：自動で入力されます。変更は出来ません。
　　Port：6001（初期値）が入力されています。変更しません。
　　Username：
　　　Admin（初期値）が入力されています。ここには録画機のログインユーザー名（P.10.11 参照）　
　　　を入力します。変更している場合は変更したユーザー名を入力します。
　　Password：
　　　初期値は空白（パスワード無し）です。ここには録画機のログインパスワード（P.10.11 参照）を
　　　入力します。設定している場合は設定したパスワードを入力します。
　　Channels：接続カメラの台数です。「4」をタップします。
　　入力したら、右上のチェックマークをタップします。

（5）「Go on save」をタップします。
（6）「OK」をタップ、左上の「←」ボタンをタップします。

（7）再度左上の「←」ボタンをタップします。

（8）トップ画面に戻ります。⊕ボタンの右側に、登録した
　　録画機が表示されます。

QR コードは 2 つあるので、下の段の「P2PID」を読み取ります。
QR コードが表示されない場合、本機を再起動してください。（P.8 

「STEP.5 録画機（DVR）の電源を切る」の手順で「再起動」をクリッ
クします。）

（3） （4） （5） （6）

（7） （8）
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⑪トークボタン：本機では使用しません。
⑫ PTZ ボタン：PTZ カメラ接続時に使用します。

各種設定
　「①設定ボタン」をタップすると、録画機の設定、操作を行う事が出来ます。

①設定ボタン：表示している録画機の各種設定を行います。
②分割画面ボタン：分割画面表示を切り替えます。
③プレビュー画面：録画機の映像を表示します。
④チャンネルボタン：
　タップして映像を表示します。更にボタンをタップすると、各チャ
　ンネルの映像の表示 / 非表示を切り替えます。
⑤追加ボタン：新規に録画機を登録します。
⑥録画機の表示：
　登録している録画機が表示されます。オンライン時にはグリーン表
　示になります。
⑦編集ボタン：登録した録画機の登録情報を確認、編集　します。
⑧静止画保存ボタン：選択したチャンネルの静止画を保存します。
⑨動画保存ボタン：
　選択したチャンネルの映像を保存します。タップして保存開始、再
　度タップして保存を終了します。
⑩音声ボタン：音声を聞きます。録画機にマイク接続時使用できます。

　　　静止画、動画の保存について　
　　◆アプリ上での静止画、録画保存は、スマートフォン内ストレージに保存されます。スマートフォ
　　　ン内に保存データが蓄積されますので、容量にご注意の上ご利用下さい。

Local File：保存した静止画、録画ファイルを表示します。
Remote Playb...：録画機に保存された映像を遠隔再生します。
Alarm Detail：本機では使用しません。
Local config：表示する映像のアスペクト比を切り替えます。
Push Set：本機では使用しません。
Remote Set：録画機の簡易設定を行います。
Help：ヘルプを表示します。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）

アプリから設定できる項目は、全体機能の一部です。録画機本体の設定は、本体操作画面から行う事を
お勧め致します。
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Local File - スマートフォンに保存した静止画、動画を見る、削除する。
　アプリの操作ボタン「⑧静止画保存ボタン」「⑨動画保存ボタン」でスマートフォンに保存したデータを
再生します。

（1）スマートフォン内に保存された静止画、動画のファイルフォルダが表示されます。
　　「record」が動画、「snap」が静止画です。横の数はファイル数の表示です。
　　ここでは「record」をタップします。

（2）保存された動画がサムネイル表示されます。再生したい動画をタップします。
（3）動画が再生されます。
（4）ファイルを削除する場合は、（2）の画面で右上の鉛筆マークをタップして（4）を開きます。
　　削除したいファイルをタップして、画面最下部の「Deletenum」をタップし、削除します。
　
　同じ要領で、静止画も見れます。

Remote Playback - 録画機に録画された映像を遠隔再生する
　インターネットを介して、録画機のハードディスクに保存された録画ファイルを再生します。

（1）録画ファイルの検索画面が表示されます。「Choose Channel」で検索するチャンネルを選択し、　
　　「Choose Date」で日にちを設定、「Search」をタップします。

（1） （2） （3） （4）

（1） （2） （3） （4）
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（2）「Search」ボタンの下にタイムラインが表示されます。タイムラインを左にフリックすると、時間の
　　表示がスライドします。見たい時間帯を中心の緑色のラインに合せます。

（3）見たい時間を合わせたら、タイムラインの下に表示された再生ボタンをタップします。
　　※再生ボタンは、録画ファイルがある時間帯に合せた際に表示されます。タイムラインに録画ファイ
　　　ルが存在しない場合、再生ボタンは表示されません。

（4）再生が開始されます。再生中は画面下にタイムラインが表示されます。タイムラインを操作する事で、
　　好きな時間帯にスキップして映像を再生できます。

Local Config - 映像のアスペクト比を変更する
　プレビュー画面に表示される各チャンネルの映像の、縦横の比率を切り替えます。

Remote Set - 録画機の設定変更
　録画機の設定を変更する事が出来ます。変更できる項目は一部です。アプリ上と録画機本体の双方での
設定変更による設定の混乱を避けるためにも、ここで操作できる一部の設定を含め、録画機の設定変更は
本体操作にて行う事をお勧め致します。（この機能は原則使用をお勧めしません。）

分割画面表示
　「②分割画面ボタン」をタップすると、プレビュー画面に表示する画面の数を変更できます。

分割画面数の一覧が表示されます。4 画面でお使いの場合、「4」をタップしてください。

Original Scale：
　録画機で設定した解像度のアスペクト比で表示します。映像に余白部
　分が表示されます。
Stretch：録録画機の解像度に関係なく、アプリのプレビュー画面の画
　面枠に合せて、アスペクト比を変動します。

System Set：
　録画機の時刻設定、上書き録画設定、ビデオ信号の設定を確認、変更
　できます。
Network Set：
　録画機のネトワーク設定を確認、変更します。設定を誤ると接続が途
　切れる事もありますので、設定の際はご注意ください。
Image Set：
　映像の明るさ、コントラストを調整できます。
Channel Set：
　各チャンネルの画質や解像度を確認、変更できます。
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プレビュー画面
　プレビュー画面で映像をダブルタップすると、1 画面表示に切替わります。
　また、スマートフォンを横に向ける事で、横向きのフルスクリーン表示に切替わります。
登録編集画面
　「⑦編集ボタン」をタップすると登録した録画機の登録情報を確認、編集できます。

◆ Android での設定
　インストールしたアプリを起動します。

（1）アプリを起動すると、デバイス（録画機）追加のボタンが表示されます。「Sure」をタップして登録
　　画面を開きます。

（2）QR コードマークをタップし、読み取り画面を開きます。
（3）QR コードリーダーが起動し、録画機の表示画面に表示される QR コードを読み取ります。
　　（P.25.26 参照）

（4）登録情報を入力します。
　　IPAddress：自動で入力されます。変更は出来ません。
　　User：Admin（初期値）が入力されています。ここには録画機のログインユーザー名
　　　　　（P.10.11 参照）  を入力します。変更している場合は変更したユーザー名を入力します。
　　Password：初期値は空白（パスワード無し）です。ここには録画機のログインパスワード
　　　　　　　　（P.10.11 参照）を入力します。設定している場合は設定したパスワードを入力します。

　　入力したら、右上のチェックマークをタップします。　

右上の鉛筆マークをタップして、情報を変更できます。
ユーザー名やパスワードを変更し、遠隔監視が出来なくなった場合には、
ここから登録情報を変更する事で、再度アクセスが可能になります。

変更したら、右上のチェックマークをタップして保存します。

（1） （2） （3） （4）
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　登録が完了したら、左上の戻るボタンをタップし、
　アプリのトップ画面に戻ります。

⑪トークボタン：本機では使用しません。
⑫ PTZ ボタン：PTZ カメラ接続時に使用します。

各種設定
　「①設定ボタン」をタップすると、録画機の設定、操作を行う事が出来ます。

①設定ボタン：表示している録画機の各種設定を行います。
②分割画面ボタン：分割画面表示を切り替えます。
③プレビュー画面：録画機の映像を表示します。
④チャンネルボタン：
　タップして映像を表示します。更にボタンをタップすると、各チャ
　ンネルの映像の表示 / 非表示を切り替えます。
⑤追加ボタン：新規に録画機を登録します。
⑥録画機の表示：
　登録しているデバイスが表示されます。オンライン時にはグリーン
　表示になります。
⑦編集ボタン：登録した録画機の登録情報を確認、編集します。
⑧静止画保存ボタン：選択したチャンネルの静止画を保存します。
⑨動画保存ボタン：
　選択したチャンネルの映像を保存します。タップして保存開始、再
　度タップして保存を終了します。
⑩音声ボタン：音声を聞きます。録画機にマイク接続時使用できます。

　　　Android アプリの使用方法について
　　◆ Android アプリの操作方法の多くは、iPhone とほぼ同じ操作になります。P.26 を参照に、
　　　各操作を行って下さい。以降の項目では、iPhone アプリと大きく操作方法が異なる箇所のみ
　　　載しています。

Local File：保存した静止画、録画ファイルを表示します。
Remote Playb...：録画機に保存された映像を遠隔再生します。
Alarm Detail：本機では使用しません。
Local Setting：本機では使用しません。
Push Setting：本機では使用しません。
Remote Set：録画機の簡易設定を行います。
Help：ヘルプを表示します。

アプリから設定できる項目は、全体機能の一部です。録画機本体の設定は、本体操作画面から行う事を
お勧め致します。
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Local File - スマートフォンに保存した静止画、動画を見る
　iPhone と同じ操作になります。（P.28 参照）

Remote Playback - 録画機に録画された映像を遠隔再生する
　インターネットを介して、録画機のハードディスクに保存された録画ファイルを再生します。

（1）録画ファイルの検索画面が表示されます。「Channel」で検索するチャンネル、「Time」で日付　　
　　を指定します。

（2）チャンネル選択画面です。複数チャンネルを選択可能ですが、同時再生は回線速度の低下に繋がりま
　　すので、1 チャンネルずつ選択してスムーズに再生する事をお勧めします。
　　選択したら「Sure」をタップします。

（3）日付を指定します。検索したい日付を設定して「設定」ボタンをタップします。
（4）再生を開始します。映像下のタイムラインをフリックでスライドして、好きな時間帯の録画映像を
　　ご覧いただけます。

Remote Set - 録画機の設定変更
　録画機の設定を変更する事が出来ます。変更できる項目は一部です。アプリ上と録画機本体の双方での
設定変更による設定の混乱を避けるためにも、ここで操作できる一部の設定を含め、録画機の設定変更は
本体操作にて行う事をお勧め致します。（この機能は原則使用をお勧めしません。）

（1） （2） （3） （4）

System：
　録画機の時刻設定、ビデオ信号の設定を確認、変更　できます。
Channel：
　各チャンネルの画質や解像度を確認、変更できます。
Network：
　録画機のネトワーク設定を確認、変更します。設定を誤ると接続が途 
　切れる事もありますので、設定の際はご注意ください。
Color：
　表示映像の明るさ、コントラストを調整できます。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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プレビュー画面
　プレビュー画面で映像をダブルタップすると、1 画面表示に切替わります。
　また、スマートフォンを横に向ける事で、横向きのフルスクリーン表示に切替わります。
登録編集画面
　「⑦編集ボタン」をタップすると登録したデバイスの登録情報を確認、編集できます。

◆ Android での設定

変更したら、右上のチェックマークをタップして保存します。

　　　　お知らせメール設定
　インターネットに接続する事で、メールの設定が出来るようになります。メールの設定を行うと、動体
検知時にお知らせメールを受け取る事が出来ます。

①右クリック「メインメニュー」＞「ネットワーク」を開き、「Email」をダブルクリックします。

②メールアドレスを設定します。

（1） （2）
（1）編集するデバイスを選択します。表示されている
デバイス名または映像のサムネイルをタップします。

（2）編集画面が表示されます。右上の鉛筆マークをタッ
プすると、内容を修正出来ます。

　録画機のユーザー名やパスワードを変更し、遠隔監
視が出来なくなった場合には、ここから登録情報を変
更する事で、再度アクセスが可能になります。

受け取る側のメールアドレスはどのようなアドレスでも設定できますが、送る側のアドレスは Gmail
を推奨しております。以下の設定は Gmail 使用時の設定です。

SMTP サーバー：「smtp.gmail.com」と入力します。
有効：チェックを入れます。
ポート：「465」と入力します。
パスワード：Gmail アカウントのパスワードを入力します。
送信元：送信者のメールアドレス（Gmail アドレス）を入力します。
件名：メールの件名です。自由に変更できます。
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受信者：受信側のメールアドレスを入力します。
SSL 有効：チェックを入れます。

設定が完了したら、「OK」をクリックします。以上で設定完了です。

【動体検知お知らせメールを送信する】
　動体検知時にメールを送信します。P.17「動体検知録画」を参照に、動体検知の設定を行います。
①右クリック「メインメニュー」＞「システム設定」＞「アラーム設定」を開きます。

②更に「アラーム設定」＞「ビデオ検出」タブを開き、「動体検出」にチェックを入れ、「設定」をクリッ
クします。

③「ビデオ検出・動体検知・設定」画面が開くので、更に「設定」
タブを開き、「Email 送信」にチェックを入れます。

設定が完了したら、「OK」をクリックして、「アラーム設定」画面に戻ります。
⑧「アラーム設定」画面の「コピー」ボタンをクリックし、コピー先チャンネルを指定します。
　「フル」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。

　

　動体検知メール送信の設定が完了しました。

動体検知の詳細な設定方法については P.17「動体検知録画」をご参照ください。

この時点ではメールはまだ送信されません。メールの送信を行うには、動体検知設定にて、Email 送信
を有効にします。
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　　　メールが来ない！　- 　以下の点をご確認ください。
　　◆設定内容に間違いが無いかをご確認ください。
　　◆ Gmail をご利用でメールが届かない場合、Gmail のセキュリティ設定によって、メールがブロ
　　　ックされている可能性があります。以下の設定でセキュリティの変更を行ってください。
　　　① Google アカウントにログインします。パソコンでインターネットを開き、「google」と
　　　　検索して、google トップページからログインします。

　　　②ログイン後、画面右上に表示されたメールアドレスをクリ
　　　　ックし、「アカウント」をクリックします。

　　　③「ログインとセキュリティ」項目の「接続済みのアプリとサイト」をクリックします。

　　　③「安全性の低いアプリの許可」を有効にします。

　　　⑤設定が変更され、メールが届くようになります。
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　　　　パソコンでの遠隔監視
　インターネットを通して、パソコンから録画機の映像を見る事が出来ます。パソコンで見る場合、2 通
りの接続方法があります。

【ローカルネットワーク上のパソコンから遠隔監視する】
　録画機と同じネットワーク上のパソコンから録画機にアクセスします。録画機を設置している建物内の
パソコンからアクセスする場合は、こちらの方法になります。（MacOS には対応しておりません。）

①パソコンで Internet Explorer を起動します。
②ホームページアドレス（http:// ～）が表示されるアドレスバーに、録画機の IP アドレスを入力します。
録画機の IP アドレスは、「ネットワーク構成」で確認出来ます。（P.25 参照）

上図のように IP アドレスを入力し、キーボードのエンターキーを押します。
③プラグインのインストールが表示されます。「インストール」をクリックします。

インストールが開始されます。
※「管理者の許可が必要」と表示された場合は、「許可」をクリックしてください。

③ログイン画面が開きます。ここでは録画機のユーザー名、パスワードを入力します。（P.9 参照）
変更している場合は、変更したユーザー名、パスワードを入力してください。

「Login」をクリックしてログインすると、4 分割画面が表示されます。

③画面左上の「All」ボックスにチェックを入れると、映像が表示されます。
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Internet Explorer で見れない場合
　録画機と同じネットワーク上にあるパソコンからインターネットブラウザを使って遠隔監視を行う際、
プラグインをインストール出来ない、アクセスがブロックされる等で正常に接続できない場合、パソコン
のセキュリティの設定を変更する事で遠隔監視が可能になります。以下の手順に従って、パソコンの設定
を行ってください。

①パソコンの「インターネットオプション」を開く
インターネットエクスプローラーでカメラ画面を表示したまま、「インターネットオプション」を開きます。
Windows8/8.1 の場合
 画面の右上隅または、右下隅にカーソルを合わせ、表示されるチャームバーから「設定」をクリックし、「コ
ントロールパネル」を開きます。

上記手順でコントロールパネルが開けない場合、スタート画面左下の↓矢印から「アプリ」の画面を表示し、
「コントロールパネル」をクリックしてください。

「ネットワークとインターネット」→「インターネットオプション」の順にクリックします。

Windows Vista/7 の場合
インターネットエクスプローラーを起動し、上部メニューバーの「ツール」もしくは歯車のマークから

「インターネットオプション」をクリックします。
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1. 設定を変更する
Windows Vista/7/8/8.1 共通

　「インターネットオプション」の「セキュリティ」タ
ブをクリックし、「信頼済みサイト」のマークをクリッ
クして表示された「サイト」ボタンをクリックします。

　「この web サイトをゾーンに追加する」の欄に、録
画機の IP アドレスを「http://192.168.xx.xx」の形
で入力します。
入力したら、右の「追加」ボタンをクリックします。

　「web サイト」の欄に IP アドレスが追加されたのを
確認したら、下の「このゾーンの～」のチェックボッ
クスのチェックを外し、「閉じる」ボタンをクリックし
ます。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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設定したら「OK」をクリックします。最初の画面に戻るので、再度「OK」をクリックして、設定完了です。
再度 P.35 を参照し、録画機にアクセスしてください。

　最初の画面に戻るので、次に「レベルのカスタマイズ」
をクリックします。

　セキュリティ設定画面が開くので、「ActiveX コン
トロールとプラグイン」の項目内の設定を以下のよう
に変更します。

□ ActiveX コントロールとプラグインの実行　　　
　：有効にする
□署名された ActiveX コントロールのダウンロード 
　：ダイアログを表示する
□未署名の ActiveX コントロールのダウンロード　
　：有効にする

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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【操作画面】
　操作パネルの機能は以下の通りです。

Ⓐプレビューチャンネル選択：チェックを入れたチャンネルの映像が表示されます。
Ⓑ画面切替：左から「1 画面表示」「4 画面表示」「次チャンネル表示」を切り替えます。
Ⓑ操作パネル：
　Capture：静止画をパソコンに保存します。
　Backup：動画をパソコンに保存します。ボタンを押すと保存が始まり、再度押すと停止します。
　Playback：録画機に保存された録画データを再生します。
　Setup：録画機の各種設定を行います。
　PTZ：PTZ カメラをコントロールします。PTZ カメラ（別売）接続時に使用します。
　Exit：操作を終了します。

【録画映像を再生する】
　ローカルネットワークのパソコンから、録画映像を再生します。
①「Playback」をタップすると、右の操作メニューが表示されます。
カレンダーから再生したい日にちを選択し、最上部のチャンネル選択で、再生したい
チャンネルにチェックを入れます。（「All」で全チャンネル再生）

②映像が再生されます。

映像の下のタイムラインを操作する事で、お好きな時間帯の映像を再生します。
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【録画映像をダウンロードする】
　パソコン上の操作画面から、録画機に保存された録画データをパソコンにバックアップ（ダウンロード）
します。
①「Backup」をクリックして、録画データ検索画面を開きます。

①録画データリスト表示：検索された録画データの一覧が表示されます。

②検索設定画面：カレンダーから検索したい録画日時を設定します。
　Buckup mode：「Buckup by time」を選択します。
　Type：「All」を選択します。
　Channel：バックアップするチャンネルを選択します。「All Channels」で全チャンネルを検索します。
　Time：検索したい録画時刻を設定します。
　Query ボタン：検索を開始します。クリックすると、①に検出された録画データが一覧表示されます。

③バックアップ状態：バックアップの開始や進捗状況を表示します。
　Save pass：バックアップするフォルダを指定します。
　Free capacity：バックアップ出来る容量を表示します。
　Select file total size：選択した録画ファイルの容量を表示します。
　Buckup ：バックアップを開始します。①の検出データをクリックして選択し、ボタンを押します。
　Download progress：バックアップの進捗状況を表示します。
　Background buckup ボタン：
　　バックアップをアプリケーションのバックグラウンドで行います。バックアップ開始後、他の操作を
　　行う場合にクリックします。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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【バックアップした録画映像を再生する】
　バックアップした録画データを再生する為には、「VLC メディアプレーヤー」という再生ソフトをイン
ストールする必要がります。

①インターネットの検索で「VLC メディアプレーヤー」と検索し、「VLC メディアプレイヤーの公式ダウ
ンロード - VideoLAN」のページを開きます。

②「VLC のダウンロード」ボタンをクリックすると、ソフトのダウンロードが開始されます。ダウンロー
ドが完了したら、ファイルを開き、ソフトをインストールします。

③ VLC プレーヤーを起動し、設定を変更します。
メニューバーの「ツール」＞「設定」をクリックします。

　 ④「入力 / コーデック」の項目をクリックして開き、左最下部
の「設定の表示」の「すべて」にチェックを入れます。
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⑤設定の詳細が表示されます。「入力 / コーデック」＞「デマルチプレクサー」をクリックし、画面右の「デ
マルチプレクサーモジュール」から「H.264 ビデオ デマルチプレクサー」を選択し、保存ボタンをクリッ
クします。

⑥ VLC メディアプレーヤーの画面に、バックアップした動画ファイルをドラッグ＆ドロップすると、動
画が再生されます。

　

一度設定を行えば、次回起動時からは上記の設定変更は不要です。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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【外部ネットワークのパソコンから遠隔監視する】
　録画機と違う場所にある外部ネットワークのパソコンから録画機にアクセスします。例えば自宅に設置
した録画機に、職場からアクセスする等の場合はこちらの方法です。（MacOS には対応しておりません。）

①遠隔監視ソフト「CMS」をインストールします。付属の CD-R をパソコンに挿入し、内容のファイル
「CMSVision_PureVer_Black.exe」をダブルクリックしてインストールします。

　セキュリティの警告が表示された場合は「実行」をクリックしてください。インストール画面が開き、
「Install」をクリックすると、インストールが始まります。
　インストールが完了すると、インストール画面が閉じられ、デスクトップにアイコンが出来ます。

②アイコンをダブルクリックしてソフトを起動すると、ログイン画面が表示されます。
　ここでは、ソフトを起動する為のログインです。録画機のログインではありません。
　「Username」には「System」と入力されていますが、そのまま「Login」をクリックします。

ソフトが起動します。（右図）

②デバイスを登録します。
画面左上の「Add/Remove Device」をクリックすると、デバイス登録画面が開きます。
登録画面の右上の虫眼鏡マークをクリックします。
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登録するデバイス情報の入力画面が表示されます。
「Description」と「Host name or IP」の入力欄に、録画機の
P2PID を入力します。録画機の P2PID は、「メインメニュー」＞

「ネットワーク構成」に記載されています。

P2PID を入力したら「P2P」にチェックを入れ、「Confirm」をクリックします。

登録したデバイスの P2PID がリストに追加されます。P2PID をクリックし、選択した状態で「Login」
をクリックします。

4 分割画面に戻ります。（右図）左上の
「Device List」に追加したデバイスが表示されます。

デバイスの状態は、正常に繋がっている場合と、繋がっていない場合で表示が異なります。

正常に繋がるまでしばらくお待ちいただく場合がありますが、通常 1 ～ 2 分ほどで接続が完了します。
しばらく待っても接続されない場合、本体の電源が入っていない、LAN ケーブルが接続されていない、
P2PID やユーザー名、パスワードの入力に誤りがある等が考えられます。

繋がっている 繋がっていない

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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③映像を映します。
登録したデバイス名の左の「+」をクリックし、チャンネルを表示します。
4 分割の画面をひとつずつ選択し、チャンネル名をダブルクリックする事で、画面上に映像を表示します。

【録画映像を遠隔再生する】
　録画機のハードディスクに保存された録画映像を再生します。
①右メニューの「Recording Features」＞「Remort playback」をクリックします。

再生画面が表示されます。
②日時とチャンネルを指定して、録画データを検索、再生します。

Choose Date：録画データの開始日、終了日を設定します。
Choose Time：録画データの開始時刻、終了時刻を設定します。
Record Type：「All record」を選択します。
Choose channel：検索するチャンネルを選択します。

設定したら、右下のサーチボタンをクリックします。
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【録画データをダウンロードする】
　引き続き遠隔操作で録画機に保存された録画データをパソコンにダウンロードします。
①録画データのリストから、ダウンロードしたい録画データを選択し、ダウンロードボタンをクリックし
ます。

②保存先を指定し、名前を付けて「保存」をクリックします。
ダウン　ロードが開始されます。ダウンロードが終わったら、ダウンロードした動画を再生できます。
　　　　

【映像をパソコンに保存する】
　画面に表示された映像を、ソフトを介してパソコンに直接保存します。
①再生画面下の「Start all record」ボタンをクリックし、映像の保存を開始します。
　各チャンネル名の横に、保存中を示すグリーンの●印が表示されます。
　　　

　　　　　　　　　　　　　

②保存を停止する場合は、「Stop all record」をクリックします。　

【保存した映像を再生する】
　上記「Start all record」ボタンで保存した映像を再生します。
①右メニューの「Recording Features」＞「Local playback」をクリックします。

「Record Files list」に検索された録画データが表示されます。
見たい録画データをダブルクリックすると、映像が再生されます。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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再生画面が表示されます。
画面下部のタイムライン上にグリーンのラインが表示された時間帯が、録画されている時間帯です。
その部分をマウスでクリックすると、再生が始まります。

再生を終了し画面を閉じる場合は、右下の　　　　　　マークをクリックします。

※「Start all record」ボタンで保存した録画データは、このソフト上でのみ再生が可能です。
　AVI 等の動画ファイルは作成されません。
②保存を停止する場合は、「Stop all record」をクリックします。　

　　　　録画したデータを削除する
　録画ファイルを削除する場合、内蔵ハードディスクをフォーマットします。必要な録画ファイルをバッ
クアップの上、行って下さい。
①右クリック＞「メインメニュー」＞「HDD」を開きます。

② HDD の詳細画面が開きます。「書込可能」と表示されたハードディスクにチェックを入れて、「フォーマッ
ト」をクリックします。

③「再起動が必要です」と表示されるので、「OK」をクリックします。
　再起動が完了すればフォーマット完了です。

※「システム設定」＞「メンテナンス」からも、ファイルの自動削除を設定できます。（P.51 参照）

遠隔操作による録画機の設定を変更する場合、変更できる設定に制限があります。一部の設定は録画機
本体にて操作して頂く必要があります。
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　　　　その他の設定画面
　メインメニュー画面からの、その他の設定項目についてご案内します。

【ビデオ＞基本構成】
録画画質に関する設定です。画質の調整や
メインストリーム（左）とサブストリーム（右）の設定値があります。

ビットレート制御：　ビットレートの固定・可変を切り替えます。固定にするとファイルサイズを節約し
ます。可変にすると、より高い画質で録画します。
オーディオ：チェックを入れると録音が有効になります。※マイク接続時のみ有効
ビットレート：1 秒間のデータ量です。数値が高いほど画質が良くなりますが、ファイルサイズが大きく
なります。（初期値でのご利用を推奨します。）
キャプチャー：本機では使用しません。
その他の設定：日付や時刻の表示個所、プライバシーマスク（非表示エリア）の設定を行います。

【ビデオ＞スケジュール】
録画スケジュールを設定します。（P.16 参照）

【バックアップ】
バックアップを行います。（P.23 参照）

【ネットワーク構成】
ネットワークの設定を確認、変更します。（P.25 参照）
設定を行う事で、遠隔監視やお知らせメールの送信を行えます。

【ネットワーク】
ネットワークを使用した各機能の設定を確認、変更します。主にメール設定時に操作します。（P.33 参照）

FTP：FTP の設定を行います。ご利用には FTP サーバーの契約が別途必要です。
UPnP ポート：本機では使用しません。
3G：本機では使用しません。
ワイヤレス：本機では使用しません。

チャネル：設定を変更するチャンネルを選択します。
エンコード：ファイル形式です。
解像度：画像サイズです。（変更不可）
フレームレート：
　1 秒間の表示コマ数です。大きいほどなめらかな映像が表示
　されます。

PPPoE：本機では使用しません。
NTP：本機の時刻設定を行います。（P.13 参照）
Email：Email 設定を行います。（P.33 参照）
IP の復元：IP アドレスのアクセス制限を設定します。
DDNS：
ダイナミック DNS の設定を行います。ご利用には DDNS サー
バーの契約が別途必要です。
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【HDD ＞基本構成】
ハードディスクの状態を確認したり、フォーマットを行います。（P.48 参照）

【HDD ＞イベント】
ハードディスクの動作状況ログを表示します。

【システム設定＞システム構成】
録画機本体の設定を確認、変更します。

HDD 上書き：「上書き」でご利用下さい。
1 ファイルの長さ：1 ファイルの長さです。初期値は 60 分です。
DVR No：本機では使用しません。
ビデオ信号：「NTSC」で使用します。
メニュー待機：操作を停止して、ログアウトするまでの時間を設定します。

【システム設定＞ユーザー管理】
ユーザーアカウントを設定します。（P.11 参照）

【システム設定＞チャネル設定】
カメラの接続モードを設定します。本機では、130 万画素までの高画質 AHD カメラと 52 万画素までの
アナログカメラを接続できます。

※初期状態では「1」のモードになっています。このままお使い下さい。
※モードを変更する場合、ハードディスクのフォーマットが必要です。設定変更後に自動的に再起動を行い、
ハードディスクをフォーマットします。

タイプ：HDD の仕様状態を表示します。「セットアップ」ボタ
ンから状態を変更可能です。
　書込可能：録画できる状態です。このままお使い下さい。
　読取専用：保存したデータの読み取りのみ可能な状態です。
　　　　　　録画出来ません。
　冗長：バックアップディスクとして使用する機能ですが、
　　　　本機では使用しません。

システム時間：録画機の時刻を設定します。（P.13 参照）
日付フォーマット：時刻表示の形式を設定します。
サマータイム：サマータイムを設定できます。
日付区切り：-( ハイフン ).( ドット )/( スラッシュ ) の
　　　　　　区切り記号を設定します。
時刻表示：12 時間表示 /24 時間表示を切り替えます。
言語選択：使用する言語を選択します。

1：AHD カメラ 4 台を接続するモードです。全てのカメラが
100 万画素以上のカメラの場合、このモードを選択します。
2：AHD カメラ 2 台とアナログカメラ 2 台を接続するモード
です。
3：アナログカメラ 4 台を接続するモードです。
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【システム設定＞出力モード＞画面表示】
画面上に表示する項目を設定します。

【システム設定＞出力モード＞モニター表示】
モニター出力解像度の変更を行います。

【システム設定＞出力モード＞ポーリング】
チャンネル自動巡回機能を設定します。（P.15 参照）

【システム設定＞初期化】
設定を初期化します。

【システム設定＞メンテナンス】
設定する事で、決められた時刻に自動的に再起動を行います。

透明度：メニュー表示の透明度を設定します。
チャネル名：各チャンネル名の変更を行います。
日付と時刻表示：日付や時刻の表示 / 非表示を切り替えます。
チャネル名表示：各チャンネル名の表示 / 非表示を切り替えま
す。
ブートウィザード：本機では使用しません。

解像度：出力解像度を変更します。（P.8 参照）
幅：画面の縦サイズを変更します。
高さ：画面の横サイズを変更します。
※「幅」「高さ」は、アナログ映像（BNC）出力時にのみ変更
します。HDMI 及び VGA 出力では使用しません。

チェックした各項目を初期値に戻します。
ここでは、設定した項目のみの初期化を行います。
工場出荷時に設定を戻す場合は、「システムシャットダウン」
＞「出荷時再起動」から操作を行います。

自動的にシステムを再起動する：
日時を指定する事で、指定した時刻に自動で再起動を行い、シ
ステムの異常があった場合に復旧を行います。
ファイルを自動的に削除：
日数を指定すると、指定した日数以前の録画ファイルを自動的
に削除します。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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【システム設定＞アラーム設定＞アラーム】
外部アラーム接続時に使用する設定です。本機は外部アラーム接続未対応の為、使用しません。

【システム設定＞アラーム設定＞ビデオ検出】
動体検知、ビデオ信号ロス時の設定を行います。

ビデオ信号ロス：チェックを入れると、映像が遮断した際の動作設定が有効になります。
　設定：動体検知の詳細設定を行います。

【システム設定＞アラーム設定＞ビデオ検出＞予約時間帯】
動体検知を実行する時間帯を設定します。（P.19 参照）

【システム設定＞アラーム設定＞ビデオ検出＞連動】
動体検知時に実行する機能を選択します。（P.19 参照）

【システム設定＞アラーム設定＞ビデオ検出＞設定】
お知らせメール送信などの通知設定を行います。（P.33 参照）

【システム設定＞異常時警報】
録画機に異常が発生した場合の動作を設定します。

IP の競合：IP アドレスが他のインターネット機器と競合している場合の通知設定を行います。
　設定：動体検知の詳細設定を行います。
HDD のエラー：ハードディスクにエラーが発生した場合の通知設定を行います。

【システム設定＞アラーム設定＞アラーム出力】
外部アラーム接続時に使用する設定です。本機は外部アラーム接続未対応の為、使用しません。

チャネル：設定するチャンネルを選択します。
動体検出：チェックを入れると、動体検知設定が有効になりま
す。（P.17 参照）
　エリア：検知エリアを設定します。
　感度：検知感度を設定します。
　設定：動体検知の詳細設定を行います。

HDD 無し：ハードディスクが認識されない場合の通知設定を
行います。
HDD 領域不足時：設定した容量を下回った場合の通知設定を
行います。
ネットワーク異常：ネットワーク回線に異常があった場合の通
知設定を行います。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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【モニター調整】
　右クリック＞「モニター調整」から、画面の明るさ・色合いの調整が出来ます。
2 つの時間帯で設定出来るので、昼夜で明るさを切り替える事が出来ます。

トーン：明るさ：コントラスト：彩度：カーソルをスライドして、値を調整します。
ゲイン：感度を調整します。初期値のままでご利用下さい。
ＷＢ：ホワイトバランスの調整幅を設定します。初期値のままでご利用下さい。

【システムシャットダウン】
　右クリック＞「システムシャットダウン」から、ログアウト、電源オフ等の操作を行います。

【システム設定＞アラーム設定＞ビデオ検出】
動体検知、ビデオ信号ロス時の設定を行います。

設定時刻：
　時間帯を指定します。
　例：日中（7:00-18:00）、夜間（18:00-7:00）

チェックを入れて、設定時刻を有効にします。

リセット再起動：
工場出荷状態に戻します。ユーザー設定を除く設定の全てが初
ログアウト：ログアウトします。
電源を切る：電源を切ります。
再起動：録画機を再起動します。
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・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）

　　　　故障かなと思ったら

カメラの映像が映らない・ハードディ
スクを認識しない・録画機（DVR）の
電源が入らない等、録画機が正常に動
作しない場合

◆録画機を再起動してみて下さい。再起動により復旧する場
合があります。
◆配線に誤りはございませんか？
　原因として、誤って集音マイク電源等別の機器の電源アダ
プターを録画機に接続しているケースが多くございます。別
紙「簡単セットアップ～仮接続と録画テスト～」をご覧いた
だき、配線や接続に誤りが無いかをご確認ください。
◆ 5 分配電源ケーブルが一部断線の可能性があります。
　（必ず電源コンセントを抜いて確認してください。）映らな
いカメラケーブルに繋がっている分配電源プラグを取り外し、
正常に映るカメラケーブルに繋げてください。その結果正常
に映った場合、5 分配電源ケーブルの不具合の可能性がござ
います。カスタマーサポートまでお問い合わせください。
◆電源アダプターの電源プラグと直接録画機接続して下さい。
　（必ず電源コンセントを抜いて確認してください。）5 分配
電源ケーブルの 5 分配部分は、電源アダプタのケーブルから
取り外すことが出来ます。取り外すと、同じ形状の電源プラ
グが露出しますので、直接録画機に接続して、正常に動作す
るかを確認してください。（この場合はカメラ電源が供給され
ませんので、カメラ映像は映りません。カスタマーサポート
までご連絡ください。）

カメラの映像が映らない場合 ◆接続しているカメラとチャネル設定が一致しているかご確
認下さい。本マニュアル P.49「システム設定」＞「チャネル
設定」を参考に、チャネル設定が正しいかご確認下さい。
◆ビデオ信号が NTSC になっていない可能性があります。本
マニュアル P.49「システム設定」＞「システム構成」を参考に、
ビデオ信号を NTSC に変更して下さい。
◆カメラ本体に不具合の可能性があります。
　映像が映らないカメラ本体を延長ケーブルから外し、正常
に映るカメラの延長ケーブルに接続してください。映像が映
らない場合、カメラ本体に不具合が発生している可能性がご
ざいます。
◆カメラ延長ケーブルが断線の可能性があります。
　上記「カメラ本体に不具合の可能性があります」の方法で、
映像が正常に映った場合、カメラ延長ケーブルが断線してい
る可能性があります。
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モニターに映像が表示されない ◆各機器に電源は入っていますか？
　録画機本体及びモニターの電源が入っている事を確認して
ください。
◆ HDMI ケーブル使用時にこの症状が発生する場合、モニター
が録画機の解像度に対応していない可能性があります。
　モニターの表示解像度をご確認いただき、VGA ケーブルも
しくは付属のモニター用接続ケーブル（BNC/RCA）でモニ
ターと接続し映像を表示させ、本マニュアル P.8 を参照し、
録画機の解像度を変更してください。変更後 HDMI ケーブル
で接続してください。

カメラ映像が白黒になる、正常に映ら
ない

◆ビデオ信号が NTSC になっていない可能性があります。本
マニュアル P.49「システム設定」＞「システム構成」を参考に、
ビデオ信号を NTSC に変更して下さい。
◆電磁波などの干渉を受けている可能性があります。カメラ
延長ケーブルの配線をご確認いただき、ケーブルが金属や電
化製品に接触している場合は、離してお使いください。

赤外線暗視が正常に映らない ◆カメラの赤外線 LED は赤く点灯していますか？点灯してい
ない場合、正常に通電していない可能性があります。他の正
常なカメラと付け替えてみて、赤外線 LED が点灯するか確認
してください。
◆赤外線は物体に反射される事で、映像に白く映しだします。
赤外線を反射する物体が無い場合や被写体までの距離が遠い
場合、赤外線が反射されず、暗闇しか見えなくなる場合もあ
ります。カメラを近づける等で、赤外線が当たる位置にカメ
ラを設置して下さい。

映像がモニター画面に収まらない ◆本マニュアル P.50「システム設定＞出力モード＞モニター
表示」で解像度の設定及び表示の調整を行ってください。

マウスが動かない・表示されない ◆配線に誤りはございませんか？
　別紙「簡単セットアップ～仮接続と録画テスト～」をご覧
いただき、配線や接続に誤りが無いかをご確認ください。
◆マウスの底部分が赤く光っていますか？
　マウスの底部分が赤く光っていない場合、正常に通電して
いない可能性があります。マウスが正常に動作しておりませ
んので、カスタマーサポートまでご連絡下さい。

リモコンが動かない・表示されない ◆電池の向きをご確認下さい。
◆リモコンの信号は、録画機正面の「IR」（リモコン受信口）
に向けてご利用ください。
◆初めて使用する場合、リモコンの信号認識が遅れる場合が
あります。リモコン受信口に向けてしっかりとボタンを押し
て下さい。
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録画機（DVR）が勝手に再起動をする ◆ 5 分配電源ケーブルのプラグが露出していませんか？
　5 分配電源ケーブルに使っていない端子があり、絶縁処理
をしていない場合、端子が金属や他の機器に接触すると異常
電圧により録画機が再起動する事があります。使っていない
端子がある場合、故障や漏電の原因となりますので、絶縁テー
プなどで絶縁処理を必ず行ってください。
◆付属品の電源アダプタを使用していますか？
　付属品以外の電源アダプタをご使用の場合、電力不足等で、
機器類が正常に動作しない場合がございます。必ず付属の電
源アダプターをご利用ください。

動体検知で録画しない（動体検知が作
動しない）

◆動体検知の設定は正しいですか？
　P.17「動体検知録画」を参考に、設定が正しいかを確認し
てください。「感度」が " 低い " の場合は、" 最高 " に設定して
お試しください。また、「検知エリア」をご確認ください。マ
ス目をクリックまたはドラッグして、検知したいエリアを赤
く色付けして下さい。
◆「録画モード」は「自動」になっていますか？
　動体検知録画を行う設定にしたい場合、「録画モード」で「自
動」を選択します。（P.16 参照）「手動」の場合は動体検知設
定やスケジュールの設定に限らず、強制的に「連続録画」の
設定となります。
◆「録画スケジュール」は設定されていますか？
　P.17 を参考に、動体検知録画スケジュールの設定を行って
ください。この設定で動体検知録画のスケジュールを指定す
る事で、動体検知録画が有効になります。
◆「予約時間帯」は設定されていますか？
　P.17 を参考に、動体検知の予約時間帯を設定して下さい。
この設定がされていないと、動体検知を実行せず、検知録画
が行われません。

動体検知が反応しすぎる ◆動体検知の設定は正しいですか？
　P.17「動体検知録画」を参考に、設定が正しいかを確認し
てください。「感度」が " 最高 " の場合は、" 低い " に設定して
お試しください。また、「検知エリア」をご確認ください。マ
ス目をクリックまたはドラッグして、検知する箇所のみを赤
く色づけして下さい。映像に交通量の多い道路等が映ってい
ると、車や通行人が通るたびに動体検知が反応します。検知
エリアの指定でその部分を検知対象から除外することが出来
ます。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）

スケジュール通りに録画できない ◆全てのチャンネル（カメラ番号）に設定をしていますか？
　スケジュール録画の設定では、「チャネル」の項目で選択し
たカメラに対し設定を行います。P.16「スケジュール録画」
を参考に、各チャンネルのスケジュール設定を行ってくださ
い。
全台に同じスケジュールを設定する場合、「コピー」ボタンで
設定を他のチャンネルにも反映してください。

録画マークや検知マークが表示されな
い

◆モニター上に全画面が表示しきれておらず、表示が切れて
いる場合があります。その場合、P.50「システム設定＞出力
モード＞モニター表示」で解像度の設定及び表示の調整を行っ
てください。
◆全画面が正常に表示されているにもかかわらず、マークが
表示されない場合、録画設定が正常にされていない可能性が
あります。「録画モード」で「手動」を選択し、連続録画を有
効にしてみて下さい。（P.16 参照）

IE（インターネットブラウザ）で映像
が見れない

◆ネットワークに正しく接続されていますか？
　録画機を LAN ケーブルでルーターと接続してください。ま
た、P.25 を参考に、ネットワーク設定が正しく設定されてい
るか確認してください。
◆録画機と同じネットワーク上のパソコンですか？
　IE（インターネットブラウザ）での遠隔監視は、ローカル
IP アドレスを使用したアクセスとなり、録画機と同じネット
ワーク上のパソコン（録画機と同じルーターに繋がっている
パソコン）でしかご利用できません。外部パソコンから遠隔
監視する場合は、P.43「外部ネットワークのパソコンから遠
隔監視する」を参考に、遠隔監視を行ってください。
◆セキュリティ設定を変更してください。
　IP アドレスでアクセスした際、「ダウンロードがブロックさ
れました」と表示された場合、P.37「IInternetExplorer で
見れない場合」を参照の上、設定を保存して再度アクセスを
試みてください。
◆違うブラウザを使用してみてください。
　IE 以外にも、対応可能なブラウザはございます。Firefox
や Google Chrome を使用してアクセスをお試しください。
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遠隔監視で映像が見れない（パソコン） ◆ネットワークに正しく接続されていますか？
　本体を LAN ケーブルでルーターと接続してください。また、
P.25 を参考に、ネットワーク設定が正しく設定されているか
確認してください。
◆ P2P にチェックが入っていますか？
　P.25「ネットワーク構成」の「P2P」にチェックが入っ
ている事を確認してください。

遠隔監視で映像が見れない（スマホ） ◆ネットワークに正しく接続されていますか？
　本体を LAN ケーブルでルーターと接続してください。また、
P.25 を参考に、ネットワーク設定が正しく設定されているか
確認してください。
◆アプリは正しくインストールされていますか？
　P.25 を参考に、アプリの設定を正しく行ってください。
　アプリが正常にインストールできない場合、iPhone の場
合は App Store から、Android の場合は Google play から、
それぞれ「Smart Meye」を検索して、インストールしてく
ださい。

遠隔監視でコマ落ちやフリーズする ◆通信状況の良い場所でご利用ください。
　隔監視での映像の途切れは、回線速度に起因するものがほ
とんどです。電波の強い場所や WiFi スポット等でのご利用を
お勧めします。

通知メールが届かない ◆ネットワークに正しく接続されていますか？
　本体を LAN ケーブルでルーターと接続してください。また、
P.25 を参考に、ネットワーク設定が正しく設定されているか
確認してください。
◆メールの設定は正しいですか？
　P.33 を参考に、メールの設定が正しいかを確認してくださ
い。また、送信者として使用する推奨アドレスは Gmail アド
レスです。お使いのメールアドレスによっては使用できない
場合もありますので、Gmail アドレスをご利用下さい。
◆テストメールは届きますか？
　「メール設定」の項目を参考に「テスト」ボタンをクリックし、
テスト送信を実行してください。テスト送信が届かない場合、
Email 設定に誤りがあります。再度設定を見直してください。
　テスト送信メールが正常に届いて、動体検知メールが届か
ない場合は、動体検知時のメール送信がオフになっている可
能性があります。P.19 を参考に、Email 送信にチェックを
入れて下さい。

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）
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パスワードが分からなくなった 販売店にお問い合わせください。復旧の手順をご案内いたし
ます。

ハードディスクについて 　本キットにはハードディスクが組み込まれております。内
蔵のハードディスクは、ヘッドやモーターが摩耗、劣化する
消耗品です。消耗により書き込みのエラー等が発生する場合
がございますが、ハードディスクの交換によって改善するこ
とが出来ます。
　ハードディスクの交換をご希望の場合は、カスタマーサポー
トまでお問い合わせください。
※ハードディスクの保証期間はサプライヤー保証（10 ヶ月）
に準じます。ご了承くださいませ。

　

・ここまでの STEP でご不明の方
・説明書が分かりづらい方
・電話でサポートを受けたい方

お気軽にお電話ください。

☎０９２－５５８－３４９４
月曜～金曜　10：00 ～ 20：00　（土日・祝日休み）



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 3 年間 ※ 3 ご購入から 3 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。
※ 3 内蔵ハードディスクドライブの保証期間は、サプライヤー保証（12 ヶ月）に準じます。3 年保証の対象
外となりますので、ご了承くださいませ。
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・落下事故による故障・損傷
・お客様による不適切な修理・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・外部要因による故障・損傷
尚、納品後の故障により誘発される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。
商品ご購入後は直ちに付属品の不足や破損等をご確認ください。その後、別紙「簡単セットアップ～仮接続か
ら録画テストまで～」を参照の上、本製品の接続を行い、動作確認を行ってください。
万が一、付属品の不足や不良がありましたら、期間内に必ず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　　　　　

商品名　ACE セキュリティシステム 販売店

製品型番　VG-201-4

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）


