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取扱説明書

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
製品を安全に正しくお使い頂くため、あらかじめ本書をよくお読みになり十分にご理解の上で製品の使
用を開始してください。
また本書は保証書が含まれていますのでなくさないよう保管してください。
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安全上のご注意
ご使用前にこの「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保管して下さい。
 の「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害
こ
や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解して
から本文をお読み下さい。

警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性
が想定される内容を示しています。

・異常があるときは、電源をコンセントから外しすぐに使用をや
めてください
煙が出る・においがする・外部が劣化するなど、そのまま使用
すると火災や落下によるけが、器物破壊の原因となります。
・分解しない、改造しないでください
事故・火災・感電の原因となります。
・異物を入れないでください
水や金属が内部に入ると、事故・火災・感電の原因となります。
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・本製品の総質量に耐える場所に取り付けてください
落下や転倒によるけがや事故の原因となります。
・必ず指定された電源を使用してください
指定された電源以外では、火災・感電の原因となります。
・カメラを落としたり、ケースを破損したときは、すぐに電源供
給を停止してください
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 お買い上
げの販売店にご連絡ください。

注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定され
る内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

・移動の際は、ケーブルをはずしてください
ケーブルが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。
・落下など、強い衝撃を与えないでください
火災・感電の原因となることがあります。
・温度の高い場所に置かないでください
直射日光の当たる場所やストーブのそばなどに置くと、発熱・
火災の原因となることがあります。
・湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください
加湿器・調理台の近く・ほこりの多い場所などに置くと、発熱・
火災の原因となることがあります。
・熱がこもりやすい布などの上に置いたり、覆ったりしないで
ください
熱がこもって、火災の原因となることがあります。風通しの
よい状態でご使用ください。

・長時間使用しないときや、お手入れするときは、必ず電源を
コンセントから外し電源供給を停止してください
漏電・感電の原因になることがあります。

IW30

・振動の激しい場所には設置しないでください
落下によって、けがの原因になることがあります。

ワイヤレスカメラシステム

・設置の際は熱がこもりやすい狭い場所に押し込まないでくだ
さい
熱がこもって、火災の原因となることがあります。
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必ずお読みください
免責事項
・本製品は、特定のエリアを対象に監視を行うための映像を記録することを目的に作られたもの
です。この商品単独で犯罪などを防止するものではありません。
・火災・地震・雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、
その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・本製品を制御するためにご使用になった機器の記憶装置（SD メモリーカード・ハードディスク
など）に記録された内容は、故障・障害の原因に関わらず保証いたしかねます。
・本製品の設置作業により生じた建物への損傷やその他の損害について、当社は一切の責任を負
いません。
・本製品の使用、または使用不能から生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等
について、当社は一切の責任を負いません。

モーション録画の特性をご理解ください
本機の " モーション録画 " は接続されたカメラの映像 ( ノイズやフリッカー、頻繁な色調変化など )
に乱れがある場合、誤作動を起こしたり思い通りの動作をさせることが難しい場合があります。特
に以下のような場合、動作が不安定になります。

ワイヤレスカメラシステム
IW30

6

・背景と被写体 ( 動体 ) の色が近い場合
・夜間撮影時、ノイズが多く発生する
・夜間撮影時ホコリやクモの巣が映り込む
・被写体 ( 動体 ) の動きが遅い
・画面上の被写体が小さく表示されている場合 ( 被写体までの距離が遠い )
・車のライトや日光など、光源が差し込む場合
・蛍光灯などの照明がチカチカしている ( フリッカー )
・カメラに対して前後の動きをする被写体
設置の際は、被写体の動きを想定して被写体の動きにうまく反応するような設置位置を心がけて
ください。
昼と夜では検知に差が出ますので昼と夜両方の環境で動作をご確認ください。

記録データに関する免責
本機の不具合またはマイクロ SD カードの不具合・故障など、何らかの原因で記録データが破損・
消滅した場合、記録内容の保障はいたしません。
また、上記の内容に付随するあらゆる損害についても一切の責任を負いません。
当社では保存データの修復・復元・複製はいかなる場合に置いても致しませんのであらかじめご
了承ください。

画面の焼きつき
長時間変化のない映像 ( 動きの少ないカメラ映像 ) を画面に表示させたままにすると画面に残像
( 焼きつき ) が残ってしまう場合があります。
映像確認の必要がない場合などはアプリケーションを終了してください。

マイクロ SD(SDHC) カードについて
本機はマイクロ SD カード (FAT16 形式 ) と 32GB までのマイクロ SDHC カード (FAT32 形式 )
に対応しております。
SD スピードクラス ( 書き込み速度 ) は Class6 以上をご利用ください。Class6 以下をご利用にな
るとデータ書き込み時のトラブル ( 録画ミス ) が発生する可能性が高くなります。
また、MMC カードはご利用いただけませんのでご注意ください。

重要データの保存について

個人情報の保護について

IW30

本製品を使用したシステムで撮影された本人が判別できる情報に関しては、「個人情報の保護に関
する法律」で定められた「個人情報」に適用されます。
法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。

ワイヤレスカメラシステム

マイクロ SD カードが故障した場合、データの復旧は出来ません。
重要な録画データ ( 証拠映像など ) は他の SD カードやパソコンなど、複数の記録媒体に保存す
るなどして、不意の消失に備え対策を講じてください。
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1. 受信モニタ (IW-30M)		

x1

7.LAN 接続アダプター

x1

2. カメラ (IW-30-C)		

x1

8. 無線アンテナ ( カメラ用 )

x3

3. カメラ取付けブラケット		

x1

9.LAN ケーブル		      

x3

4. 受信モニタ用 AC アダプター

x1

10. 取付けネジセット

x1

5. カメラ用 AC アダプター

x1

取扱説明書（保証書付）

x1

6. AV 出力ケーブル ( 約 1m）

x1

各部名称

アンテナ取付部

カメラ

カメラレンズ
同期ボタン
赤外線LED(12個)

電源ランプ(緑)

明るさセンサー

取付金具

人感センサー

モニター

⑥

⑦

⑧ ⑨

①

⑩

⑪
⑫

②
③

⑭
⑮

④
⑤

⑥アンテナ

⑪メニューボタン

②microSDカードスロット

⑦液晶画面

⑫分割ボタン

③ネットワークポート

⑧電源ランプ

⑬消去/表示切替ボタン

④映像出力端子

⑨電源ボタン

⑭方向キー

⑤電源入力端子

⑩通信ランプ

⑮決定ボタン

⑯巡回監視ボタン
⑰録画ボタン
⑱再生ボタン
⑲リセットボタン

⑱
⑲

IW30

①USBポート

⑰
ワイヤレスカメラシステム

⑬

⑯
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カメラとモニターの固定

期ボタン

１．付属のネジを使用してカメラを固定します。
( 付属ネジで取付けできない場合はホームセンター等で壁材に適したものをお求めください。)

2．モニターを設置し、MicroSD カードまたは外付け HDD を接続します。

⑯
⑰
⑱
⑲

ワイヤレスカメラシステム

ボタン
ン
ン
ボタン

注意
※ホットスワップ対応の MicroSD カードや外付け HDD はお使いになれません。
※ファイルシステムは FAT32 となります。

IW30

※他の機器で使用されていた MiciroSD カードや外付け HDD を使用する場合は必ず本機でフォー
マットを行ってください。
※外付け HDD を利用する場合、外付け HDD の電源は、外部より取得してください。
※ MiciroSD カードはクラス４以上のものを使用してください。
※記録媒体は本体の電源を切った状態で接続・取り外しを行ってください。
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利用方法

5．
1．カメラとACアダプターを接続します。ACアダプターをコンセントへ接続します。

１．カメラと
AC アダプターを接続します。AC アダプターをコンセントへ接続します。
カメラの電源ランプが点灯し、電源が入ります。
1．カメラとACアダプターを接続します。ACアダプターをコンセントへ接続します。
カメラの電源ランプが点灯し、電源が入ります。

６

２．受信機とACアダプターを接続します。ACアダプターをコンセントへ接続すると受信機内のバッテリーへ

充電が行われます。
２．受信機と
AC アダプターを接続します。AC アダプターをコンセントへ接続すると

２．受信機とACアダプターを接続します。ACアダプターをコンセントへ接続すると受信機内のバッテリーへ
充電が行われます。
受信機内のバッテリーへ充電が行われます。

３．受信機の電源ボタンを押し、受信機の電源を入れます。電源ランプが点灯し、受信機の電源が入ります。
３．受信機の電源ボタンを押し、受信機の電源を入れます。電源ランプが点灯し、受信機の電源が入ります。

７

３．受信機の電源ボタンを押し、受信機の電源を入れます。電源ランプが点灯し、受信機の

４．工場出荷時にカメラと受信機の通信設定（同期）は行っておりますが、もし電源を
入れても映像が映らない場合は、説明書 19P の同期を確認してください。

ワイヤレスカメラシステム

４．工場出荷時にカメラと受信機の通信設定（ペアリング）は行っておりますが、もし電源を入れても映像が
電源が入ります。
映らない場合は、説明書１７Pのペアリングを確認してください。
４．工場出荷時にカメラと受信機の通信設定（ペアリング）は行っておりますが、もし電源を入れても映像が
映らない場合は、説明書１７Pのペアリングを確認してください。

IW30

11

画

5．ペアリングが行われていると、リアルタイムのカメラ映像がモニターに表示されます。
５．ペアリングが行われておりますと、リアルタイムのカメラ映像がモニターに表示されます。
5．ペアリングが行われていると、リアルタイムのカメラ映像がモニターに表示されます。

5．ペアリングが行われていると、リアルタイムのカメラ映像がモニターに表示されます。

日時表示
日時表示
日時表示
６．4分割表示ボタンを押すことで画面表示の切り替えが行えます。
６．4分割表示ボタンを押すことで画面表示の切り替えが行えます。

６．⑫分割ボタンを押すことでモードを切り替えることが出来ます。
６．4分割表示ボタンを押すことで画面表示の切り替えが行えます。

その後、⑭方向キーでカメラの切り替えが行えます。

へ
4画面表示
4画面表示
4画面表示

1画面表示

1画面拡大、3画面縮小表示
1画面拡大、3画面縮小表示
1画面拡大、3画面縮小表示
７．巡回ボタンを押すことで5秒、10秒、15秒、20秒、30秒おきの5つの巡回モードに切り替えることが
できます。
７．巡回ボタンを押すことで5秒、10秒、15秒、20秒、30秒おきの5つの巡回モードに切り替えることが
７．⑯巡回監視ボタンを押すことで
5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒おきの 5 つの巡回モード
できます。
７．巡回ボタンを押すことで5秒、10秒、15秒、20秒、30秒おきの5つの巡回モードに切り替えることが
に切り替えることができます。
できます。

。

す。

が

ワイヤレスカメラシステム

像が

1画面表示
1画面表示
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画面上のアイコンの意味
画面上のアイコンの意味
外付けHDを正常に認識しています
画面上のアイコンの意味
外付けHDを正常に認識しています

microSDカードを正常に認識しています
外付けHDを正常に認識しています
microSDカードを正常に認識しています
ルーターにアクセスできません
microSDカードを正常に認識しています
ルーターにアクセスできません
ネットワークに接続できません
ルーターにアクセスできません
ネットワークに接続できません
ネットワークに接続中です
ネットワークに接続できません
ネットワークに接続中です
ネットワークに接続中です

選択中のカメラ
選択中のカメラ
録画中
選択中のカメラ
録画中
電波の強度
録画中
電波の強度
カメラ番号
電波の強度
カメラ番号
ミュート
カメラ番号
ミュート
ミュート

録画

マニュアル録画
１．ライブ画面にて左右の⑭方向キーを押し、録画をしたいカメラを選択します。

動体検知

２．⑰録画ボタンを押すと、画面上に録画ランプが表示され録画が開始されます。

画面上に動きがあった場合に

３．再度⑰録画ボタンを押すことで録画を停止できます

アル録画

１．メニューボタンを押し、

２．左右の方向ボタンを押し

にて左右の方向ボタンを押し、録画をしたいカメラを選択します。

３．上下の方向ボタンを押し

を押すと、画面上に録画ランプが表示され録画が開始されます。

４．上下の方向ボタンでカメ

タンを押すことで録画を停止できます

５．OKボタンを押します。

６．上下の方向キーでアイテ

スケジュール録画

７．左右の方向ボタンで調整

８．OKボタンを押して終了し

録画開始時間と録画停止時間をスケジュール録画メニューより設定します。

ュール録画
設定した時間になると自動的に録画の開始、停止が行われます。

赤外線感知録画

録画停止時間をスケジュール録画メニューより設定します。設定した時間になると自動的に
止が行われます。
１．⑪メニューボタンを押してメニュー画面を表示します。

カメラのセンサー範囲に人

１．メニューボタンを押し、

タンを押してメニュー画面を表示します。
２．左右の方向ボタンにて録画を選択し、⑮決定ボタンを押します。

２．左右の方向ボタンを押し

ボタンにて録画を選択し、OKボタンを押します。
３．上下の方向ボタンにてスケジュール録画を選択し、⑮決定ボタンを押します。
ボタンにてタイマー録画を選択し、OKボタンを押します。

３．上下の方向ボタンを押し

ボタンにて、新規スケジュールを選択し、OKボタンを押します。
４．上下の方向ボタンにて、新規スケジュールを設定し、⑮決定ボタンを押します。

４．上下の方向ボタンでカメ

５．左右の方向ボタンを押し

スケジュール録画

日付

注意

全てのカメラ

カメラ

2013/11/15

※OFFに設定した場合、赤外線

金

開始時間

※赤外線センサーの有効距離は

終了時間

OK：選択

メニュー：終了

上下の方向ボタンにて項目を選択します。
左右の方向ボタンにて変更します。
OKボタンを押すことで設定が反映されます。

、自動的に録画の開始、停止が行われます。

※複数のチャンネルを同時に録

IW30

５．設定完了後、自動的に録画の開始、停止が行われます。

ワイヤレスカメラシステム

※1つの録画ファイルの最長時
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動体検知
画面上に動きがあった場合に録画を開始します。
１．⑪メニューボタンを押し、メニュー画面を開きます。
２．左右の⑭方向キーを押し、録画を選択し⑮決定ボタンを押します。
３．上下の⑭方向キーを押し、動体検知を選択し⑮決定ボタンを押します。
４．上下の⑭方向キーでカメラを選択し⑮決定ボタンを押します。
５．上下の⑭方向キーで変更したい項目を選択します。
６．左右の⑭方向キーで設定を変更します。
７．⑮決定ボタンを押して終了します。

赤外線感知録画
センサーが感知した場合に録画を開始します。
１．⑪メニューボタンを押し、メニュー画面を開きます。
２．左右の⑭方向キーを押し、録画を選択し⑮決定ボタンを押します。
３．上下の⑭方向キーを押し、動体検知を選択し⑮決定ボタンを押します。
４．上下の⑭方向キーでカメラを選択し⑮決定ボタンを押します。
５．上下の⑭方向キーで変更したい項目を選択します。
６．左右の⑭方向キーで設定を変更します。
７．⑮決定ボタンを押して終了します。

ワイヤレスカメラシステム
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ご注意
※ OFF に設定した場合、赤外線感知録画は OFF になります。
※赤外線センサーの有効距離は 10m となります。
※ 1 つの録画ファイルの最長時間は 5 分間となります。録画データは 5 分おきに保存されます。
※複数のチャンネルを同時に録画した場合、各録画データは独立したビデオファイルとして保存
されます。

再生
再生
再生
再生
１．ライブ画面より再生ボタンを押し、再生メニューを開きます。

１．ライブ画面より⑱再生ボタンを押し、再生メニューを開きます。
１．ライブ画面より再生ボタンを押し、再生メニューを開きます。
２．上下の方向ボタンを押し、再生したいフォルダーを選択します。

２．上下の⑭方向キーを押し、再生したいフォルダーを選択し⑮決定ボタンを押します。
２．上下の方向ボタンを押し、再生したいフォルダーを選択します。
３．OKボタンを押します。
３．OKボタンを押します。

４．上下の方向ボタンを押し、再生したいファイルを選択します。

３．上下の⑭方向キーを押し、再生したいファイルを選択します。
４．上下の方向ボタンを押し、再生したいファイルを選択します。
５．OKボタンを押すと映像再生が開始します。

５．OKボタンを押すと映像再生が開始します。
４．⑮決定ボタンを押すと映像再生が開始します。

左右方向ボタン 前へ戻る/次へ進む
左右方向ボタン
前へ戻る/次へ進む
OKボタン
一時停止
OKボタン 一時停止
メニューボタン
ライブ画面へ戻る
メニューボタン ライブ画面へ戻る

１．再生メニューを開き、上下の方向ボタンで削除したいフォルダーを選択します。
２．AVボタンを押すことで削除が行われます。
２．AVボタンを押すことで削除が行われます。

１．再生メニューを開き、上下の⑭方向キーで削除したいフォルダーを選択します。
注意
２．⑬消去
/ 表示切替ボタンを押すことで削除が行われます。
注意
空のフォルダーを削除することができます。
空のフォルダーを削除することができます。

ワイヤレスカメラシステム

消去
消去
１．再生メニューを開き、上下の方向ボタンで削除したいフォルダーを選択します。
消去

IW30
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外部出力
付属のケーブルを利用して、外部のモニターや TV と接続することができます。
1.

付属のケーブルで受信機と TV を接続し⑬消去 / 表示切替ボタンを押すことで TV の表示を切
外部出力
受信機をモニターやテレビと接続することができます。
り替えることができます

AV出力ケーブル

AVボタンを押すことで受信機とテレビの表示を切り替えることが出来ます。

システム設定
ライブ画面にてメニューボタンを押すことでメニュー画面を開きます。

メインメニュー

システム

録画

再生

カメラ

メニュー：終了

OK：選択

ワイヤレスカメラシステム

左右の方向キーでシステムを選択しOKボタンを押すことでシステムメニューが開きます。
システム
ネットワーク
日時合わせ
言語
録画モード

IW30
OK：選択
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メニュー：終了

AV出力ケーブル
AV出力ケーブル
AVボタンを押すことで受信機とテレビの表示を切り替えることが出来ます。
AVボタンを押すことで受信機とテレビの表示を切り替えることが出来ます。

メニュー操作

システム設定
システム設定
システム設定
ライブ画面にてメニューボタンを押すことでメニュー画面を開きます。
ライブ画面から⑪メニューボタンを押して、メニュー画面を開きます。
ライブ画面にてメニューボタンを押すことでメニュー画面を開きます。

メインメニュー
メインメニュー

システム
システム

録画
録画

再生
再生

カメラ
カメラ

メニュー：終了
メニュー：終了

OK：選択
OK：選択

左右の方向キーでシステムを選択しOKボタンを押すことでシステムメニューが開きます。

左右の⑭方向キーでシステムを選択し⑮決定ボタンを押すとシステムメニューが開きます。
左右の方向キーでシステムを選択しOKボタンを押すことでシステムメニューが開きます。
システム
システム
ネットワーク
ネットワーク
日時合わせ
日時合わせ
言語
言語
録画モード
録画モード

OK：選択
OK：選択

メニュー：終了
メニュー：終了

ワイヤレスカメラシステム
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システム設定
上下の方向キーを押し、変更したい項目を選択し OK ボタンを押します。
ネットワーク
日時合わせ
言語
録画モード
SD/USBフォーマット
記録媒体
ディスプレイアイコン
TVシステム

日付と時間の設定を行えます。
言語を設定できます。
上書き録画のON/OFFの切り替えが行えます。
microSDカードや外付けHDの初期化が行えます。
記録媒体を選択できます。
ディスプレイ上に表示するアイコンを選択できます。
テレビの信号を選択できます。

情報システム

システム情報を表示します。

システムアップグレード

システムの更新を行います。

画面表示切替時間
デフォルト設定
明度

ワイヤレスカメラシステム
IW30
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ネットワーク情報を確認できます。

巡回表示の表示時間を設定できます。
工場出荷時の設定に戻すことができます。
明るさを調整することができます。

アラーム音量

アラーム音を調整することができます。

省エネモード

省エネモードの設定を行うことができます。

明るさを調整することが出来ます。

明度

注意

※本機では使用できません。
ネットワーク情報を確認できます。
省エネモードの設定を行うことが出来ます。
日付と時間の設定を行えます。

アラーム音量
ネットワーク
省エネモード
日時合わせ

言

通常
１．
上書き

言語を設定できます。

言語

２．

上下の方向ボタンを押し、変更したい項目を選択しOKボタンを押します。
ネットワーク
録画モード

上書き録画のON/OFFの切り替えが行えます。

SD/USBフォーマット

microSDカードや外付けHDの初期化が行えます。

ディスプレイアイコン

ディスプレイ上に表示するアイコンを選択できます。

ネットワーク情報を確認できます。
記録媒体を選択できます。
記録媒体

1. ⑮決定ボタンを押すことで決定します。
ネットワーク
テレビの信号を選択できます。

TVシステム

情報システム
システム情報を表示します。
１．OKボタンを押して決定します。
2. ⑪メニューボタンを押すことで終了します。
システムアップグレード
システムの更新を行います。
２．メニューボタンを押すことで終了します
画面表示切替時間

ネットワーク

ミュート

録

・上下の⑭方向キーを押して選択します。

１．

２．
SD

スピーカーのON/OFFを切り替えることが出来ます。※本機では使用できません。

デフォルト設定
明度

巡回表示の表示時間を設定できます。

・⑮決定ボタンを押して、ネットワークのパラ
メータを表示します。
上下の方向ボタンを押して選択します。

工場出荷時の設定に戻すことが出来ます。

明るさを調整することが出来ます。
ネットワークパスワード

アラーム音量

※本機では使用できません。
ネットワークアドレス

省エネモード

省エネモードの設定を行うことが出来ます。
プッシュ通知
ネットワーク情報

１

注意 ２

OKボタンを押して、ネットワークの
・⑮決定ボタンを押して、変更を保存します。
パラメータを表示します。
OKボタンを押して、変更を保存します。
・⑪メニューボタンを押して終了します。
メニューボタンを押して終了します。

通常
上書

３

上下の方向ボタンを押し、変更したい項目を選択しOKボタンを押します。
OK：選択

メニュー：終了

※初期設定はパスワード無しです。動作確認時は「12345」を登録してください。

ネットワーク
日時合わせ

OKボタンを押して決定します。
１．OKボタンを押して決定します。
２．メニューボタンを押すことで終了します
日時合わせ

SD

ネットワーク
日付

左右の方向ボタンを押して選択します。
上下の方向ボタンを押して選択します。
上下の方向ボタンを押して調整します。
OKボタンを押して、ネットワークの
OKボタンを押して決定します。
パラメータを表示します。
メニューボタンを押して終了します。
OKボタンを押して、変更を保存します。
メニューボタンを押して終了します。

ネットワークパスワード
ネットワークアドレス

時間

プッシュ通知
ネットワーク情報

日時合わせ
OK：選択

１
２

４
３

メニュー：終了

OK：選択

日付と時間の設定を行えます。

メニュー：終了

日時合わせ
1. ⑮決定ボタンを押すことで決定します。
OKボタンを押して決定します。

・左右の⑭方向キーを押して選択します。

日時合わせ

・上下の⑭方向キーを押して調整します。

日付

時間

OK：選択

メニュー：終了

ワイヤレスカメラシステム

左右の方向ボタンを押して選択します。
・⑮決定ボタンを押して決定します。
上下の方向ボタンを押して調整します。
OKボタンを押して決定します。
・⑪メニューボタンを押して終了します。
メニューボタンを押して終了します。
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４

言語
言語を設定できます。

1.

⑮決定ボタンを押すことで決定します。

2.

⑪メニューボタンを押すことで終了します。

言語

１．OKボタンを押して決定します。

２．上下の方向キーで言語を選択しOKボタンを押すことで変更できます。
録画モード

上書き録画の ON/OFF の切り替えが行えます。

１.

⑮決定ボタンを押すことで決定します。

２.

上下の⑭方向キーでノーマルか上書きを選択し⑮決定ボタンを押します。

録画モード

ご注意
１．OKボタンを押して決定します。
２．上下の方向キーで通常か上書きを選択しOKボタンを押します。
ノーマル
：MicoroSD カードか外付け HDD 容量がいっぱいになった場合、録画を停止します。

上書き

：MicroSD カードか外付け HDD 容量がいっぱいになった場合、古いデータから自
    動的に消去して録画を続けます。

注意

通常 ：マイクロSDカードか外付けHDの容量がいっぱいになった場合、録画を停止します。
上書き：マイクロSDカードか外付けHDの容量がいっぱいになった場合、古いデータから自動的に
消去して録画を続けます。

SD/USBフォーマット
microSD カードや外付けハードディスクの初期化が行えます。

１．⑮決定ボタンを押すことで決定します。
２．上下の⑭方向キーでキャンセル、MicroSD カード、USB デバイス（外付け HDD）を
選択します。

SD/USBフォーマット

		

キャンセル

：フォーマットをキャンセルします。

１．OKボタンを押して決定します。
MicroSD カード
：SD カードをフォーマットします。
２．上下の方向ボタンでマイクロSDカードかUSBデバイスを選択します。

キャンセル：フォーマットをキャンセルします。
USB デバイス
：外付け HDD をフォーマットします。
マイクロSDカード：SDカードをフォーマットします。

３．⑮決定ボタンを押すことでフォーマットが開始されます。
USBデバイス：USBデバイスをフォーマットします。
３．OKボタンを押すことでフォーマットが開始されます。

ワイヤレスカメラシステム
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SD/USBフォーマット

フォーマット中

OK：選択

メニュー：終了

４．フォーマット後、フォーマット完了と表示されればフォーマット終了となります。
４．フォーマット後、フォーマット完了と表示されればフォーマット終了となります。

   

記録媒体
記録媒体を選択できます。

１．⑮決定ボタンを押して決定します。
２．上下の⑭方向キーで、MicroSD カードか USB デバイスを選択します。
３．⑮決定ボタンを押すと設定を変更します。

SBデバイスを選択します。
デバイスを選択します。
イスを選択します。
イスを選択します。

ディスプレイアイコン
ディスプレイ上に表示するアイコンを選択できます。

１．⑮決定ボタンを押して決定します。
２．上下の⑭方向キーで選択します。
３．⑮決定ボタンを押すと設定を変更します。

変更できます。
更できます。
きます。 		
。
きます。
を表示します。
表示します。
		
します。
します。
		
示します。
します。
す。
		
す。

１．OKボタンを押して決定します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
１．OKボタンを押して決定します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。

ミュート
ミュート
ミュート
１．OKボタンを押して決定します。
ミュート
１．OKボタンを押して決定します。

１．OKボタンを押して決定します。
２．左右の方向ボタンで、ON/OFFを選択します。
２．左右の方向ボタンで、ON/OFFを選択します。
１．OKボタンを押して決定します。

２．左右の方向ボタンで、ON/OFFを選択します。
３．OKボタンを押すことで終了します。
２．左右の方向ボタンで、ON/OFFを選択します。
：カメラとの通信状態を表示します。
３．OKボタンを押すことで終了します。
３．OKボタンを押すことで終了します。
３．OKボタンを押すことで終了します。
   ：使用している記録媒体を表示します。

カメラ		
ネットワーク

：カメラ番号を表示します。
：ネットワークの接続状態を表示します。

4．⑪メニューボタンを押すことで終了します。

TVシステム

デフォルト設定
デフォルト設定
デフォルト設定
デフォルト設定
１．OKボタンを押して決定します。
１．OKボタンを押して決定します。

１．OKボタンを押して決定します。
２．左右の方向ボタンで、キャンセルかOKを選択します。
２．左右の方向ボタンで、キャンセルかOKを選択します。
１．OKボタンを押して決定します。
２．左右の方向ボタンで、キャンセルかOKを選択します。
３．OKボタンを押すことで終了します。
３．OKボタンを押すことで終了します。
２．左右の方向ボタンで、キャンセルかOKを選択します。
３．OKボタンを押すことで終了します。
３．OKボタンを押すことで終了します。

テレビの信号を選択できます。

１．⑮決定ボタンを押して決定します。

明度
明度
明度
１．OKボタンを押して決定します。
明度
１．OKボタンを押して決定します。

２．上下の⑭方向キーで選択し⑮決定ボタンを押します。
３．⑪メニューボタンを押して終了します。

情報システム

１．OKボタンを押して決定します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
１．OKボタンを押して決定します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。

システム情報を表示します。

１．⑮決定ボタンを押して決定します。
２．⑪メニューボタンを押して終了します。

システムアップグレード

音量
音量
音量
１．OKボタンを押して決定します。
音量
１．OKボタンを押して決定します。

ワイヤレスカメラシステム

１．OKボタンを押して決定します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
１．OKボタンを押して決定します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。

システムの更新を行います。

１．⑮決定ボタンを押して決定します。

アラーム音量
アラーム音量

２．上下の⑭方向キーでシステムアップグレードを行う機器を選択し⑮決定ボタン押します。
アラーム音量
１．OKボタンを押して決定します。
アラーム音量
１．OKボタンを押して決定します。

１．OKボタンを押して決定します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
１．OKボタンを押して決定します。
３．⑰録画ボタンを押すことでシステムアップグレードの確認画面を表示します。

IW30

します。
ます。
。
。

受信強度		
SD/USB ステータス

画面表示切替時間
画面表示切替時間
画面表示切替時間
画面表示切替時間
１．OKボタンを押して決定します。
１．OKボタンを押して決定します。

２．左右の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
２．左右の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。
４．⑮決定ボタンを押すことでシステムアップグレードを実行します。
３．OKボタンかメニューボタンを押すことで終了します。

５．⑪メニューボタンを押すことでキャンセルできます。
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画面表示切替時間
巡回表示の表示時間を設定できます。

１．⑮決定ボタンを押すことで決定します。
２．左右の⑭方向キーで選択し⑮決定ボタンを押します。
３．⑪メニューボタンを押すことで終了します。

デフォルト設定
工場出荷時の設定に戻すことができます。

１．⑮決定ボタンを押すことで決定します。
２．左右⑭方向キーでキャンセルか OK を選択します。
キャンセル 	
：初期化を行わず終了します。
OK
：初期化を開始します。
３．⑪メニューボタンを押すことで終了します。

明度
明るさを調整することができます。

１．⑮決定ボタンを押すことで決定します。
２．左右の⑭方向キーで調整し⑮決定ボタンを押します。
３．⑪メニューボタンを押すことで終了します。

アラーム音量
アラーム音を調整することができます。

１．⑮決定ボタンを押すことで決定します。
２．左右の⑭方向キーで調整し⑮決定ボタンを押します。
３．⑪メニューボタンを押すことで終了します。

省エネモード
省エネモードの設定を行うことができます。
ワイヤレスカメラシステム
IW30
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１．⑮決定ボタンを押して選択します。
２．上下の⑭方向キーで、タイムインターバルかモーション起動を選び⑮決定ボタンを押します。
３．上下の⑭方向キーで選択し⑮決定ボタンを押します。
４．⑪メニューボタンを押して終了します。

録画
※本書 9 ～ 10 ページをご参照ください。

再生
※本書 11 ページをご参照ください。

ワイヤレスカメラシステム
IW30
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カメラ
モニターへのカメラの追加、接続の切り替えや解像度・画質の変更を行うことができます。

カメラ

１．ライブ画面で⑪メニューボタンを押してメニュー画面を開きます。
１．ライブ画面でメニューボタンを押してメニュー画面を表示します。
２．左右の⑭方向キーでカメラを選択します。
２．左右の方向ボタンでカメラを選択します。
３．OKボタンを押して決定します。

３．⑮決定ボタンを押して決定します。

カメラ
同期
接続
解像度・画質設定

OK：選択

メニュー：終了

同期
モニターへカメラを追加します。

同期
同期

１．上下の⑭方向キーを押して同期を選択し、⑮決定ボタンを押します。
同期を行った場合、カメラは他の周波数の影響を受けません。
同期を行った場合、カメラは他の周波数の影響を受けません。

１．上下の方向ボタンを押してペアリングを選択し、OKボタンを押します。
１．上下の方向ボタンを押してペアリングを選択し、OKボタンを押します。
同期
同期
カメラ１
カメラ１

同期
同期

カメラ２
カメラ２

同期
同期

カメラ３
カメラ３

同期
同期

カメラ４
カメラ４

同期
同期

メニュー：終了
メニュー：終了

OK：選択
OK：選択

ワイヤレスカメラシステム

２．上下の方向キーでカメラを選択します。
２．上下の⑭方向キーでカメラを選択します。
２．上下の方向キーでカメラを選択します。
３．OKボタンを押して同期を開始します。
３．OKボタンを押して同期を開始します。

３．⑮決定ボタンを押して同期を開始します

同期
同期
同期
同期
長い２秒間カメラにPAIRボタンを押してください
長い２秒間カメラにPAIRボタンを押してください

IW30
OK：選択
OK：選択

４．35秒の間にカメラの背面にあるペアリングボタンを押します。
４．35秒の間にカメラの背面にあるペアリングボタンを押します。
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メニュー：終了
メニュー：終了

ラ１

ラ２

同期

ラ３

同期

ラ４

同期

OK：選択

メニュー：終了
カメラ１

の間にカメラの背面にあるペアリングボタンを押します。
４．35 秒以内にカメラの背面にある同期ボタンを押します。

カメラ２

メニュー：終了

カメラ３
カメラ４

します。
ます。

OK：選択

２．上下の方向キーでカメラを選択します。
３．左右の方向キーでONかOFFを選択します。
４．OKボタンを押して終了します。

同期

注意：OFFを選択した場合、そのカメラの映像は表
機能も行われなくなります。

同期
長い２秒間カメラにPAIRボタンを押してください

が成功すると画面に同期成功のメッセージが表示されます。

メニュー：終了
５．同期が成功すると画面に同期成功のメッセージが表示されます。

ビデオファイルの解像度と画質を設定します。

ペアリングボタンを押します。

功のメッセージが表示されます。

同期成功

解像度・画質設定

１．上下の方向キーにてPIP設定を選択し、OKボ

解
カメラ１
カメラ２
カメラ３
カメラ４

同期成功

OK：選択

２．上下の方向キーでカメラを選択します。
３．OKボタンを押して決定します。

ワイヤレスカメラシステム
IW30
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注意：ペアリングに失敗した場合、ペアリング失敗のメッセージが表示されます。
再度ペアリングを行ってください。

接続

モニターへのカメラ接続の ON/OFF が行えます。

１．上下の⑭方向キーを押して接続を選択し、⑮決定ボタンを押します。
接続
１．上下の方向キーで接続を選択し、OKボタンを押します。
接続
カメラ１
カメラ２
カメラ３
カメラ４

メニュー：終了

OK：選択

２．上下の方向キーでカメラを選択します。
３．左右の方向キーでONかOFFを選択します。
４．OKボタンを押して終了します。
３．左右の⑭方向キーで
ON か OFF を選択します。

２．上下の⑭方向キーでカメラを選択します。

４．⑪メニューボタンを押して終了します。
注意：OFFを選択した場合、そのカメラの映像は表示されなくなり、録画やアラーム等の
機能も行われなくなります。

※ OFF に設定したカメラは映像が表示されなくなります。

解像度・画質設定

ビデオファイルの解像度と画質を設定します。
１．上下の方向キーにてPIP設定を選択し、OKボタンを押します。
解像度・画質設定
カメラ１
カメラ２
カメラ３
カメラ４

ワイヤレスカメラシステム
IW30
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OK：選択

２．上下の方向キーでカメラを選択します。
３．OKボタンを押して決定します。

メニュー：終了

注意：ペアリングに失敗した場合、ペアリング失敗のメッセージが表示されます。
再度ペアリングを行ってください。

解像度・画質設定

ビデオファイルの解像度とピクセルを設定します。

接続

１．上下の⑭方向キーにて解像度・画質設定を選択し、⑮決定ボタンを押します。
１．上下の方向キーで接続を選択し、OKボタンを押します。
接続
カメラ１
カメラ２
カメラ３
カメラ４

メニュー：終了

OK：選択

２．上下の方向キーでカメラを選択します。
３．左右の方向キーでONかOFFを選択します。
４．OKボタンを押して終了します。
３．⑮決定ボタンを押して決定します。

２．上下の⑭方向キーでカメラを選択します。
注意：OFFを選択した場合、そのカメラの映像は表示されなくなり、録画やアラーム等の
機能も行われなくなります。
解像度・画質設定
解像度のサイズ

画質

解像度・画質設定

ビデオファイルの解像度と画質を設定します。

メニュー：終了

OK：選択

１．上下の方向キーにてPIP設定を選択し、OKボタンを押します。
左右の方向ボタンで解像度、画質を選択します。

左右の⑭方向キーで解像度、画質を選択します。
上下の方向ボタンで、TOP、HIGH、MEDIUM、LOWを選択します。
解像度・画質設定
OKボタンを押します。
上下の⑭方向キーで、Top（最高画質）
、High（高画質）、Medium（標準画質）
メニューボタンを押して終了します。

Low（低画質）を選択します。
⑮決定ボタンで調整します。

カメラ１
カメラ２
カメラ３
カメラ４

⑪メニューボタンで終了します。

メニュー：終了

OK：選択

High（VGA:640
ｘ 480）
pixel ＝ 高解像度（画質優先）
２．左右の方向ボタンでアラームを選択します。
３．OKボタンを押します。
Low
（CIF:352 ｘ 240）

pixel

＝

低解像度（録画時間優先）

IW30

４．上下の方向ボタンで動体検知か赤外線感知を選択します。
５．OKボタンを押します。
６．上下の方向ボタンでONかOFFを選びます。
７．OKボタンを押して終了します。

ワイヤレスカメラシステム

アラーム

任意の動きがカメラで検出されたときに自動的にアラームを送信するかどうかを設定することができます
２．上下の方向キーでカメラを選択します。
解像度
１．ライブ画面よりメニューボタンを押してメニュー画面を表示します。
３．OKボタンを押して決定します。

注意：上記は動体検知か赤外線感知設定時のみ有効となります。
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アラーム
ここでは、任意の動きがカメラで検出されたときに自動的にアラームを送信するかどうかを設定
することができます。
１．ライブ画面より⑪メニューボタンを押してメニュー画面を表示します。
２．左右の⑭方向キーでアラームを選択し⑮決定ボタンを押します。
３．上下の⑭方向キーで動体検知か赤外線センサーを選択し⑮決定ボタンを押します。
４．上下の⑭方向キーで ON か OFF を選びます。
５．⑪メニューボタンを押して終了します。

ご注意
上記は動体検知か赤外線センサー設定時のみ有効となります。
※本製品にはアラーム機能は設定されておりません

ワイヤレスカメラシステム
IW30
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Android操作
ネットワーク接続
アンドロイド操作
1.

受信機の電源を OFF にし、付属のネットワークアダプターを利用し、受信機のネットワーク
ネットワーク接続
ポートへ LAN ケーブルを接続し、再度電源を入れるとネットワークへ接続されます。
１．受信機をネットワークに接続します。

アンドロイド操作
ネットワーク接続
１．受信機をネットワークに接続します。

２．接続に成功した場合、メインメニュー→システム→ネットワーク→ネットワーク情報より

２．接続に成功した場合、メインメニュー→システム→ネットワーク→ネットワーク情報より受
受信機にネットワーク情報が表示できます。
信機にネットワーク情報が表示されます。
ネットワーク情報
グローバルIP
ローカルIP
２．接続に成功した場合、メインメニュー→システム→ネットワーク→ネットワーク情報より
受信機にネットワーク情報が表示できます。
ポート
デバイスID

ネットワーク情報
OK：選択

メニュー：終了

グローバルIP
ローカルIP
ポート

プログラムのダウンロード
デバイスID

１．アンドロイド端末よりグーグルプレイストアを開き、Gostremingソフトを検索、ダ
ウンロードを行います。
メニュー：終了
OK：選択
プログラムのダウンロード
２．インストールを行うとアイコンが表示されます。

１．アンドロイド端末よりグーグルプレイストアを開き、Gostremingソフトを検索、ダ
２．インストールを行うとアイコンが表示されます。
ウンロードを行います。

２．インストールを行うとアイコンが表示されます。
３．アイコンをタッチするとプログラムが起動します。

ワイヤレスカメラシステム

１．アンドロイド端末よりグーグルプレイストアを開き、Gostreaming ソフトを検索、ダウンロー
ドを行います。
プログラムのダウンロード

IW30

29

初期設定
1.

プログラム起動後、設定をクリックし、Device list を開き、カメラを追加します。

2.   Device list より New をタッチして Add new connection を表示します。

３．受信機に表示されていたデバイス ID を QR コードにてスキャンするか直接入力して保存しま
す。

ワイヤレスカメラシステム
IW30

30

４．再生ボタンをクリックするとカメラの映像が表示されます。

※最大同時アクセス数３台

５．デバイス ID を長押しすると設定画面を表示できます

ワイヤレスカメラシステム
IW30
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プッシュ通知
１．受信機よりメインメニュー→システム→ネットワーク→プッシュ通知を表示します

２．アンドロイド端末にてプッシュ通知設定を行います。カメラに何か動きがあった際にプッシュ
通知を端末上に表示します。

ご注意
ワイヤレスカメラシステム
IW30
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１．ライブ画面のみ確認できます。
２．デバイス ID が有効にならない場合、ネットワークに接続できていない可能性がありますの
でネットワーク状況を確認してください。
３．全ての設定が正常に行われても、端末上に映像が表示されない場合は、動作している全ての
アプリを停止し、再度起動してください。
４．ネットワークアダプターは、電源を切ってから接続してください。

iPhone操作
ネットワーク接続
1.

受信機の電源を OFF にし、付属のネットワークアダプターを利用し、受信機のネットワーク
ポートへ LAN ケーブルを接続し、再度電源を入れるとネットワークへ接続されます。

２．接続に成功した場合、メインメニュー→システム→ネットワーク→ネットワーク情報より受
信機にネットワーク情報が表示できます。

プログラムのダウンロード

２．インストールを行うとアイコンが表示されます。
３．アイコンをタッチするとプログラムが起動します。

ワイヤレスカメラシステム

１．iphone 端末より APP ストアを開き、GoCam4CH ソフトを検索、ダウンロードを行います。

IW30

33

画面イメージ
１．アプリを開きデバイリストをタッチします。
のアイコンをタッチしてカメラを追加します。

２．受信機に表示されていたデバイス ID を QR コードにてスキャンするか直接入力して保存しま
す。

ワイヤレスカメラシステム
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３．デバイスリストより表示したいカメラをクリックします。

4.

をクリックすると、接続が開始されカメラの映像が表示されます。

ワイヤレスカメラシステム

※最大同時アクセス数３台

IW30
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プッシュ通知
１．受信機よりメインメニュー→システム→ネットワーク→プッシュ通知を表示します

２．iphone 端末にてプッシュをタッチして設定を行います。カメラに何か動きがあった際にプッ
シュ通知を端末上に表示します。

ご注意
ワイヤレスカメラシステム
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１．表示できるのはライブ画面のみとなります。
２．デバイス ID が有効にならない場合、ネットワークに接続できていない可能性がありますの
でネットワーク状況を確認してください。
3．全ての設定が正常に行われても、端末上に映像が表示されない場合は、動作している全てのア
プリを停止し、再度起動してください。
4．ネットワークアダプターは電源を切ってから接続してください。

製品仕様
カメラ

撮像素子

1/5 型 CMOS

視野角

水平：約 65

画素数

赤外線 LED 数
モニタ

夜間撮影距離
液晶サイズ

解像度

調整機能
録画

記録媒体
録画解像度
録画方法

ファイル形式
上書き録画
再生操作

外部出力端子
ネットワーク

メニュー言語

ファイル区切り
映像出力

HDD 接続

インターフェース

同時アクセス数
LAN 接続

動作範囲
外形寸法

最大 10m
4.3 型

480x272

明度 (4 段階 )/ 省エネモード ( 画面スリープ )/ アラーム音量
ディスプレイアイコン表示

microSD/microSDHC カード ( 最大 32GB) /
外付 HDD( 最大 1TB) ※SATA タイプのみ
LOW(352x240) / HIGH(640x480)

赤外線センサー検知 / 動体検知 / スケジュール / 手動
.AVI

ON/OFF 設定可

最大 5 分間 (1 ファイル辺り )

再生 / 一時停止 / 早送り / 巻戻し
RCA-P x1 ※専用ケーブル使用

USB(Standard A) x1 (USB2.0)

LAN 端子 (RJ-45) x1 ※専用アダプタ使用
3 アクセスまで ( モニタ 1 台に対し )
DHCP / 固定 IP( 手動設定 )
日本語 他 9 ヶ国語

電圧

消費電流

バッテリー駆動
温度

湿度

一ヶ月の電気代目安 (*1)

カメラ： IP66 相当

モニタ：非防水

カメラ：550mA

モニタ：最大 570mA

カメラ：-10〜+50℃

モニタ：0〜+40℃

カメラ：φ54 D60mm

モニタ：H92 W145 D25mm

カメラ：DC5V

約 3 時間 ※モニターのみ

モニタ：DC5V

15〜85％RH( 結露なきこと )
カメラ：約 188g
約 81 円

モニタ：約 217g

(*1) 全国電気料金平均 1kWh 辺り 22 円として計算。実際の電気代は地域や契約内容により異なります。

ワイヤレスカメラシステム

質量

垂直：約 48

最大 200m ※見通し環境下にて

無線通信距離
電源

12 個 (φ5)

年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒 ※設定時は ( 分 ) まで

日時表示
防水

約 32 万画素 (656x488)

IW30
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録画時間の目安
HIGH
LOW
HIGH
HIGH
LOW
HIGH
HIGH
LOW
HIGH

画質
MEDIUM
LOW
TOP
MEDIUM
LOW
TOP
MEDIUM
LOW
TOP

録画時間
約 76 時間
約 106 時間
約 66 時間
約 38時間
約 53時間
約 33時間
約 19時間
約 26時間
約 16時間

記録媒体
MicroSD
32GB
MicroSD
16GB
MicroSD
8GB

カメラ複数台の場合、録画時間をカメラ台数で割ってください。

ワイヤレスカメラシステム
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説明書を確認して、カメラとモニターのペアリングを再度行ってください。

トラブルシューティング

トラブルシューティング

カメラとモニターの電源を確認してください。
映像が見れない
説明書を確認して、カメラとモニターのペアリングを再度行ってください。
USB接続が正常に行われているか確認してください。
設定が行われていない可能性があります。説明書を再度ご確認ください。
録画ができない

SDカードが正常に認識されていない可能性があります。SDカードはキングストン
サンディスク、パナソニック、トランセンド製を推奨しております。
外付けHDが正常に認識されていない可能性があります。IBM、東芝製を推奨して
おります。
マイクロSDカードか外付けHDをフォーマットしてください。
Wiﬁや他のワイヤレス機器が干渉している可能性があります。

映像が汚い

カメラと受信機の設置位置が適していない可能性があります。
IRのバージョンが正しくない可能性があります。
カメラの電源を確認してください。

カメラに繋がらない

カメラの映像表示がONになっているかを確認してください。
PIPの設定が正しくない可能性があります。説明書をご確認ください。
動く物体や障害物がカメラ映像内にある可能性があります。
光や雷、赤外線やマイクロウェーブ等の干渉の可能性があります

アラームが働かない

センサーの有効範囲にカメラのアングルが合っていない可能性があります。
カメラのアングルを変更してください。
センサー反応後録画開始まで2秒かかるため、物体が通過してしまっている可能性
があります。

ワイヤレスカメラシステム

センサーに汚れが付着していないか確認してください。
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