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安全上のご注意

安全のため必ずお守りください

この安全上のこ注意は、安全な使いかたを理解し
ていただくため、記号（絵表示）を使って、わか
りやすくまとめています。

■ 記号の表示について

■ 記号の例

この取扱説明書および製品への表示は、製品
を安全に正しくお使いいただき、あなたや他
の人々への危害や財産への損害を未然に防止
するために表示をしています。その表示と意
味は次のようになっています。内容をよく理
解してから本文をお読みください。

△記号は注意（危険・警告を含む）を
促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は
注意）が描かれています。

この表示を無視して、誤った取扱い
をすると、人が死亡または 重傷を
負う危険が差し迫って生じることが
想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱い
をすると、人が死亡または 重儘を
負う可能性が想定される内容を示し
ています。

この表示を無視して、誤った取扱い
をすると、人が傷害を負う可能性が
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。

　  記号は禁止の行為であることを告
げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の
場合は禁止）が描かれています。

● 記号は行為を強制したり指示する
内 容を告げるものです。
図の中に具休的な指示内容（左図の場合は
ACアダプタの電源プラグをコンセントか
ら抜け）が描かれています。

危険

警告

警告

注意

1

■煙が出ている、変な音やにおいがする
などの異常状態のまま使用しない

■電源コードを傷つけない
付属の電源コード以外は使用しないでく
ださい。
電源コードの上に重い物をのせたり、熱
器具に近づけたりしないでください。ま
た、電源コードを無理に折り曲げたり、
加工したり、ステープルなどで固定しな
いでください。
電源コードが傷んだら、お買い上げ販売
店に交換をこ依頼ください。

●

●

●

■電源プラグやコンセントにほこりなど
を付着させない
ほこりにより、ショートや発熱が起こっ
て火災の原因となります。
湿度の高い部屋、結露しやすいところ、
台所、ほこりがたまりやすい場所のコン
セントを使っている場合は、特に注意し
てください。
定期的に電源プラグを抜いて、プラグと
プラグの間に付着したほこり・よごれを
取り除いてください。

●

●

●

■電源コード接続時の注意
電源プラグはコンセントヘ確実に接続し
てください。不完全な接続のまま使用す
ると、発熱などにより、火災の原因とな
ります。
電源コードを束ねて使用しないで下さ
い。発熱などにより、火災の原因となり
ます。
コンセントつき延長コードをご使用の場
合は、接続する機器の消費電力の合計が、
延長コードの定格電力をこえないよう注
意してください。火災の原因となります。

●

●

●

異常状態のまま使用すると、火災、感電の
原因となります。すぐに電源プラグをコン
セントから抜いて、煙が出なくなるのを確
認してから、お買い上げ販売店に修理をご
依頼ください。
お客様による修理は危険ですから絶対にお
やめください。
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警告

注意
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■不安定な場所に設置しない
付属の電源コード以外は使用しないでく
ださい。
電源コードの上に重い物をのせたり、熱
器具に近づけたりしないでください。ま
た、電源コードを無理に折り曲げたり、
加工したり、ステープルなどで固定しな
いでください。
電源コードが傷んだら、お買い上げ販売
店に交換をこ依頼ください。

●

●

●

警告
■電源コード接続時の注意

■内部に異物を入れない
通風孔などから、金属類や燃えやすいも
のなど、異物を差し込んだり落とし込ん
だりしないでください。火災、感電の原
因となります。
万一異物が内部に入った場合、本体の電
源を切り、電源プラグをコンセントから
抜いて、お買い上げ販売店または工事店
にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災、感電の原因
となります。

●

●

■接続する機器の上に、水などの入った
容器を置かない

■ぬらさない
本機は防水構造になっていませんので、
ぬらさないようにご注意ください。火災、
感電の原因となります。
風呂場、シャワー室では使用しないでく
ださい。
万一内部に水などが入った場合は、本機
の電源を切り、電源プラグをコンセント
から抜いて、お買い上げ販売店または工
事店にご連絡ください。そのまま使用す
ると、火災、感電、故障の原因となります。

●

●

内部に手を触れると危険なうえ、火災、感
電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は、お買い上げ販
売店または工事店にこ依頼ください。

万一内部に水などが入った場合は、本体の
電源を切り、電源プラグをコンセントから
抜いてお買い上げ販売店または工事店にご
連絡ください。
そのまま使用すると、火災、感電、故障の
原因となります。

■雷が鳴りだしたら使わない
雷が鳴りだしたら使用しないでください。
特に接続ケーブルには絶対に触れないでく
ださい。感電の原因になります。

■衝撃や振動を与えない
衝撃、振動が加わるとハードディスクが故
障して、データが破損する恐れがあります。

■爆発の危険があるところでは使わない
可燃性ガスおよび爆発性ガスが、大気中に
存在するおそれのある場所では、使用しな
いでください。引火、爆発の原因となります。

■電源電圧 lOOV以外の電圧で使用しな
い
火災、感電の原因となります。

■国外では使用しない
使用できるのは日本国内のみで、外国では
電源電圧が異なりますので使用できません。

■電源プラグを抜くときは、電源コード
を引っぱらない
必ず電源プラグを持って抜いてください。
電源コードを引っ張るとコードが傷ついて、
火災、感電の原因となることがあります。

■ぬれた手で電源プラグをさわらない
感電の原因となることがあります。

■上に乗らない
倒れたり、壊れたりして、けがの原因とな
ることがあります。

■接続する機器の上に重いものを置かな
い
バランスがくずれて倒れたり、落下して、
けがの原因となることがあります。また、
重みによって故障の原因となることがあり
ます。
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注意
■搬送・持ち運びについて

通電中は本機の移動は絶対に行わないで
ください。
搬送する場合は、電源プラグをコンセン
トから抜き、接続ケーブルを外したこと
を確認して、ご購入時の梱包材料で梱包
してください。また、搬送時はできるだ
け衝撃や振動の少ない方法で行ってくだ
さい。また、落下しないようにご注意く
ださい。

●

●

■設置場所の注意

直射日光が当たる場所
水にぬれやすい場所
冷暖房器具や加湿器に近い場所
エアコンなどの冷風が直接当たる場所
ほこりやちりの多い場所
火気のある場所
磁気を持っているものに近い場所
揮発性物質のある場所
常に振動のある場所や車や列車など

●
●
●
●
●
●
●
●
●

■お手入れの際、長期間使用しない場合
電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。接続したままお手入れすると、感電の
原因となることがあります。

■急激な温度・湿度変化の場所に置かな
い
急激な温度（毎時１０℃以上）変化及び湿
度変化の激しい場所にはおかないでくださ
い。

本機は精密な喧子部品で構成しています。
次の様な場所での設置は、動作不良や故障
の原因となりますので、絶対に避けてくだ
さい。



各部名称

マイク

アダプタ挿入口

レンズ

明るさセンサー

スピーカー

ネットワーク LED

リセットボタン

SDカード挿入口

LAN端子

IR LED

クイック
マニュアル

カメラ本体 ACアダプタ
(2.1A側を使用 )

microUSB
ケーブル

壁付け
ブラケット

ビス×2本
アンカー×2個

製品内容
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2.インストールと接続

· ネットワークカメラはPC及びスマートフォンで操作することが出来ます。

· 下記に異なるプラットフォームでのAPP MIPCのダウンロードとインストールの
説明を行います。

2.1　アプリ“MIPC”をインストールする

以下の方法でAPP MIPCをダウンロードしてください。

 スマートフォンで以下QRコードを読み取り“MIPC”をダウンロードしてください。

 iOSシステムはAPP Storeで、Androidシステムはgoogle play storeでダウンロードす

ることできます。

 WindowsとMac OSはウェブサイトwww.mipcm.comでPCバージョンをダウ
ンロードしてください。

2.2 アカウント登録

ネットワークカメラを使用するには、アプリMIPC

でアカウントを作成する必要があります。

アカウント登録

 スマートフォンでアプリMIPCを起動し、登録を
タップしてください

 登録画面に入って、ユーザー名とパスワードを作成

してください。

MIPCアカウントログイン

 ログイン画面でユーザー名とパスワードを入力して

ください。

 ログインボタンをタップし、ログインします。

注：パスワードを忘れた場合には、"PWを忘れたとき"をタップしてください。
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2.3 デバイス追加

 カメラの電源を投入し、スマートフォンでAPP MIPCを開き登録したアカウントにログ
インしてください。

 カメラリスト画面の左上の"＋"をタップして カメラシリーズを選択してください。

その後カメラIDをスキャンして追加し、ネットワークモードに入ります。

2.4インターネットへの接続方法を選択する
接続方法の画面で、WIFI接続或いは有線LAN接続で通信するかを選ぶことができます。

2.4.1 Wi-Fi接続

WIFI接続を選択し、カメラのRESETボタンを一秒間押して、WIFI接続モードに入りま

す。WIFIパスワードを入力し、コンフィギュレーションの成功表示が出れば成功です。

カメラ底面のIDはそのカメラ固有のものです。
IDが不明の場合、カメラへの接続が出来ません。
シールを紛失しないようご注意ください。



注：

 RESETボタンを１秒間押してWIFI接続に入りますが、10秒間押すとカメラは工場出

荷時の設定状態にリセットされます。ご注意ください。

 WIFI接続失敗の場合。以下の項目をチェックしてください。

a、WIFIの通信状態を確認すること。

b、WIFIパスワードが正しく入力されているかチェックすること。

c、WIFI周波数が2.4GHzであるかをチェックすること。

以上すべての問題が確認されず接続できない場合には、まず有線LANで接続し 、その

後WIFI設定を行ってください。

2.4.2有線LAN接続

有線LAN接続を選択し、 ケーブルでカメラをルーターに接続します。

その後パスワードを変更しWIFIを設定して完了です。



3.iOS及びAndroidアプリの使用説明

· アプリの主な機能：ライブ、通話、PTZコントロール、スクリーンショット、
録画／再生、デバイスソフトウエアオンラインでアップグレード、デバイス設
定管理及びバックグランド通知アラーム等があります。

3.1カメラリスト

アカウントにログインしたら、"カメラリスト"の画面を

表示します。そのアカウントで追加したカメラが表示さ

れます。プレビュー画面毎に、オンライン、パスワード

変更状態、オフライン、アラーム等の表示を行います。

3.2アカウント設定（もっと）

アカウント設定はデバイスリスト画面の右上にありま

す。タップした後のメニューは以下の内容です

 通知センター：アラーム情報の通知方法を音声通知

あるいは振動通知に設定することができます。

 マイファイル：ローカルビデオ画像を見ることがで

きます。

 パスワード管理:

カメラ管理者パスワード管理：アカウントパスワードを

変更することができます。
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カメラゲストパスワード管理：ゲストパスワードでログインしたユーザーはビデオ

ウォッチ、カメラコントロール等限られた権限しか付与されません。デバイス追加／削

除、デバイス設定変更等を変更することは出来ません。

 メールアドレス登録: パスワードを再設定した場合に、パスワード変更通知は指定

したメールアドレスに送られます。

 カメラについて：アプリのソフトウエアバージョンをチェックする事できます。

 録画（ローカル録画をオンにする）

 スナップショット（ライブ画面をスクリーンショットする）

 マイク（デバイスを通して通話する）

 スピーカー（カメラ側音声を受信する）

 画像設定（明るさ、コントラスト、飽和度等画像のパラメーター値を設定する）

 解像度（画像の解像度が選択出来ます）

 過去の記録（今までのアラーム情報及び録画画像を確認出来ます）

 デバイス設定（デバイスのパラメーターを設定する）

3.3ビデオウォッチ

　デバイスリストで各ビデオのサムネイルをタップすると、

プレビュー画面に移ります。画面にナビゲーション バーがあ

ります。ナビゲーション バーに録画、スナップショット、マ

イク、スピーカーと画像設定ボタンがあります。

ナビゲーション バーは画面に移動した二秒後に消失します

が、ライブのビデオ画面をタップすると、再び画面に現れま

す。

以下の機能メニューがビデオライブ画面にあります(左から)
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3.4 画面のスライドとズーム 

 スライド: ライブ画面を指で上下左右にスライドする

と、カメラアングルを上下左右に調整することができま

す。

 ズーム: ライブ画面上、指2本で内向きと外向きでピン
チすると、画面を拡大縮小することが出来ます。

3.5 SDカード録画設定

カメラにSDカードを挿した後、マニュアルで設定する必要があります。

（注：カメラ電源OFFの状態でSDカードを抜き挿ししてください）。

ステップ1：ビデオプレビュー画面 ステップ2：設定画面に入る

ステップ3：予約録画を設定する ステップ4：録画スケジュール選択する



3.6 過去の記録

過去の記録はプレビュー画面の右上にあります。タップすると内部メニューに入れま

す。この中に過去のアラーム情報とSDカード内の録画データがあります。

 スナップショット

スナップショットした写真を選択すると、ダイアログボックスが表示されて写真を
拡大して表示させることができます。

 録画

ビデオリストには設定によって録画された画像があります。画像をタップすると、

録画した時間及び録画した内容を確認することができます。

 時間

時間リストで、スナップショットの時間と録画された画像の開始時間を確認すること

が出来ます。
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3.7 デバイス設定　

デバイス"設定"で、カメラのパラメーターを設定できます。お客様の使用状況に合

わせて設定してください。

　以下のパラメーターが設定できます：

 カメラについて

 ニックネーム

 カメラの管理者パスワード

 カメラゲストパスワード

 ネットワーク

 画面表示

 SDカード

 ストレージデバイス

 警報と通知

 通知予約

 予約録画

 日付/時間

 システム設定

 その他

3.7.1 カメラについて

　このメニューでは現在使用中のネットワークカメ

ラの情報が表示されます。

　このメニューでは以下の情報が確認できます

 モデル：現在使用中のカメラのモデル名です。

 ファームウェアバージョン：現在使用中のファーム
ウェアバージョンです。

 デバイスID：各デバイスの個別のIDです。
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3.7.2 ニックネーム

  このメニューで現在使用中のカメラに専用のニックネー

ムを設定することができます。ニックネームを入力して、

適用すれば、このニックネームがデバイスリスト上に表示

されます。ユーザーはこのニックネームで各カメラを判別

することができます。

3.7.3  カメラ管理者パスワード/カメラゲスト

パスワード

 カメラ管理者パスワード

　一台のカメラには管理者パスワードは一つしかありませ

ん。ユーザーはアカウント中のカメラの管理者パスワード

を変更することが出来ますが、この一つのパスワードでア

カウント内の全てのカメラのパスワードを変更することは

できません。

 カメラゲストパスワード

もしユーザーが他者にカメラの視聴権利を与えるとした

場合、カメラゲストパスワードで登録する事をお勧めしま

す。（ゲストパスワードはいつでも管理者によって使用を

禁止することができます）。ゲストはこのパスワードでカ

メラのライブ中のビデオを視聴したり、カメラの画角を変

えることが出来ますが、設定変更及びマイク通話等を行う

ことはできません。
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3.7.4  ネットワーク

　“ネットワーク”画面でネットワークモード

（イーサネット、WIFI）が選択出来ます。

イーサネットを選択すると、MACアドレスとネットワーク

状態及びIP情報も確認することができます。

カメラがネットワーク接続に成功した後に設定を変更した

り、"ネットワーク"選択肢をタップしたりしないでくださ

い。それらの操作でネットワーク接続が切断される原因とな

ります。

3.7.5  画面表示

画面表示でスクリーンに表示される文字情報を管理すること

ができます。

このメニューでは以下の設定ができます。

 画面にカメラ名を表示します：オンにするとニックネー

ムに入力した文字をスクリーンに表示します。カメラの

ニ ックネームをここに表示することで、どのカメラを

監視するのかを確認することができます。

 日時表示：スクリーンに日付を表示するか設定できま

す、また表示する日付の形式についても設定できます。

 24時間表示：スクリーンに24時間表示するか設定でき

ます、及び表示する時間の形式について設定できます。

 曜日表示：スクリーンに曜日を表示するかについて設定

できます。

設定完了後、"適用"をタップしてください。
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3.7.6  SDカード

    SDカード画面でSDカードの起動状態及びステータスが

チェックできます。

 SDカードを使用するにはSDカードをカメラ背面のSD

カードスロットに挿入してください。

 もしカメラでSDカードの識別ができなかった場合、カ

メラの電源を一旦オフにして、SDカードを挿入しなお

してカメラの電源を投入してください。以上の手順でカ

メラ側がSDカードを認識しない場合他の原因が考えら

れます。

注: SDカードをカメラに挿入する前にPCでフォーマットを

行うことをお勧めします。

3.7.7  ストレージデバイス　

*本機では使用しません
ストレージデバイスメニューでクラウドボックスに関し

て設定することが出来ます。クラウドボックスは長時間録画

を行う際に、数日～数週間単位の録画保存が必要な場合に有

効です。注：録画期間は録画画質により異なります。

クラウドボックスを使うには、クラウドボックスもカメ

ラと同一ローカルエリアネットワーク内に接続することが必

要です。クラウドボックスがネットワーク接続に成功した

ら、カメラストレージデバイス画面にクラウドボックスのID

番号とパスワードを入力して適用してください。
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3.7.8  警報と通知

カメラは監視範囲内の動体を検知し、自動的にスナップ

ショットを撮影したり、録画及び警報アラームを発報する

ことが出来ます。

動体検知メニューではカメラの動体検知の感度についても

設定できます。昼間と夜間の環境の違いにより、別々で検

知の感度を設定することが可能です。

注:　導入時はデフォルト設定で使用し、その後監視範囲の被

写体の状況に応じて少しずつ可変することをお勧めします。

3.7.9  通知予約

通知予約メニューでは指定した日付と時間範囲に警報を

通知するように設定できます。警報のトリガーはカメラが

動体を検出する機能に依存しています。監視場所に不在の

時間帯にカメラが動体検出を行う機能と警報通知機能をオ

ンにするように設定することができます。
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3.7.10  予約録画

注：録画機能を起動させるには、カメラ電源オフの状態で

SDカードを差し入れて、マニュアルで録画を予約するモー

ドを設定する必要があります。

予約録画モードの二種類：連続録画と予約録画について

 連続録画：丸一日録画モード。

 予約録画： 各スケジュールに基づいて、別々の開始

時間と終了時間を設定します。アプリはその設定した

スケジュールにより録画します。

3.7.11  日付/時間

　"日付／時間"メニューでカメラの日付と時間表示及タイム

ゾーンについて設定できます。自動同期を選んでローカル

内の機器と日付及び時間を同期することができます。また

マニュアルで日付と時間を設定することもできます。日付

と時間を設定した後、カメラは設定した時間及びスケ

ジュールに変更されます。
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3.7.12 システム設定(ソフトウェア)

システム設定画面に三つの選択項目があります

 オンラインアップグレード

オンラインアップグレードには現在のバージョン番号と最

新のバージョン番号が表示されます。オンラインアップグ

レードの項目の横に赤い点が表示される場合は新バージョ

ンがあることを意味しています。タップすると最新バー

ジョンをダウンロードし、インストールします。

 工場出荷時の初期設定

"工場出荷時の設定にリセットする"をタップするとカメラの

設定を全て工場出荷時の状態にリセットします。現在のカメ

ラの設定を全てクリアし、出荷状態に戻す場合このボタンを

タップしてください。

 カメラの再起動

"カメラの再起動"をタップするとカメラは再起動を行います。

この操作は遠隔監視上の遠隔地から行うことができます。

3.7.13 その他

スライダーを使ってスピーカーとマイクの音量が調整できま

す。右にスライダーを移動すると音量を大きく、左に移動する

と小さくします。

画面回転機能はカメラが逆方向で装置された場合に使用しま

す（例：カメラを天井に装置した場合)

画面回転機能は画面を回転させ、画面の天地を正常に表示する

為に使用する機能です。
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4. ブラウザまたはパソコンアプリで使用する時の説明

4.1 登録&ログイン

 ブラウザを開いて、ウェブサイト：www.mipcm.comと入力します。ウェブサイ
に移動すると以下の画面が表示されます

 ユーザー名とパスワードを入力して、"ログイン"をクリックしてください。

（新規ユーザーは"登録"をクリックしてユーザー名とパスワードを作成してくだ

さい）

 初回登録する場合ビデオプレイヤープラグインをインストールする必要があります。

 ウェブインターフェースが開かれたら、追加済みのデバイスは全てデバイスリ
トに表示されます。
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4.2 メインインターフェース

メインインターフェースにカメラの機能と設定があります。各ボタンを押して設定変
更できます。下記にこれらの機能設定を説明します。

· デバイス追加ボタン："+”をクリックしてリストにデバイスを追加します。

· デバイス削除ボタン：削除ボタンをクリックして追加されたデバイスを削除します。

· リフレッシュボタン: 全デバイスのサムネイルが表示されます。

· デバイスサムネイル: デバイスを追加する度に対応のサムネイルが表示され、そのサム

ネ イルの下にデバイスのニックネームが表示されます。

· 停止/再生：ボタンを押してビデオライブを停止/再生することができます。

· 録画：録画機能を起動させます。

· スナップショット：現在画面のスナップショットを作成します。

· マイク：デバイスを通して音声を送ります。

· 画像設定：明るさ、コントラスト、飽和度等の画像パラメーターを設定します。

· スピーカー：ONにすると現地の音声を聞くことが出来ます。

· 解像度：画像の解像度が選べます。
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4.3 上下&左右回転

（<>     ）PC用MIPCのみに対応: マウスポインターを画面の端（上、下、左、右）まで

移動すると、方向制御ボタンが現れます。方向制御ボタンをクリックしてカメラの動きを

コントロールすることができます。

注: パソコンソフトで監視画面のズーム操作を行うことはできません。
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4.4 プレイバック

カメラにSDカードが挿入されていなければこの画面は空白のままです。SDカードが挿
入されていて録画データがある場合に動画リストが表示されます。

 カレンダー: 日付を指定して録画データを検索することが出来ます。

 編集: 録画したビデオを削除することができます。

 スナップショット: 動画を非表示にして、スナップショットのみ表示します。

 動画：スナップショットを非表示にして、動画のみ表示します。

 イベント: 動体検知した時に撮影した画面が表示されます。

 期間: 録画データの時間の長さを選択します。デフォルトは30分です。
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4.5 設定

 カメラについて: デバイスの情報を表示します。

 ニックネーム: デバイスにユーザー専用のニックネームを設定します。

 カメラの管理者パスワード: デバイスの管理者パスワードを変更します。

 カメラのゲストパスワード: デバイスのゲストパスワードを作成します。

 ネットワーク: ネットワーク設定。

 画面表示: スクリーンの表示設定を変更します。

 SD カード: SDカードの使用状態を確認します。SDカードをフォーマット或いはアン
ロードすることができます。

 ストレージデバイス: クラウドボックスを追加ストレージデバイスとして追加

できます。デバイスIDとパスワードを入力する必要があります。本機は使用しません
 アラートデバイス: 昼間と夜の環境違いにより、各デバイスの敏感さを設定し、動体

検知の正確性を高めます。

 アラームアクション: 動体検知警報或いはI/O警報を選択することができます。

 通知予約: 設定した時間により、防犯機能を起動させます。

 予約録画: 特定の時間を選択すると、選択した時間のみ録画を行います。
 日付/時間: デバイスの日付と時間表示を設定します。

 システム: 工場出荷時の設定に戻す機能や再起動等の設定項目があります。

 その他: ほかにカメラの画像反転やスピーカー及びマイク調整等の設定があります。

 削除: デバイスをリストから削除します。
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4.6 もっと（アカウント設定）＊本機では使用しません。

 設定画面に以下の選択肢がある：

 ソフトウエアバージョン: 現在使っているソフトウエアのバージョンがチェックで

きます。 

 ユーザー管理者パスワード: アカウントパスワードを変更することができます。

 ユーザーゲストパスワード: デバイス管理者以外の人に視聴権利を与える場合、ゲ

· トパスワードを使用してください。このパスワードはいつでも管理者に無効さ

れることができます。ゲストはこのパスワードを使って、カメラのライブビデ

オを見ることとカメラを移動することができますが、カメラの設定を変更する

ことやマイクを使うこと等はできません。

 メールアドレス登録：メールアドレスを登録したら、パスワードを修正する時、

登録したメールアドレスに連絡メールが送られます。

 ログアウト: 現在のアカウントをログアウトします。
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FAQ

カメラがWi-Fi に接続できない場合はどうすればいいですか？

Wi-Fi のパスワードが正しく入力されていることを確認してください。
携帯電話が2.4GのWi-Fi に接続されていることを確認してください。カ
メラは5GのWi-Fi に対応していません。
接続時にカメラをWi-Fi ルーターにできるだけ近づけ、携帯電話をできるだ
けカメラに近づけてください。
接続に失敗した場合、LAN接続を選択してWi-Fi を設定してみてください。

・
・

・

・

質問1

回 答

SDカードを挿入した後、カメラが録画していないのはなぜですか？

SDカードはカメラの電源が切れた状態で挿入する必要があります。
SDカードをカメラに挿入した後、手動で録画機能をオンにする必要があり
ます。SDカードの録画操作マニュアルを参照してください。

・
・

質問2

回 答

Appでアラーム通知を受信できませんか？

カメラには移動検出アラーム機能が搭載されていますが、手動で設定する必
要があります。操作手順
ビデオカメラのセットアップページにアクセスして、アラームを選択し、移
動検出アラームをオンにして、応用ボタンをクリックしてください。

質問3

回 答

カメラが天井に設置された場合、画像回転をどのように設定しますか？

カメラを吊り下げてから、カメラのセットアップインタフェースに入り、そ
の他のオプションを選択してデバイスの回転ボタンをオンにして、応用ボタ
ンをクリックして完了します。

質問4

回 答

カメラ中のビデオをどうやって再生しますか？録画データをバックアップす
ることはできますか？

プライバシーの安全のために、ビデオファイルは暗号化されていて、携帯電
話のAppあるいは、パソコンなどの端末で再生しなければなりません。また、
PCソフト「MIPC」のプレーバックより任意のデータを再生し、画面右下
のダウンロードボタンを押してダウンロード可能です。

質問5

回 答
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電波法に関する注意事項
●

●

●

●

●

●

本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システムの
無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は
必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。
本製品の使用周波数は2.4GHz 帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機
器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない
特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。
本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始して
ください。
病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機
器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となるおそれがあります。
この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止す
るなど混信回避のための処置を行ってください。
その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら巻末の弊社お問い合わせ先までご
相談ください。

製品仕様
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レンズ
イメージセンサ
最低照度
CPU
ボタン
表示灯
画像圧縮方式
フレームレート
解像度
オーディオ
対応プロトコル
付属ソフトウェア
アラーム

認証
使用温度
使用湿度
電源／消費電流
寸法（約）
重量

f:3.6mm
1/2.7”CMOS，4MP
0.01Lux
ARM
リセットボタン
LAN／WiFi 接続灯
Smart H.264
Max30fps
2624×1512
AAC
TCP/IP，UDP/IP，HTTP，DHCP，RTMP，MUTP
MIPC
動体検知機能，写真・音声・動画の連動，
iPhone ／ iPad・Android 端末へのお知らせ機能
RoHS，CE，FCC，NCC
-10℃～55℃（結露なきこと）
10％～80％
DC5V／ 1.2A
85×85×123mm
234g



3R保証規定

本保証規定はスリーアールソリューション株式会社（以下弊社）が製造した製品（以下製品）が故障した
場合の保証内容について明記したものです。弊社は弊社取扱の製品の故障について、この保証規定に基づ
いて修理・交換を致します。

●

●

1）

2）
3）
4）
5）
6）

7）

8）
9）
●
1）
2）

3）
4）

5）

●
1）

2）
3）
4）
5）

6）
7）

保証期間
製品の保証期間はお買い上げ製品の保証書、または取扱説明書を参照ください。保証期間の開始日は
ご購入日からと致します。 
保証範囲
保証期間中に付属の取扱説明書に基づいた正常な環境、使用方法にて故障した場合、弊社は無償にて
製品の修理、交換を行います。 
また製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内においてのみ有効です。海外への
保守・サポート等の対応、修理品の海外発送等は一切致しません。保証期間内であっても以下の事項
に該当する場合、保証規定の対象外となります。
レシート等お買い上げ日が確認できるものを弊社に提示出来ない場合。また保証書のある製品におい
て保証書が提示されない場合 
オークション等の個人間売買などを含む中古販売によって入手した製品 
お買い上げ後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの 
お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損 
お客様にて分解、改造を行った製品、また弊社以外で修理、分解を行った事のある製品 
お買い上げ製品に接続した機器やケーブルなどによる故障、また付属品・オプションなどの専用品以
外の機器を使用したことによる故障 
取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続使用など環境に
よる故障 
取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった使用方法による故障 
火災、地震、水害などの天災による故障、また戦争、騒乱などによるもの
免責事項
部品の経年劣化による故障や付属品の交換等にこの保証は適用されません。 
製品の使用によって生じた直接的、間接的な損害などについて、弊社は製品の故障・障害によるもの
かに関わらず一切の責任を負いません。 
製品は将来発表されたハードウェア・ソフトウェアとの互換性は保証致しません。 
通常使用時、故障時、また修理時における製品内部等に保存されたデータの消失、破損について弊社
は一切の責任を負いません。データにつきましてはお客様の責任においてのバックアップ等をお願い
致します。 
製品の中には寿命、使用時間などが設定された部品が使用されている事があります。これは使用頻度
や使用環境などによって実際の寿命、交換時期とは前後します。場合によっては保証期間内であって
も部品交換が有償となる事があります。
注意事項
弊社が日本国国内において正規に販売、取扱したものに関してのみ保証は有効です。並行輸入品や弊
社が正規に取扱いしていない商品について弊社は修理、交換は致しません。 
弊社製品につきまして出張、訪問による修理やサービスは行っておりません。 
お預かり時等、輸送時による破損・紛失等につきまして弊社は責任を負いません。 
修理、交換が難しいと弊社が判断する場合、同等品、後継品への交換にて対応することがあります。 
修理、交換品の保証期間につきましてはお買い上げ時の保証の期限、もしくは修理、交換品の発送日
の3カ月後、いずれか長いものとなります。 
この保証規約は予告無く変更されることがあります。 
本規定は上記の規定に基づき修理、交換対応をするもので、お客様の法律上の権益を制限するもので
はありません。
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保証書

Copyright(C) 3R Group.3R SOLUTION Corp.Japan.All Rights Reserved.

品名／品番

S.N

お買い上げ日

保証期間

販売店情報

ネットワークカメラ／3R-MIYORU01

　　　年　　　月　　　日

お買い上げ日から　1年間

販売店名
ご住所
お名前
電話番号

未記入の場合は、納品書もしくは明細書が必要となります。

未記入の場合は、
納品書もしくは明細書が必要となります。
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