
この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 

本製品の利用開始前にこのマニュアルを必ずご確認ください。

ワイヤレスカメラシステム
MT-WCM200

取扱説明書
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本製品は、最大４台のカメラの映像を 4.3 インチの録画機能付き液晶モニター受信機により４分

割画面にて監視・録画を行うことができます。

カメラには人感センサーが搭載されており、人間を検出してから録画を行うアラーム録画も利用

可能です。

初めに

・４ｃｈデジタルワイヤレスカメラ＆録画システム

・カメラとモニターの間にケーブルが必要ないため取付が簡単

・全てデジタルのため、個人情報の流出や干渉がありません。

・4.3 インチモニターでそのまま録画も行えます。

・３２GB のマイクロ SD カードか、１TB の外付け HD へ録画データを保存できます。 

　（USB2.0 にて接続）

・4 台のカメラ映像を 24 時間、最長 1 週間録画し続けます。

・マニュアル録画、スケジュール録画、動体検出録画の 3 つのモード

・１０ｍの夜間撮影用赤外線 LED 搭載

・4ch の場合 VGA 10fps  1ch の場合 VGA 30fps

・屋外で最大見通し 200m での通信が行えます。

・外部出力により、より大きなモニターに接続可能

・IR カットファンクション

・アンドロイド、iphone の端末からも映像を確認できます。（最大アクセス数３台）

・モニターはバッテリー駆動のため持ち運びできます。（バッテリー駆動約３時間）

特徴

当モニターはパソコンではありません。そのため一部の MicroSD カード、外付け HDD は正常

に動作しない場合があります。

警告
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無線カメラ本体  x1

受信機モニタ  x1

カメラ用 AC アダプタ x1

モニタ用 AC アダプタ x1

AV ケーブル ( 約 1m) x1

LAN ケーブル ( 約 1.5m) x1

アンカー   x3

ネジ   x3

カメラ用アンテナ  x1

取扱説明書  x1

カメラ用取付金具  x1

ネットワークアダプター　　 x1

パッケージ内容
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各部名称

カメラ
アンテナ

防水カバー赤外線LED
レンズ

明るさセンサー

人感センサー

電源ランプ

取付金具

アンテナ取付部

同期ボタン

電源コネクタ

受信機

左側面 正面 右側面

USBポート
microSDカードスロット
ネットワークポート
映像出力端子
電源入力端子

アンテナ
電源ランプ
電源ボタン
通信ランプ
メニューボタン

4分割表示
消去/画面表示切替
4.3TFT-LCD
決定ボタン
方向ボタン

巡回監視
録画開始/録画停止
再生
リセットボタン
取付金具

１．付属のネジを使用してカメラを固定します。

2．モニターを設置します。

３．モニターにMicroSDカードを挿入するか、外付けHDDを接続します。

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。

※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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カメラとモニターの固定

カメラ
アンテナ

防水カバー赤外線LED
レンズ

明るさセンサー

人感センサー

電源ランプ

取付金具

アンテナ取付部

同期ボタン

電源コネクタ

受信機

左側面 正面 右側面

USBポート
microSDカードスロット
ネットワークポート
映像出力端子
電源入力端子

アンテナ
電源ランプ
電源ボタン
通信ランプ
メニューボタン

4分割表示
消去/画面表示切替
4.3TFT-LCD
決定ボタン
方向ボタン

巡回監視
録画開始/録画停止
再生
リセットボタン
取付金具

１．付属のネジを使用してカメラを固定します。

2．モニターを設置します。

３．モニターにMicroSDカードを挿入するか、外付けHDDを接続します。

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。

※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

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。

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。

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。

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。

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

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。

4画面表示 1画面表示

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。

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

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

選択中のカメラ

録画中

電波の強度

カメラ番号

ミュート

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。

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。

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。

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。

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

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。

4画面表示 1画面表示

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。

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

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

選択中のカメラ

録画中

電波の強度

カメラ番号

ミュート

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。

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。

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。

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。
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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。

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。

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。

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。

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

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。

4画面表示 1画面表示

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。

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

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

選択中のカメラ

録画中

電波の強度

カメラ番号

ミュート

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

4画面表示 1画面表示

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。

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

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

選択中のカメラ

録画中

電波の強度

カメラ番号

ミュート

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。

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。

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。

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。

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

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。

4画面表示 1画面表示

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。

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

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

選択中のカメラ

録画中

電波の強度

カメラ番号

ミュート

６．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。

７．LOOP ボタン（巡回監視ボタン）を押すことで巡回モードに切り替えます。
      システムの【画面表示切替時間】で 5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒おきに設定する
      ことができます。
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マニュアル録画
１．ライブ画面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。

２．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。

３．再度録画ボタンを押すことで録画を停止できます

スケジュール録画
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。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。

１．メニューボタンを押してメニュー画面を表示します。
２．左右の方向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タイマー録画を選択し、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選択し、OKボタンを押します。

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。

５．設定完了後、自動的に録画の開始、停止が行われます。

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．メニューボタンを押し、メニュー画面を開きます。

８．OKボタンを押して終了します。
７．左右の方向ボタンで調整を行います。
６．上下の方向キーでアイテムを選択します。
５．OKボタンを押します。
４．上下の方向ボタンでカメラを選択します。
３．上下の方向ボタンを押し、動体検知を選択しOKボタンを押します。
２．左右の方向ボタンを押し、録画を選択しOKボタンを押します。

赤外線感知録画
カメラのセンサー範囲に人間が入ってきた場合に録画を開始します。

１．メニューボタンを押し、メニュー画面を開きます。

５．左右の方向ボタンを押し、ONを選択します。
４．上下の方向ボタンでカメラを選択します。
３．上下の方向ボタンを押し、赤外線感知録画を選択しOKボタンを押します。
２．左右の方向ボタンを押し、録画を選択しOKボタンを押します。

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。

スケジュール録画

カメラ

日付

開始時間

終了時間

全てのカメラ

OK：選択 メニュー：終了

2013/11/15　　金

録画

マニュアル録画

スケジュール録画

１．ライブ画面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。

２．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。

３．再度録画ボタンを押すことで録画を停止できます

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。

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。

１．メニューボタンを押してメニュー画面を表示します。

２．左右の方向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、OK ボタンを押します。

４．上下の方向ボタンにてスケジュール設定を選択し、OK ボタンを押します。

５．設定完了後、自動的に録画の開始、停止が行われます。
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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．メニューボタンを押し、メニュー画面を開きます。

２．左右の方向ボタンを押し、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、動体検知を選択し OK ボタンを押します。

４．上下の方向ボタンでカメラを選択します。

５．OK ボタンを押します。

６．上下の方向ボタンでアイテムを選択します。

７．左右の方向ボタンで調整を行います。

８．OK ボタンを押して終了します。

      ※設置環境に合わせてストップコンディーションやエリア設定を調整してください。

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．メニューボタンを押し、メニュー画面を開きます。

２．左右の方向ボタンを押し、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、赤外線感知録画を選択し OK ボタンを押します。

４．上下の方向ボタンでカメラを選択します。

５．左右の方向ボタンで ON、OFF を選択します

６．OK ボタンを押して終了します。

※ 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。

ご注意
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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。

３．OK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。

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。

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

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。
２．AV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。

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。

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。

ビデオケーブル

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。

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。

メインメニュー

システム 録画 再生 カメラ

OK：選択 メニュー：終了

システム

ネットワーク

日時合わせ

言語

録画モード

OK：選択 メニュー：終了

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。

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。

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。

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。

３．OK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。

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。

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

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。
２．AV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。

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。

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。

ビデオケーブル

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。

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。

メインメニュー

システム 録画 再生 カメラ

OK：選択 メニュー：終了

システム

ネットワーク

日時合わせ

言語

録画モード

OK：選択 メニュー：終了

再生

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。

　　※録画フォルダーを消去する場合は、再生データ（.avi）を先に消去してください。

２．AV ボタンを押すことで削除が行われます。
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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。

３．OK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。

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。

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

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。
２．AV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。

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。

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。

ビデオケーブル

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。

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。

メインメニュー

システム 録画 再生 カメラ

OK：選択 メニュー：終了

システム

ネットワーク

日時合わせ

言語

録画モード

OK：選択 メニュー：終了

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 AV ボタンを押すことで TV の表示を切り替えるこ

　　とができます
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メニュー操作

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。

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。

３．OK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。

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。

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

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。
２．AV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。

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。

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。

ビデオケーブル

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。

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。

メインメニュー

システム 録画 再生 カメラ

OK：選択 メニュー：終了

システム

ネットワーク

日時合わせ

言語

録画モード

OK：選択 メニュー：終了

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。

３．OK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。

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。

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

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。
２．AV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。

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。

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。

ビデオケーブル

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。

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。

メインメニュー

システム 録画 再生 カメラ

OK：選択 メニュー：終了

システム

ネットワーク

日時合わせ

言語

録画モード

OK：選択 メニュー：終了

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。

ネットワーク ネットワーク情報を確認できます。

日時合わせ 日付と時間の設定を行えます。

言語 言語を設定できます。

録画モード 上書き録画のON/OFFの切り替えが行えます。

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。

記録媒体

ディスプレイアイコン

TVシステム

情報システム

システムアップグレード

画面表示切替時間

ミュート

デフォルト設定

明度

省エネモード

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。

システム情報を表示します。

システムの更新を行います。

巡回表示の表示時間を設定できます。

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。

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。

省エネモードの設定を行うことが出来ます。

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
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

上下の方向ボタンを押して選択します。
OK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。
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

ネットワークパスワード

プッシュ通知

ネットワークアドレス

ネットワーク情報

OK：選択 メニュー：終了

日時合わせ
OKボタンを押して決定します。

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調整します。
OKボタンを押して決定します。
メニューボタンを押して終了します。

日時合わせ

日付

時間

OK：選択 メニュー：終了

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
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。

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。

注意

SD/USBフォーマット
１．OKボタンを押して決定します。
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。
マイクロSDカード：SDカードをフォーマットします。
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。

SD/USBフォーマット

メニュー：終了OK：選択

フォーマット中

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。

アラーム音量 ※本機では使用できません。

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。

システム設定
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ネットワーク ネットワーク情報を確認できます。

日時合わせ 日付と時間の設定を行えます。

言語 言語を設定できます。

録画モード 上書き録画のON/OFFの切り替えが行えます。

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。

記録媒体

ディスプレイアイコン

TVシステム

情報システム

システムアップグレード

画面表示切替時間

ミュート

デフォルト設定

明度

省エネモード

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。

システム情報を表示します。

システムの更新を行います。

巡回表示の表示時間を設定できます。

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。

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。

省エネモードの設定を行うことが出来ます。

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
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

上下の方向ボタンを押して選択します。
OK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。
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

ネットワークパスワード

プッシュ通知

ネットワークアドレス

ネットワーク情報

OK：選択 メニュー：終了

日時合わせ
OKボタンを押して決定します。

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調整します。
OKボタンを押して決定します。
メニューボタンを押して終了します。

日時合わせ

日付

時間

OK：選択 メニュー：終了

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
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。

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。

注意

SD/USBフォーマット
１．OKボタンを押して決定します。
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。
マイクロSDカード：SDカードをフォーマットします。
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。

SD/USBフォーマット

メニュー：終了OK：選択

フォーマット中

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。

アラーム音量 ※本機では使用できません。

ネットワーク

1.　OK ボタンを押すことで決定します。

2.　メニューボタンを押すことで終了します。

ネットワーク ネットワーク情報を確認できます。

日時合わせ 日付と時間の設定を行えます。

言語 言語を設定できます。

録画モード 上書き録画のON/OFFの切り替えが行えます。

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。

記録媒体

ディスプレイアイコン

TVシステム

情報システム

システムアップグレード

画面表示切替時間

ミュート

デフォルト設定

明度

省エネモード

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。

システム情報を表示します。

システムの更新を行います。

巡回表示の表示時間を設定できます。

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。

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。

省エネモードの設定を行うことが出来ます。

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
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

上下の方向ボタンを押して選択します。
OK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。
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

ネットワークパスワード

プッシュ通知

ネットワークアドレス

ネットワーク情報

OK：選択 メニュー：終了

日時合わせ
OKボタンを押して決定します。

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調整します。
OKボタンを押して決定します。
メニューボタンを押して終了します。

日時合わせ

日付

時間

OK：選択 メニュー：終了

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
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。

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。

注意

SD/USBフォーマット
１．OKボタンを押して決定します。
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。
マイクロSDカード：SDカードをフォーマットします。
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。

SD/USBフォーマット

メニュー：終了OK：選択

フォーマット中

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。

アラーム音量 ※本機では使用できません。

日時合わせ

1.　OK ボタンを押すことで決定します。

・上下の方向ボタンを押して選択します。

・OK 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。

・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。

・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調整します。

・OK ボタンを押して決定します。

・メニューボタンを押して終了します。

※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。
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ネットワーク ネットワーク情報を確認できます。

日時合わせ 日付と時間の設定を行えます。

言語 言語を設定できます。

録画モード 上書き録画のON/OFFの切り替えが行えます。

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。

記録媒体

ディスプレイアイコン

TVシステム

情報システム

システムアップグレード

画面表示切替時間

ミュート

デフォルト設定

明度

省エネモード

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。

システム情報を表示します。

システムの更新を行います。

巡回表示の表示時間を設定できます。

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。

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。

省エネモードの設定を行うことが出来ます。

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
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

上下の方向ボタンを押して選択します。
OK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。
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

ネットワークパスワード

プッシュ通知

ネットワークアドレス

ネットワーク情報

OK：選択 メニュー：終了

日時合わせ
OKボタンを押して決定します。

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調整します。
OKボタンを押して決定します。
メニューボタンを押して終了します。

日時合わせ

日付

時間

OK：選択 メニュー：終了

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
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。

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。

注意

SD/USBフォーマット
１．OKボタンを押して決定します。
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。
マイクロSDカード：SDカードをフォーマットします。
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。

SD/USBフォーマット

メニュー：終了OK：選択

フォーマット中

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。

アラーム音量 ※本機では使用できません。

言語

1.　OK ボタンを押すことで決定します。

2.　メニューボタンを押すことで終了します。

録画モード

１.　OK ボタンを押すことで決定します。

２.　上下の方向ボタンで通常か上書きを選択し OK ボタンを押します。

通常 ：MicroSD 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。

ご注意

SD/USBフォーマット

１．OK ボタンを押すことで決定します。

２．上下の方向ボタンでキャンセル、MicroSD カード、USB デバイス（外付け HDD）を　　

　   選択します。

 キャンセル 　：フォーマットをキャンセルします。 

 実行　　　　 　：フォーマットを実行します。

３．OK ボタンを押すことでフォーマットが開始されます。

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。
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記録媒体

１．OK ボタンを押して決定します。

２．上下の方向キーで、MicroSD カードか USB デバイスを選択します。

３．OK を押すと設定を変更します。

ディスプレイアイコン

１．OK ボタンを押して決定します。

２．上下の方向キーで選択します。

３．OK を押すと設定を変更します。

  受信強度  　　：カメラとの通信状態を表示します。 

  SD/USB ステータス　  ：使用している記録媒体を表示します。 

  カメラ  　　：カメラ番号を表示します。 

  ネットワーク 　　：ネットワークの接続状態を表示します。

                           バッテリー　　　　　　：バッテリーの状態を表示します。　　　　　　　

4．メニューボタンを押すことで終了します。

記録媒体
１．OKボタンを押して決定します。
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。
３．OKボタンを押すと記録媒体を変更します。

ディスプレイアイコン
１．OKボタンを押して決定します。
２．上下の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンを押すことでアイコン表示の有無を変更できます。

受信強度：カメラとの通信状態を表示します。
SD/USBステータス：使用している記録媒体を表示します。
カメラ：カメラ番号を表示します。
ネットワーク：ネットワークの接続状態を表示します。

4．メニューボタンを押すことで終了します。

TVシステム
１．OKボタンを押して決定します。
２．上下の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンを押すことで終了します。

情報システム
１．OKボタンを押して決定します。
2．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
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ボタンを再度押して調整します。
４．録画ボタンを再度押して保存します。
５．OKボタンか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
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。

ミュート
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。

デフォルト設定
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。

明度
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。

音量
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。

アラーム音量
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。

記録媒体
１．OKボタンを押して決定します。
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。
３．OKボタンを押すと記録媒体を変更します。

ディスプレイアイコン
１．OKボタンを押して決定します。
２．上下の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンを押すことでアイコン表示の有無を変更できます。

受信強度：カメラとの通信状態を表示します。
SD/USBステータス：使用している記録媒体を表示します。
カメラ：カメラ番号を表示します。
ネットワーク：ネットワークの接続状態を表示します。

4．メニューボタンを押すことで終了します。

TVシステム
１．OKボタンを押して決定します。
２．上下の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンを押すことで終了します。

情報システム
１．OKボタンを押して決定します。
2．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
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ボタンを再度押して調整します。
４．録画ボタンを再度押して保存します。
５．OKボタンか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
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。

ミュート
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。

デフォルト設定
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。

明度
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。

音量
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。

アラーム音量
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。

記録媒体
１．OKボタンを押して決定します。
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。
３．OKボタンを押すと記録媒体を変更します。

ディスプレイアイコン
１．OKボタンを押して決定します。
２．上下の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンを押すことでアイコン表示の有無を変更できます。

受信強度：カメラとの通信状態を表示します。
SD/USBステータス：使用している記録媒体を表示します。
カメラ：カメラ番号を表示します。
ネットワーク：ネットワークの接続状態を表示します。

4．メニューボタンを押すことで終了します。

TVシステム
１．OKボタンを押して決定します。
２．上下の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンを押すことで終了します。

情報システム
１．OKボタンを押して決定します。
2．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
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ボタンを再度押して調整します。
４．録画ボタンを再度押して保存します。
５．OKボタンか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
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。

ミュート
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。

デフォルト設定
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。

明度
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。

音量
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。

アラーム音量
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。

記録媒体
１．OKボタンを押して決定します。
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。
３．OKボタンを押すと記録媒体を変更します。

ディスプレイアイコン
１．OKボタンを押して決定します。
２．上下の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンを押すことでアイコン表示の有無を変更できます。

受信強度：カメラとの通信状態を表示します。
SD/USBステータス：使用している記録媒体を表示します。
カメラ：カメラ番号を表示します。
ネットワーク：ネットワークの接続状態を表示します。

4．メニューボタンを押すことで終了します。

TVシステム
１．OKボタンを押して決定します。
２．上下の方向ボタンで、選択します。
３．OKボタンを押すことで終了します。

情報システム
１．OKボタンを押して決定します。
2．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
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ボタンを再度押して調整します。
４．録画ボタンを再度押して保存します。
５．OKボタンか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
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。

ミュート
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。

デフォルト設定
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。

明度
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。

音量
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。

アラーム音量
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。

TVシステム

１．OK ボタンを押して決定します。

２．上下の方向キーで選択します。

３．OK 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．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
１．OK ボタンを押して決定します。

２．左右の方向キーで選択します。

３．OK ボタンを押すことで調整します。

４．録画ボタンを押すことで実装します。

５．OK ボタンかメニューボタンを押すことで修正します。
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画面表示切替時間

１．OK ボタンを押すことで決定します。

２．左右の方向キーで選択します。

３．OK ボタンを再度押すことで終了します。

デフォルト設定

１．OK ボタンを押すことで決定します。

２．左右方向キーでキャンセルか OK を選択します。 

 キャンセル  ：フォーマットを行わず終了します。 

 OK 　：フォーマットを開始します。

３．OK ボタンを押すことで終了します。

明度

アラーム音量※本機では使用できません。

１．OK ボタンを押すことで決定します。

２．左右の方向キーで調整します。

３．OK ボタンを押すことで終了します。

１．OK ボタンを押すことで決定します。

２．左右の方向キーで調整します。

３．OK ボタンを押すことで終了します。
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省エネモード

１．OK ボタンを押して選択します。

２．上下の方向ボタンで、タイムインターバルかセンサー感知後起動を選びます。

３．OK ボタンを押します。

４．上下の方向ボタンで選択します。

５．OK 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。
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省エネモード
１．OKボタンを押して決定します。
２．上下の方向ボタンで、インターバルかセンサー感知後起動を選択します。
３．OKボタンを押します。
４．上下の方向ボタンで選択します。
５．OKボタンを押して終了します。

録画
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．左右の方向ボタンで録画を選択します。
３．OKボタンを押して決定します。

録画

スケジュール録画

動体検知

赤外線感知録画

OK：選択 メニュー：終了

スケジュール録画
開始時間と停止時間を設定します。設定後、自動的に録画が開始、停止されます。
詳細は説明書７Pを参照してください。

動体検知
画面内に動きがあった時のみ録画を行います。
詳細は説明書８Pを参照してください。

注意：アラーム音量はAVボタンを押すことで消音にすることができます。

赤外線感知録画
カメラのセンサー範囲に人間が入ってきた場合に録画を開始します。
詳細は取扱説明書の８Pを参照してください。

注意：アラーム音量はAVボタンを押すことで消音にすることができます。

再生
詳細は取扱説明書の９Pを参照してください。

カメラ
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。

カメラ

同期

接続

解像度・画質設定

OK：選択 メニュー：終了

カメラ
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開きます。

２．左右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。

同期
同期
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。

同期

同期

同期

同期

同期

OK：選択 メニュー：終了

カメラ１

カメラ２

カメラ３

カメラ４

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。

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

OK：選択 メニュー：終了

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。

同期成功

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。

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．上下の方向キーを押して同期を選択し、OK ボタンを押します。

同期
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。

同期

同期

同期

同期

同期

OK：選択 メニュー：終了

カメラ１

カメラ２

カメラ３

カメラ４

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。

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

OK：選択 メニュー：終了

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。

同期成功

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。

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
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同期
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。

同期

同期

同期

同期

同期

OK：選択 メニュー：終了

カメラ１

カメラ２

カメラ３

カメラ４

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。

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

OK：選択 メニュー：終了

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。

同期成功

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。

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。

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。

同期
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。

同期

同期

同期

同期

同期

OK：選択 メニュー：終了

カメラ１

カメラ２

カメラ３

カメラ４

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。

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

OK：選択 メニュー：終了

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。

同期成功

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。
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接続

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．上下の方向キーを押して接続を選択し、OK ボタンを押します。

同期
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。

同期

同期

同期

同期

同期

OK：選択 メニュー：終了

カメラ１

カメラ２

カメラ３

カメラ４

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。

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

OK：選択 メニュー：終了

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。

同期成功

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。

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。
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アラーム

解像度・画質設定

左右の方向ボタンで解像度、画質を選択します。

解像度のサイズ 画質

上下の方向ボタンで、TOP、HIGH、MEDIUM、LOWを選択します。

OK：選択 メニュー：終了

OKボタンを押します。
メニューボタンを押して終了します。

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．ライブ画面よりメニューボタンを押してメニュー画面を表示します。

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
　　受信機にネットワーク情報が表示できます。

１．受信機をネットワークに接続します。

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。

６．上下の方向ボタンでONかOFFを選びます。
５．OKボタンを押します。
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。
３．OKボタンを押します。
２．左右の方向ボタンでアラームを選択します。

７．OKボタンを押して終了します。

アンドロイド操作

ネットワーク接続

ネットワーク情報

グローバルIP

ローカルIP

ポート

デバイスID

OK：選択 メニュー：終了

プログラムのダウンロード
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。
２．インストールを行うとアイコンが表示されます。

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。

１．上下の方向キーにて解像度・画質設定を選択し、OK ボタンを押します。

同期
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。

同期

同期

同期

同期

同期

OK：選択 メニュー：終了

カメラ１

カメラ２

カメラ３

カメラ４

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。

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

OK：選択 メニュー：終了

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。

同期成功

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。

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
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

OK：選択 メニュー：終了

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。

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。

左右の方向キーで解像度、画質を選択します。

上下の方向キーで、Top、High、Medium、Low を選択します。

OK ボタンで調整します。

メニューボタンで終了します。

解像度

High（640 ｘ 480）　pixel

Low   （352 ｘ 240）　pixel
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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

ご注意

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．左右の方向キーでアラームを選択します。

３．OK ボタンを押します。

４．上下の方向キーで動体検知か赤外線センサーを選択します。

５．OK ボタンを押します。

６．上下の方向キーで ON か OFF を選びます。

７．OK ボタンを押して終了します。
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アラーム

解像度・画質設定

左右の方向ボタンで解像度、画質を選択します。

解像度のサイズ 画質

上下の方向ボタンで、TOP、HIGH、MEDIUM、LOWを選択します。

OK：選択 メニュー：終了

OKボタンを押します。
メニューボタンを押して終了します。

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．ライブ画面よりメニューボタンを押してメニュー画面を表示します。

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
　　受信機にネットワーク情報が表示できます。

１．受信機をネットワークに接続します。

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。

６．上下の方向ボタンでONかOFFを選びます。
５．OKボタンを押します。
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。
３．OKボタンを押します。
２．左右の方向ボタンでアラームを選択します。

７．OKボタンを押して終了します。

アンドロイド操作

ネットワーク接続

ネットワーク情報

グローバルIP

ローカルIP

ポート

デバイスID

OK：選択 メニュー：終了

プログラムのダウンロード
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。
２．インストールを行うとアイコンが表示されます。

Android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。

ネットワーク接続

アラーム

解像度・画質設定

左右の方向ボタンで解像度、画質を選択します。

解像度のサイズ 画質

上下の方向ボタンで、TOP、HIGH、MEDIUM、LOWを選択します。

OK：選択 メニュー：終了

OKボタンを押します。
メニューボタンを押して終了します。

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．ライブ画面よりメニューボタンを押してメニュー画面を表示します。

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
　　受信機にネットワーク情報が表示できます。

１．受信機をネットワークに接続します。

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。

６．上下の方向ボタンでONかOFFを選びます。
５．OKボタンを押します。
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。
３．OKボタンを押します。
２．左右の方向ボタンでアラームを選択します。

７．OKボタンを押して終了します。

アンドロイド操作

ネットワーク接続

ネットワーク情報

グローバルIP

ローカルIP

ポート

デバイスID

OK：選択 メニュー：終了

プログラムのダウンロード
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。
２．インストールを行うとアイコンが表示されます。

アラーム

解像度・画質設定

左右の方向ボタンで解像度、画質を選択します。

解像度のサイズ 画質

上下の方向ボタンで、TOP、HIGH、MEDIUM、LOWを選択します。

OK：選択 メニュー：終了

OKボタンを押します。
メニューボタンを押して終了します。

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．ライブ画面よりメニューボタンを押してメニュー画面を表示します。

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
　　受信機にネットワーク情報が表示できます。

１．受信機をネットワークに接続します。

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。

６．上下の方向ボタンでONかOFFを選びます。
５．OKボタンを押します。
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。
３．OKボタンを押します。
２．左右の方向ボタンでアラームを選択します。

７．OKボタンを押して終了します。

アンドロイド操作

ネットワーク接続

ネットワーク情報

グローバルIP

ローカルIP

ポート

デバイスID

OK：選択 メニュー：終了

プログラムのダウンロード
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。
２．インストールを行うとアイコンが表示されます。

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、Gostreaming ソフトを検索、

　　ダ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。

プログラムのダウンロード



25 ワイヤレスカメラシステム　MT-WCM200

画面イメージ
１．設定をクリックし、設定画面を開き、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。

３．   ボタンをクリックするとカメラの映像が表示されます

４．デバイスIDを長押しすると設定画面を表示できます

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。

初期設定

画面イメージ
１．設定をクリックし、設定画面を開き、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。

３．   ボタンをクリックするとカメラの映像が表示されます

４．デバイスIDを長押しすると設定画面を表示できます

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。
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画面イメージ
１．設定をクリックし、設定画面を開き、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。

３．   ボタンをクリックするとカメラの映像が表示されます

４．デバイスIDを長押しすると設定画面を表示できます

画面イメージ
１．設定をクリックし、設定画面を開き、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。

３．   ボタンをクリックするとカメラの映像が表示されます

４．デバイスIDを長押しすると設定画面を表示できます

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。

５．デバイス ID を長押しすると設定画面を表示できます

※最大同時アクセス数３台
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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。

プッシュ通知

録画

オン/オフ

最小時間間隔

期間

モビール登録

OK：選択 メニュー：終了 OK：選択 メニュー：終了

録画設定

スケジュール録画

動体検知

赤外線感知録画

プッシュ通知の間隔や期間を設定できます。 動体検知か赤外線感知録画が有効の場合のみ
プッシュ通知が有効となります。

２．アンドロイド端末に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。

１．ライブ画面のみ確認できます。

登録に成功するとモニターに
アカウント名が表示されます。

４．ネットワークアダプターはホットスワップには対応しておりません。

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。

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。

注意

アイフォン操作

１．受信機をネットワークに接続します。

ネットワーク接続

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。

ネットワーク情報

グローバルIP

ローカルIP

ポート

デバイスID

OK：選択 メニュー：終了

プログラムのダウンロード
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。
２．インストールを行うとアイコンが表示されます。

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

プッシュ通知

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。

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。

プッシュ通知

録画

オン/オフ

最小時間間隔

期間

モビール登録

OK：選択 メニュー：終了 OK：選択 メニュー：終了

録画設定

スケジュール録画

動体検知

赤外線感知録画

プッシュ通知の間隔や期間を設定できます。 動体検知か赤外線感知録画が有効の場合のみ
プッシュ通知が有効となります。

２．アンドロイド端末に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。

１．ライブ画面のみ確認できます。

登録に成功するとモニターに
アカウント名が表示されます。

４．ネットワークアダプターはホットスワップには対応しておりません。

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。

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。

注意

アイフォン操作

１．受信機をネットワークに接続します。

ネットワーク接続

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。

ネットワーク情報

グローバルIP

ローカルIP

ポート

デバイスID

OK：選択 メニュー：終了

プログラムのダウンロード
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。
２．インストールを行うとアイコンが表示されます。

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。

ご注意
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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。

プッシュ通知

録画

オン/オフ

最小時間間隔

期間

モビール登録

OK：選択 メニュー：終了 OK：選択 メニュー：終了

録画設定

スケジュール録画

動体検知

赤外線感知録画

プッシュ通知の間隔や期間を設定できます。 動体検知か赤外線感知録画が有効の場合のみ
プッシュ通知が有効となります。

２．アンドロイド端末に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。

１．ライブ画面のみ確認できます。

登録に成功するとモニターに
アカウント名が表示されます。

４．ネットワークアダプターはホットスワップには対応しておりません。

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。

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。

注意

アイフォン操作

１．受信機をネットワークに接続します。

ネットワーク接続

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。

ネットワーク情報

グローバルIP

ローカルIP

ポート

デバイスID

OK：選択 メニュー：終了

プログラムのダウンロード
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。
２．インストールを行うとアイコンが表示されます。

iPhone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。

ネットワーク接続

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。

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。

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。

プログラムのダウンロード

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。

プッシュ通知

録画

オン/オフ

最小時間間隔

期間

モビール登録

OK：選択 メニュー：終了 OK：選択 メニュー：終了

録画設定

スケジュール録画

動体検知

赤外線感知録画

プッシュ通知の間隔や期間を設定できます。 動体検知か赤外線感知録画が有効の場合のみ
プッシュ通知が有効となります。

２．アンドロイド端末に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。

１．ライブ画面のみ確認できます。

登録に成功するとモニターに
アカウント名が表示されます。

４．ネットワークアダプターはホットスワップには対応しておりません。

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。

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。

注意

アイフォン操作

１．受信機をネットワークに接続します。

ネットワーク接続

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。

ネットワーク情報

グローバルIP

ローカルIP

ポート

デバイスID

OK：選択 メニュー：終了

プログラムのダウンロード
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。
２．インストールを行うとアイコンが表示されます。

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。

プッシュ通知

録画

オン/オフ

最小時間間隔

期間

モビール登録

OK：選択 メニュー：終了 OK：選択 メニュー：終了

録画設定

スケジュール録画

動体検知

赤外線感知録画

プッシュ通知の間隔や期間を設定できます。 動体検知か赤外線感知録画が有効の場合のみ
プッシュ通知が有効となります。

２．アンドロイド端末に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。

１．ライブ画面のみ確認できます。

登録に成功するとモニターに
アカウント名が表示されます。

４．ネットワークアダプターはホットスワップには対応しておりません。

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。

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。

注意

アイフォン操作

１．受信機をネットワークに接続します。

ネットワーク接続

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。

ネットワーク情報

グローバルIP

ローカルIP

ポート

デバイスID

OK：選択 メニュー：終了

プログラムのダウンロード
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。
２．インストールを行うとアイコンが表示されます。
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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。

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．　　ボタンをクリックすると、接続が開始されカメラの映像が表示されます。

静止画撮影

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。

画面イメージ

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。

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。

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．　　ボタンをクリックすると、接続が開始されカメラの映像が表示されます。

静止画撮影

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。

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．　　ボタンをクリックすると、接続が開始されカメラの映像が表示されます。

静止画撮影
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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。

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．　　ボタンをクリックすると、接続が開始されカメラの映像が表示されます。

静止画撮影

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。

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。

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．　　ボタンをクリックすると、接続が開始されカメラの映像が表示されます。

静止画撮影

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。

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．　　ボタンをクリックすると、接続が開始されカメラの映像が表示されます。

静止画撮影

※最大同時アクセス数３台
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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。

プッシュ通知

録画

オン/オフ

最小時間間隔

期間

モビール登録

OK：選択 メニュー：終了 OK：選択 メニュー：終了

録画設定

スケジュール録画

動体検知

赤外線感知録画

プッシュ通知の間隔や期間を設定できます。 動体検知か赤外線感知録画が有効の場合のみ
プッシュ通知が有効となります。

２．アンドロイド端末に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。

１．ライブ画面のみ確認できます。

登録に成功するとモニターに
アカウント名が表示されます。

４．ネットワークアダプターはホットスワップには対応しておりません。

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。

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。

注意

カメラ
撮像素子 
解像度 
視野角 
夜間撮影距離 
電源 電圧
 消費電流
動作範囲 温度
 湿度
サイズ 外形寸法
 質量
電波送信距離 

1/5 型 CMOS
656x488
65°
最長 約 10m
DC5V
最大 550mA
-10～+50℃
15～85％RH( 結露なきこと )
φ54ｘD60ｍｍ
約 188g
最大 200m( 見通し )

液晶 
モニタ解像度 
録画 記録媒体

 録画解像度
 録画ファイル形式
外部接続 映像出力
 インターネット接続
 外部 HDD 接続
スマートフォン同時アクセス数
電源 電圧
 消費電流
　　　　　　　バッテリー持続時間
動作範囲 温度
 湿度
サイズ 外形寸法
 質量

4.3 型 TFT LCD
480x272
MIcroSD カード ( 最大 32GB) 
または外付 HDD( 最大 1TB) ※別売
CIF / VGA
.AVI
x1(RCA-P) ※専用ケーブル使用
x1(RJ-45) ※専用アダプタ使用
x1(USB2.0)
最大３台まで
DC5V
最大 570mA
約 3 時間
0～+40℃
15～85％RH( 結露なきこと )
H92xW145xD25mm
約 21７g

モニタ

※仕様は予告なく変更される場合があります。

・この製品は、指示が無い限り浸水、飛沫、滴下の個所では使用しないでください。
・電源を切った場合は使用することができません。
・この製品は、電源アダプターを抜くことで電源を切ることが出来ます。
・アダプターのケーブルを切断し、別の電源と接続しないでください。

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

プッシュ通知

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。

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。

ご注意

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。

プッシュ通知

録画

オン/オフ

最小時間間隔

期間

モビール登録

OK：選択 メニュー：終了 OK：選択 メニュー：終了

録画設定

スケジュール録画

動体検知

赤外線感知録画

プッシュ通知の間隔や期間を設定できます。 動体検知か赤外線感知録画が有効の場合のみ
プッシュ通知が有効となります。

２．アンドロイド端末に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。

１．ライブ画面のみ確認できます。

登録に成功するとモニターに
アカウント名が表示されます。

４．ネットワークアダプターはホットスワップには対応しておりません。

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。

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。

注意

カメラ
撮像素子 
解像度 
視野角 
夜間撮影距離 
電源 電圧
 消費電流
動作範囲 温度
 湿度
サイズ 外形寸法
 質量
電波送信距離 

1/5 型 CMOS
656x488
65°
最長 約 10m
DC5V
最大 550mA
-10～+50℃
15～85％RH( 結露なきこと )
φ54ｘD60ｍｍ
約 188g
最大 200m( 見通し )

液晶 
モニタ解像度 
録画 記録媒体

 録画解像度
 録画ファイル形式
外部接続 映像出力
 インターネット接続
 外部 HDD 接続
スマートフォン同時アクセス数
電源 電圧
 消費電流
　　　　　　　バッテリー持続時間
動作範囲 温度
 湿度
サイズ 外形寸法
 質量

4.3 型 TFT LCD
480x272
MIcroSD カード ( 最大 32GB) 
または外付 HDD( 最大 1TB) ※別売
CIF / VGA
.AVI
x1(RCA-P) ※専用ケーブル使用
x1(RJ-45) ※専用アダプタ使用
x1(USB2.0)
最大３台まで
DC5V
最大 570mA
約 3 時間
0～+40℃
15～85％RH( 結露なきこと )
H92xW145xD25mm
約 21７g

モニタ

※仕様は予告なく変更される場合があります。

・この製品は、指示が無い限り浸水、飛沫、滴下の個所では使用しないでください。
・電源を切った場合は使用することができません。
・この製品は、電源アダプターを抜くことで電源を切ることが出来ます。
・アダプターのケーブルを切断し、別の電源と接続しないでください。
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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。

プッシュ通知

録画

オン/オフ

最小時間間隔

期間

モビール登録

OK：選択 メニュー：終了 OK：選択 メニュー：終了

録画設定

スケジュール録画

動体検知

赤外線感知録画

プッシュ通知の間隔や期間を設定できます。 動体検知か赤外線感知録画が有効の場合のみ
プッシュ通知が有効となります。

２．アンドロイド端末に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。

１．ライブ画面のみ確認できます。

登録に成功するとモニターに
アカウント名が表示されます。

４．ネットワークアダプターはホットスワップには対応しておりません。

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。

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。

注意

カメラ
撮像素子 
解像度 
視野角 
夜間撮影距離 
電源 電圧
 消費電流
動作範囲 温度
 湿度
サイズ 外形寸法
 質量
電波送信距離 

1/5 型 CMOS
656x488
65°
最長 約 10m
DC5V
最大 550mA
-10～+50℃
15～85％RH( 結露なきこと )
φ54ｘD60ｍｍ
約 188g
最大 200m( 見通し )

液晶 
モニタ解像度 
録画 記録媒体

 録画解像度
 録画ファイル形式
外部接続 映像出力
 インターネット接続
 外部 HDD 接続
スマートフォン同時アクセス数
電源 電圧
 消費電流
　　　　　　　バッテリー持続時間
動作範囲 温度
 湿度
サイズ 外形寸法
 質量

4.3 型 TFT LCD
480x272
MIcroSD カード ( 最大 32GB) 
または外付 HDD( 最大 1TB) ※別売
CIF / VGA
.AVI
x1(RCA-P) ※専用ケーブル使用
x1(RJ-45) ※専用アダプタ使用
x1(USB2.0)
最大３台まで
DC5V
最大 570mA
約 3 時間
0～+40℃
15～85％RH( 結露なきこと )
H92xW145xD25mm
約 21７g

モニタ

※仕様は予告なく変更される場合があります。

・この製品は、指示が無い限り浸水、飛沫、滴下の個所では使用しないでください。
・電源を切った場合は使用することができません。
・この製品は、電源アダプターを抜くことで電源を切ることが出来ます。
・アダプターのケーブルを切断し、別の電源と接続しないでください。この製品は、指示が無い限り浸水、飛沫、滴下の個所では使用しないでください。

電源を切った場合は使用することができません。

この製品は、電源アダプターを抜くことで電源を切ることが出来ます。

アダプターのケーブルを切断し、別の電源と接続しないでください。

警告

製品仕様
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FAQ

FCC情報

１． Q カメラを接続したのにモニターに何も表示されない

 A カメラ表示を確認し、ON に設定してください。

 A 同期をもう一度行ってください。

２． Q タイマー録画やモーション録画の設定を行ったのに録画が始まらない

 A MicroSD カードまたは外付け HDD が接続されているか確認してください

 A MicroSD カードまたは外付け HDD の容量がいっぱいの可能性があります。

３． Q 再生ボタンを押したのに反応が無い

 A モニターを確認し、録画状態になっていないかを確認してください。

 　録画中は、映像の再生を行うことはできません。

４． Q 画面に何も映っていないのに赤外線センサーが反応する

 A センサーの検知範囲がカメラのレンズ範囲より広いためです。

この製品は FCC の１５のルールに準拠しております。

● 簡単設定で始められるワイヤレスセキュリティカメラ

● 見通し最大 200m の距離で送受信可能

● 最大 4 台までカメラ増設が可能
（増設カメラは別売　型番：MT-INC200IR）

● 屋外でも使用可能な防水加工（IP66 相当）

● 赤外線搭載で夜間撮影距離 最長約 10m

● 4.3 インチ 録画機能搭載のモニター受信機

● 連続録画が可能な自動上書き機能

● 記録媒体 32GB microSD、USB メモリ 2.0、または
外付のハードディスク 1TB まで対応可能 ※記録媒体は別売

)spf01大最は合場の台4（ spf03大最AGV 台１ラメカ ●

● 録画設定は手動 / スケジュール / モーションから選択可

● モニター受信機には持ち運びに便利な
リチウムバッテリーを内蔵 ( バッテリー駆動約 3 時間 )

● 遠隔地からスマートフォンでカメラ画像の閲覧が可能
（Android 版：Goscam GoStreaming / iPhone 版：GoCam4CH)
※専用アプリケーションをダウンロードしてご利用頂けます。  同時アクセス 3 台まで

カメラ
撮像素子 
解像度 
視野角 
夜間撮影距離 
電源 電圧
 消費電流
動作範囲 温度
 湿度
サイズ 外形寸法
 質量
電波送信距離 

1/5 型 CMOS
656x488

最長 約 10m
DC5V
最大 550mA
-10～+50℃
15～85％RH( 結露なきこと )

約 188g
最大 200m( 見通し )

液晶 
モニタ解像度 
録画 記録媒体

 録画解像度
 録画ファイル形式
外部接続 映像出力
 インターネット接続
 外部 HDD 接続
スマートフォン同時アクセス数
電源 電圧
 消費電流
 バッテリー駆動時間
動作範囲 温度
 湿度
サイズ 外形寸法
 質量

4.3 型 TFT LCD
480x272
MIcroSD カード ( 最大 32GB)  または
外付 HDD( 最大 1TB) ※別売
CIF / VGA
.AVI
x1(RCA-P) ※専用ケーブル使用
x1(RJ-45) ※専用アダプタ使用
x1(USB2.0)
最大 3 台まで
DC5V
最大 570mA
約 3 時間
0～+40℃
15～85％RH( 結露なきこと )

約 217g

モニタ

アプリアイコン

撮影から録画まで

このセット1つで解決！

4CHワイヤレスカメラシステム
配線不要の防犯セット

屋外用ワイヤレスカメラ

MT-WCM200

録画
機能

防  水
IP66
カメラのみ

無線通信
200m
見 通 し 環 境

スマホ
遠隔

アクセス

夜間撮影

    約10m長
最

カメラ
 　4台設
増

micro
SDカード

32GB大
最

録画機能付き4.3 型モニター受信機

定価：オープンプライス

防犯カメラシステム＆デジタル計測器

株式会社 マザーツール
http://www.mothertool.co.jp

パッケージ内容物
無線カメラ本体  x1
受信機モニタ  x1
カメラ用 AC アダプタ  x1
モニタ用 AC アダプタ  x1
AV ケーブル ( 約 1m)  x1

LAN ケーブル ( 約 1.5m) x1
アンカー  x3
ネジ  x3
カメラ用アンテナ  x1
取扱説明書  x1

録画時間の目安
解像度
HIGH
LOW
HIGH

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。

画質
MEDIUM

LOW
TOP

記録媒体

MicroSD
32GB

録画時間
約 76 時間
約 106 時間
約 66 時間
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FAQ
Q.カメラを接続したのにモニターに何も表示されない
     A.カメラ表示を確認し、ONに設定してください。
     A.ペアリングをもう一度行ってください。

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。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。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。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。

Q.タイマー録画やモーション録画の設定を行ったのに録画が始まらない
　　A.マイクロSDカードまたは外付けHDが接続されているか確認してください
　　A.マイクロSDカードまたは外付けHDの容量がいっぱいの可能性があります。

Q.再生ボタンを押したのに反応が無い
　　A.モニターを確認し、録画状態になっていないかを確認してください。
　　　録画中は、映像の再生を行うことはできません。

Q.画面に何も映っていないのに赤外線センサーが反応する
      A.センサーの検知範囲がカメラのレンズ範囲より広いためです。

FCC情報
この製品はFCCの１５のルールに準拠しております。この製品は以下の二つの条件の
対象となります。
１．このデバイスは有害な干渉を発生させません。
２．すべての干渉を受け入れる必要があります。このデバイスは、明示的に機器を
      operrateするユーザーの権限が無効になることが、コンプライアンス責任者に
      よって承認されていない望ましくない動作の変更や修正を引き起こす可能性の
     ある干渉も含め、受信しました。

トラブルシューティング

映像が見れない
カメラとモニターの電源を確認してください。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

映像が汚い

カメラに繋がらない

IRのバージョンが正しくない可能性があります。
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。

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。

カメラの電源を確認してください。

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。

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。

センサーに汚れが付着していないか確認してください。

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。

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。

アラームが働かない

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

トラブルシューティング





386-0033 431-6
TEL0268-25-2332 FAX0268-25-2398

MADE IN CHINA


