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安全上のご注意　※必ずお守りください
人の危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいた
だくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
区分して、説明しています。

　　　警告　「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

　　　注意　「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
　（次は図記号の例です）

　　　　　　　　してはいけない内容です。 　　　　　  実行しなければならない内容です。

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、AC アダプターを抜く
●煙が出たり、異常なにおいや音がする
●映像や音声が出ないことがある
●内部に水や異物が入った
●電源プラグが異常に熱い
●本体や AC アダプターが破損した

そのまま使うと火災・感電の原因になります。
・電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、
  販売店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原
因になります。
・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないで
ください。
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

雷が鳴ったら、本機の金属部や電源プラグに触れない

感電の原因になります。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬ
らしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。
・機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を
置かないでください。
・特にお子様にはご注意ください。

電源プラグを破損するようなことはしない（傷つける、
加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、
引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど）

傷んだまま使用すると、火災、感電・ショートの原因
になります。
・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良とな
り火災の原因になります。
・AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

ぬれ手禁止

接触禁止
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安全上のご注意　※必ずお守りください
注意警告

落下防止ワイヤー取り付け金具等細かい部品は
乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
・万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

コードを接続した状態で移動しない
接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つ
き、火災・感電の原因になることがあります。
また、引っかかって、けがの原因になることがあります。
不安定な場所に置かない
高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所
に置かない
倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。
また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損す
ると、火災・故障の原因になることがあります。
異常に温度が高くなるところに置かない

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあ
ります。
●直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特に
ご注意ください。
●また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもな
りますのでご注意ください。

布や紙等燃えやすい物で本体をおおわない

電化製品としての性質上、ご使用の状況によって本体
が熱を持つ場合がございます。
本体をおおわれますと、正常に放熱が行えず発熱し、
故障の原因となります。
また、燃えやすい物でおおわれますと熱による火災の
原因になることがあります。

分解、改造をしない
内部には電圧の高い部品があり、感電の原因になりま
す。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交
流 100V 以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の
原因になります。
心臓ペースメーカーを装着している方は装着部
から 22㎝以上離す

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与え
る場合があります。
病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない

本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすこと
があり、誤作動による事故の原因になります。

自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使
用しない

ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。
本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことが
あり、誤作動による事故の原因になります。

分解禁止
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安全上のご注意　※必ずお守りください

警告

注意

放熱を妨げない

内部に熱がこもると、火災の原因になることがありま
す。 工事専門業者以外は取り付け工事や取り外しを行わな

い

工事の不備により、落下してけがの原因になります。
平らな面（壁 / 天井）以外の場所に取り付けない

落下したり、破損して、けがの原因になることがあり
ます。

本取扱説明書で指示した以外の取り付けは行わない

落下したり、破損して、けがの原因になることがあり
ます。

荷重に耐えられない場所に取り付けない

取り付け部の強度が弱いと、落下してけがの原因にな
ります。

壁掛けの取り付け強度は 4㎏以上を確保する

強度が不足すると、落下してけがの原因になることが
あります。
長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する

長期使用により設置場所の強度が不足すると落下して
けがの原因になります。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いとこ
ろに置かない

電気や油の水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因
になることがあります。

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラ
グを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電など
により、火災の原因になることがあります。

付属の AC アダプターを使う

付属外の AC アダプターで使用すると、火災や感電の
原因になることがあります。

電源プラグ
を抜く

壁掛け・天井取り付け工事、および落下防止処置時
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安全上のご注意　※必ずお守りください
警告

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気、熱が
あたるところ、エアコンの下などの水滴がかかるおそ
れのあるところに取り付けない

機器に悪影響を与え、火災・感電の原因になることが
あります。湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気、
熱があたるところ、エアコンの下などの水滴がかかる
おそれのあるところに取り付けない

機器に悪影響を与え、火災・感電の原因になることが
あります。

ねじ類などの細かい部品等は、乳幼児の手の届くとこ
ろに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼす場合があり
ます。
●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に
ご相談ください。

取り付けの際は、専門の構成部品を使用する

機器本体が落下したり、破損して、けがの原因になる
ことがあります。

取り付けねじや電源コードが壁内部の金属部や
配線部材と接触しないように設置する

壁内部の金属部や配線部材と接触して、感電の原因に
なることがあります。

安全に操作するために、適切な高さに取り付ける

無理な体勢での操作は落下したり、けがの原因になる
ことがあります。
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カメラご使用の前にお読みください（取り付け及び初期設定）
　○商品到着後、必ず1週間以内に付属品の確認と動作確認を行ってください。

・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全
にお使いください。

・取り付けや取り外しの際は、必ず工事専門業
者または販売店に依頼してください。

・取り付け不備、取り扱い不備による事故、
損傷については、当社は責任を負いません。

・カメラを設置される前に、お手元で数日テ
スト運転されることを強くおすすめ致しま
す。

　万が一、テストが不十分のまま設定した後
に、カメラの不具合が発生した場合、取り
外しなどにお手間がかかるばかりではなく、
工事業者をご手配されている場合は、再度
の取り付け費用が発生してしまう恐れがご
ざいます。

　設置を専門業者に依頼される場合は、業者
手配の前に、お客様ご自身で事前の動作確
認を必ず行ってください。

・カメラの初期設定及び各種設定が完了し、
ご希望の設定通り動くことが確認できまし
たらカメラを設置してください。

　　ファームウェアのバージョンアップの際
には、カメラとルーターを有線 LAN ケーブ
ルで繋いで頂く場合がござます。

　　その際に、カメラの取り外しなどで発生
する工事費用等に関しまして当社は一切の
責任を負いません。ご理解くださいませ。

・ご使用前に「安全上のご注意」( ➠ P2-5) を
必ずお読みください。

・商品到着後、必ず ID/ 保証カードのお買い上
げ日の欄に商品到着日を記入の上、取扱説明
書と共に大切に御保管下さい。
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カメラご使用の前にお読みください（カメラのご使用にあたって）

・本機はネットワークカメラです。本機の詳細な設定をするためには
有線接続ができ、かつ安定したネットワーク環境が作れるルーター
とパソコンが必要です。かつ安定したネットワーク環境が作れるル
ーターとスマートフォンが必要です。

　無線 Wi-Fi 設定完了後でも無線 Wi-Fi 環境が不安定の場合、有線
LANケーブルを接続してお使い頂くことになる場合がございます。

　また、カメラのバージョンアップ等で有線 LAN ケーブルでの接続
をお願いする場合がございます。

・本製品は侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害
については、責任を負いかねますのでご了承ください。

・本機（カメラ）の仕様および機能が予告なく更新、変更される場合
があります。それに伴い、取扱説明書（本書）も更新されます。

　ご理解頂きます様お願い致します。

・故障の原因になりますので、本機非対応の機能は操作しないで頂き
ますようお願いいたします。

・主にカメラをパソコンまたはスマートフォンで使うときの操作の流
れを説明しています。

・本書内で参照していただくページを
　（➠○○）で示しています。

・本機におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を
負いかねますので、あらかじめご了承ください。

　　
・本機および SD カードの不具合で録画や録音されなかった場合の

内容の補償についてはご容赦ください。

・最新のサポート情報や取扱説明書は、下記サポートサイトでご確認
ください。

　SecuSTATION お客様サポートページ　https://secu.jp/

■本機（カメラ）について

■本機（カメラ）の更新について

■非対応の機能について

■取扱説明書について

■本書内の表記について

■記載内容の補償はできません

■サポートサイトについて
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■本機（カメラ）について

■つゆつきについて

■お手入れについて

■プライバシー・肖像権について

■著作権にお気をつけください

■本機を廃棄／譲渡するとき

・本機（カメラ）を落としたり、
ぶつけたりしないでください。
また、本機（カメラ）に強い圧
力をかけないでください。

　強い衝撃が加わると、故障や
誤作動の原因になります。

・浴室など湿気の多い場所に放
置しないでください。

・カメラは室内でお使いくださ
い。（カメラを屋外に置いて使
わないでください）

・カメラは、防塵・防滴・防水
仕様ではありません。ほこり・
水・砂などの多い場所でのご使
用を避けてください。

　砂やほこりの多いところなど
で使用すると、レンズやボタン
のすきまから液体や砂異物など
が入り、故障などの原因になる
だけでなく、修理できなくなる
ことがありますので、特にお気
を付けください。

・IH クッキングヒーターの上におかないでくださ
い。本機（カメラ）や IH クッキングヒーターが
故障する原因になります。

・本機は、設置されているネットワークの状態や
接続されている機器の状態に依存します。ネッ
トワークの状態によっては、映像・音声が途切
れたり、動体検知が働かない場合があります。
またご使用になるパソコンや端末の状態により
同上の現象が起きる場合があります。本機は、
どのような状態であっても、動作を１００％保
証するものではありません。

　本機能を運用された結果、発生したいかなる損
害に対して当社は一切の責任を負いません。

・つゆつきは、温度差や湿度差があると起こりま
す。レンズの汚れ、かび、故障の発生原因にな
りますのでお気をつけください。

・つゆつきが起こった場合は、電源 AC アダプタ
ーを抜いて、２時間ほどそのままにしてください。

・AC アダプターを抜いてから、乾いた柔らかい
布のようなもので拭いてください。

  ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、
浴室 / 浴槽洗剤などの溶剤は外装ケースが変質
したり、塗装が剥げるおそれがありますので使
用しないでください。化学雑巾をご使用の際は、
その注意書きに従ってください。

・カメラの設置や利用につきまして、ご利用され
るお客様の責任で被写体のプライバシー（マイ
クで拾う音声に対するプライバシーを含む）、
肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

・お客様が撮影や録音したものは、個人として楽
しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用
できません。個人として楽しむ目的であっても、
撮影を制限している場合がありますのでお気を
つけください。

・本機にはお客様の操作に関する個人情報が記録
されています。廃棄や譲渡などで本機を手放さ
れる場合は、記録された情報を必ず消去してく
ださい。本機に記録される個人情報に関しては、
お客様の責任で管理してください。

カメラご使用の前にお読みください（カメラのご使用にあたって）
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　・ファームウェアのバージョンアップの情報や本機についての情報を不定期で更新させて頂いております。
　最新の情報は、弊社お客様サポートページにてご確認ください。
　SecuSTATION お客様サポートページ　https://secu.jp/
　　また、ファームウェアのバージョンアップの際には、カメラとルーターを有線 LAN ケーブルで繋いで頂く場合がござます。
　その際に、カメラの取り外しなどで発生する工事費用等に関しまして当社は一切の責任を負いません。ご理解くださいませ。

■ microSD カード ( 別売 ) について

・microSD カードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しないでください。            
  また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えないでください。       
  microSD カードが破壊されるおそれがあります。また、SD カードの内容が破壊されたり、消失するおそれがあります。

・使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。

・カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。

・お客様の方で microSD カードを装着される場合は、内部の基盤を傷つけないよう十分ご注意の上、分解、装着いただき、戻す際もネジを正
しい位置で締め防水用のパッキン等も正しい位置に装着頂きますようお願いします。

・microSD カードは消耗品です。microSD カードは書き換え回数に上限があり、書き換えを繰り返すことで正常に保存できなくなり、 
   データを破損して読み込みもできなくなります。

・microSD カードは 1-2 週間を目安に定期的なメンテナンス（フォーマット）を実施してください。フォーマットをしても異常が起こる、
   フォーマットができないなどの症状が出た場合は、microSD カードを交換してください。

・microSD カードの寿命は概ね３ヶ月から１年程度です。
    64GB、128GB の microSD カードをご使用になる場合は事前にフォーマット（FAT32）が必要です。

■ファームウェア及び本機最新情報について

カメラご使用の前にお読みください（カメラのご使用にあたって）
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○本機 ( カメラ ) の使用に当たり、以下の制限がありますのであらかじめご了承ください。制限をお守りいただけなかった場合、
　および、カメラの使用または使用不能から生ずる付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

・利用権限のない無線ネットワークには
絶対接続しないでください。無線ネット
ワーク環境の自動検索時に、利用する権
限のない無線ネットワーク (SSID）が表
示されることがありますが、接続すると
不正アクセスと見なされるおそれがあり
ます。

・磁場・静電気・電波障害が発生するとこ
ろで使用しないでください。次の機器の
付近などで使用すると、通信が途切れた
り、速度が遅くなることがあります。

　・ 電子レンジ
　・ デジタルコードレス電話機
　・ その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する

機器の近く (Bluetooth® 対応機器ワイ
ヤレス、オーディオ機器、ゲーム機など )

・電波によるデータの送受信は傍受され
る可能性があります。SSID とは無線 
LAN で、特定のネットワークを識別す
るための名前のことです。この SSID が
双方の機器で一致した場合、通信可能に
なります。

・ルーター ( アクセスポイント )（以下「ルー
ター」という。）のセキュリティー設定を
する場合は、お客様ご自身の判断で行って
ください。ルーター ( アクセスポイント ) の
セキュリティー設定により発生した障害に
関して、当社では責任を負いません。また、
設定・使用方法などに関する問い合わせに
は、当社ではお答えできません。

・ルーターへの接続は、SSID や暗号化キーが
必要になる場合があります。詳しくはルータ
ー ( アクセスポイント ) を設定した管理者に
ご確認ください。

・ルーターの設定についてはルーターの説明
書をお読みください。

・無線 LAN は、電波強度が十分得られる場
所でご使用ください。

・ルーターは 2.4GHz 帯の電波対応のものを
お使いください。

・ルーターの種類によって、同時接続台数の
制限があります。ネットワークカメラを数台
お使いになる場合は、ルーターの同時接続台
数にご注意ください。

・ワイヤレス対応機器が使用する 2.4GHz 帯
は、さまざまな機器が共有して使用する電波
帯です。そのためワイヤレス対応機器は、同
じ電波帯を使用する機器からの影響を最小
限に抑えるための技術を使用していますが、
場所によっては他の機器の影響によって通
信速度や通信距離が低下することや通信が
切断することがあります。

・通信速度は、通信機器間の距離や障害物、
機器構成、電波状況、使用するソフトウェア
などにより変化します。また、電波環境によ
り通信が切断される場合があります。

・通信機器間の距離は、実際の通信機器間の
障害物や電波状況、壁の有無・壁の素材など
周囲の環境、使用するソフトウェアなどによ
り変化します。

カメラご使用の前にお読みください（カメラを Wi-Fi で使用して頂くにあたって）
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■ AC アダプターについて

■インターネットの接続・環境について

■不正利用を防ぐために

■対応サービスについて

■免責事項について
・AC アダプターの端子部を汚さないでくだ

さい。

・回線業者やプロバイダーとの契約をご確
認のうえ、指定された製品を使って、接続
や設定をしてください。

・接続する機器の説明書もご覧ください。

・契約により、本機やパソコンなどの端末
を複数台接続できない場合や、追加料金が
必要な場合があります。

・使用する機器や接続環境などによっては
正常に動作しないことがあります。

・機器パスワードは他人に見られたり、教
えたりしないでください。

・第三者が本機の設置・設定を行った場合
は必ず変更してください。

・当社では、ネットワークのセキュリティ
ーに関する技術情報についてはお答え致し
かねます。

・パソコンなどカメラにアクセスできる端
末を紛失した場合は、第三者による不正な
使用を避けるため、すぐに加入されていた
通信事業者、対応サービス提供者へ連絡し
てください。

・カメラにアクセスしたあとは、セキュリ
ティー強化のため、すべてのブラウザーを
閉じてください。

・本機の接続に必要なインターネット接続
機器（モデム、ルーターやハブなど）や電
話通信事業者およびプロバイダーとの契約
・設置・接続・設定作業通信などの費用は、
すべてお客様のご負担となります。

・現在無料のサービスでも、将来有料にな
ることがあります。

・機器登録時や会員登録時のパスワードが第
三者に知られた場合、不正に利用される可
能性があります。

・パスワードはお客様ご自身の責任で管理し
てください。当社では不正利用された場合
の責任は負いません。

・当社が検証していない接続機器、ソフトウ
ェアなどとの意図しない組み合わせによる
誤動作やハングアップなどから生じた損害
に関して、当社では責任を負いません。

・カメラがお手元にない場所から問い合わせ
の際、カメラ自体の接続や現象などの目視
確認が必要な内容については、お答えでき
ません。

・ルーターのセキュリティー設定をする場合
は、お客様ご自身の判断で行ってください。

・ルーターのセキュリティー設定により発生
した障害に関して、当社では責任を負いま
せん。また、ルーターの設定・使用方法な
どに関する問い合わせには、当社ではお答
えできません。

・定期的なメンテナンスや、不測のトラブル
で一時的にサービスを停止したり、予告あ
りなしにかかわらず、サービス内容の変更
・中止や操作メニュー画面の変更をする場
合があります。あらかじめご了承ください。

カメラご使用の前にお読みください（サポートに関して）
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① 明暗センサー
② レンズ
③ 赤外線 LED ランプ

※赤外線 LED ランプは明暗センサーが自動的に
　明暗を判断して発光します。
   手動で ON・OFF はできません。

④ 左右回転部 ( 銀色部）
⑤ マイク
⑥ アンテナ　
⑦ 可動部（上下首振り）
⑧ スピーカー
⑨ LAN ポート
⑩ microSD カードスロット
⑪ 電源コネクタ

※丸型タイプと microUSB タイプのものがありま
　す。また、電源コネクタ部分とリセットボタンの
　位置が右図とは反対になっているタイプのものが
　あります。

⑫ リセットボタン
※リセットを行う場合は、カメラ本体から音が鳴るまでリセットボタンを【長押し】（5 秒以上）して下さい。　
※録画には MicroSD カード（別売り）が必要です。
　MicroSD カードの種類によっては耐久性の低いものや、カメラとの相性の悪いものがございます。
　信頼のできるメーカーのもので容量 16GB 以上 Class10  10MB/ 秒のカードをお選びください。
※ 64GB 以上の SD カードをご利用の場合事前にパソコンで FAT32 形式にフォーマットする必要があります。

正面 背面

各部名称（SC-JV52、SC-533NH）

⑦

⑥

⑨
⑩

⑪
⑫

⑧ ⑧

①

②③

④

⑤
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① 明暗センサー
② レンズ
③ 赤外線 LED ランプ

※緑：ネットワーク / 青：録画 / 赤：アラーム
④ 人感センサー（SC-JU62、532NHU のみ）

⑤ 温湿度センサーコネクタ
（SC-JU62、532NHU のみ）

⑥ microSD カードスロット
⑦ マイク

⑧ スピーカー　
⑨ リセットボタン（付属のリセットピンで押す）
⑩ スリット（ケーブル類を固定します）
⑪ 電源コネクタ
⑫ LAN コネクタ

※リセットを行う場合は、カメラ本体から音が鳴るまでリセットボタンを【長押し】（5 秒以上）して下さい。　
※録画には MicroSD カード（別売り）が必要です。
　MicroSD カードの種類によっては耐久性の低いものや、カメラとの相性の悪いものがございます。
　信頼のできるメーカーのもので容量 16GB 以上 Class10  10MB/ 秒のカードをお選びください。
※ 64GB 以上の SD カードをご利用の場合事前にパソコンで FAT32 形式にフォーマットする必要があります。

正面 側面

背面

各部名称（SC-532NH、SC-JS61、SC-JU62）

⑦

⑥

⑨

⑩

⑪ ⑫

⑧ ⑧

①
②

③
④

⑤
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① アンテナ
② 設置台座部分
③ 上下設置切替部分
④ 可動部左右
⑤ 可動部上下

⑥ マイク
⑦ レンズ
⑧ 明暗センサー
⑨ 赤外線 LED ランプ

⑩ 電源コネクタ
⑪ リセットボタン
⑫ LAN ポート

正面

ケーブル部分

側面

※リセットを行う場合は、リセットボタンを【長押し】（5 秒以上）して下さい。　

各部名称（SC-JT82）
①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ ⑨

⑩
⑪

⑫
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登録方法の確認
POCHICAM シリーズのカメラは、スマートフォンにアプリ「ポチカメ＋」をインストールして頂き、アプリを
使用する上でのアプリユーザー登録をした後、アプリにカメラを登録して、カメラのモニタリング（及び設定）
が出来る様になります。
カメラの登録方法は大きく 2 種類ありますので、環境や使い方に合った登録方法で登録してください。

次のページで各登録方法の特徴をご確認頂き、各手順にすすんでください。

カメラの登録方法の違いは、カメラをアプリに登録後、カメラパスワードの変更方法の違いです。

①カメラパスワードがカメラ登録後、自動的に暗号化されたパスワードに変更される方法。（暗号化登録）（➠ 15）

②カメラパスワードをカメラ登録後、任意のパスワードに変更できる方法。（設定登録）（➠ 16）

アプリ
インストール

アプリ
ユーザー登録

カメラ登録方法

2 種類
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パソコンでモニタリングする（➠ 40）

手順の確認（暗号化登録）

無線Wi-Fi で接続して使用する場合有線LANケーブルで接続して使用する場合

カメラを使うための準備（➠ 18）
1 カメラとルーターを有線 LAN ケーブルで接続する

２ カメラと電源を接続する

アプリ登録・ログイン（➠ 19） アプリ登録・ログイン（➠ 19）

カメラを使うための準備（➠ 18）

２ カメラと電源を接続する

   カメラをモニタリングするには、カメラの個体 ID とパスワードの入力が必要です。
カメラの初期パスワードは 123 です。セキュリティー強化のためカメラがアプリに登録された時、
自動的に暗号化パスワードに変更します。（パスワードは誰にも表示されません）
カメラを一番に登録した人が管理者になります。管理者は他の人にカメラを共有することができます。
管理者以外はカメラの設定などはできません。モニタリングのみの使用になります。

カメラ登録・設定（➠ 20） カメラ登録・設定
Wi-Fi 設定（➠ 21）

高速設定（iOS ➠ 22/Android ➠ 23）無線 Wi-Fi 接続に切替える（ネットワーク設定➠ 28）
（必要な場合のみ）

無線 Wi-Fi で接続して使用する場合でも、一度、有線 LAN ケーブルで
接続設定して頂いてから無線 Wi-Fi 設定に切替えをお奨め致します。

【推奨】



17

手順の確認（設定登録）
   カメラをモニタリングするには、カメラの個体 ID とパスワードの入力が必要です。
カメラの初期パスワードは 123 です。カメラがアプリに登録されモニタリングする前にパスワードを変更する必
要があります。セキュリティー強化のため定期的なパスワードの変更とできるだけ複雑なパスワードの設定をし
てください。このパスワードを管理者パスワードといいます。後にゲストパスワードを作成することができます。
ゲストパスワードでカメラにアクセスするとモニタリングのみの使用になります。

パソコンでモニタリングする（➠ 40）

無線Wi-Fi で接続して使用する場合有線LANケーブルで接続して使用する場合

カメラを使うための準備（➠ 18）

1 カメラとルーターを有線 LAN ケーブルで接続する

２ カメラと電源を接続する

アプリ登録・ログイン（➠ 19）
ネットワーク設定（➠ 28）

から Wi-Fi 設定をしてください

一度、有線 LAN ケーブルで接続して
使用する場合からカメラを登録して

Wi-Fi 接続に切換えてください

カメラ登録・設定（➠ 31）



18

１ カメラとルーターを有線 LAN ケーブルで接続する

①
②

お使いになるルーターに有線 LAN ケーブルを差込みます。※ルーターは有線接続が可能なルーターをご使用ください。
有線LANケーブルのもう一方をカメラ背面のLANポートに差込みます。※「カチッ」と音が出るまで差込んでください。

※直接無線 Wi-Fi 設定をする場合はこちらの手順は必要ありません。

２ カメラと電源を接続する

①
②

カメラの電源コネクタに電源 AC アダプター端子を差込みます。
電源 AC アダプターをコンセントに差込みます（カメラの起動までに約 30 秒間かかります）
※カメラ起動時、カメラの可動部分が自動的に動きますので、落下や衝突等にご注意ください。

カメラを使うための準備

※ご注意※
AC アダプターは、本機専用ですので、
他の機器には使用しないでください。
また、他の機器の AC アダプターを本
機に使用しないでください。
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スマートフォンでカメラの映像を見る ( アプリ登録・ログイン）

ポチカメ +

① iOS の場合は App Store で Android の場合は Play
ストアで「ポチカメ +」を検索し、インストールしてく
ださい。

②アプリのユーザー登録を行います。
「新規登録」をタップしてください。
メールアドレス（自由）とパスワード（自由）を入力し、「新
規登録」をタップしてください。登録成功の画面が出て
きたら「確定」をタップしてください。
国を設定する項目がある場合は日本を選択してくださ
い。

スマートフォンの種類によっては電話番号での登録画面が出てく
る場合があります。現在、電話番号での登録は非対応となってお
りますので、画面下部の「メールアドレスで登録」をタップしてメー
ルアドレスでの登録画面に切替えてください。

■アプリをインストールして、アプリのユーザー登録を
行います。

【カメラを無線 Wi-Fi で接続して使う場合は】
スマートフォン本体の Wi-Fi 接続をスマートフォン本体
の「設定」からカメラをお使いになる Wi-Fi ルーターに
接続してください。

③登録が完了したら、登録したメールアドレスとパス
ワードを入力し「ログイン」をタップでアプリにログイ
ンしてください。
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スマートフォンでカメラの映像を見る（暗号化登録）

①右上または中央「+ ボタン」から「カメラ追加」をタップ。

②「有線接続」をタップしてください。

■カメラとルーター間を有線 LAN ケーブルで接続して
ご使用になる場合

⑨カメラのパスワードを入力して「次へ」をタップしてく
ださい。カメラの初期パスワードは「123」です。

⑧検索されたカメラがリストに表示されるので、検索され
たカメラをタップしてください。

⑦表示された項目を確認して「次へ」をタップしてください。

⑩カメラに名前をつけて（自由）「確認」をタップしてくだ
さい。
リビングや玄関等の名前を付ける場合はタップすると入力
されます。

⑪カメラの登録が完了しました。カメラパスワードは、初
期パスワードから自動的に暗号化パスワードへ変更されて
います。
再生ボタンをタップするとカメラの映像が確認できます。
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①右上または中央「+ ボタン」から「カメラ追加」をタップ。

②「Wi-Fi 設定」をタップしてください。

③表示されているアクセスポイント (SSID) が正しいもの
( お使いのルーターの SSID) かを確認しルーターの Wi-Fi
パスワードを入力して「次へ」をタップしてください。

（パスワードはお間違えのないようよくご確認いただきご入力下さい）
※スピーカー対応機種のみ音がなります。SC-JT82 は音はなり
ません。
※スピーカ対応機種で音が鳴らない場合は、一度カメラをリセッ
トしてください。約 30 秒後にカメラ本体から音が鳴ります。

④カメラから音が鳴っていると接続待機中の合図です。
「カメラは接続待機中です」をタップしてください。
次の画面で、距離を確認し「次へ」をタップしてください。

⑤カメラとルーターを Wi-Fi 接続します。
接続できると接続完了音がなり、パスワード入力画面に
なります。カメラのパスワードを入力して「次へ」をタッ
プしてください。カメラの初期パスワードは「123」です。

⑥カメラに名前をつけて（自由）
  「確認」をタップしてください。

リビングや玄関等の名前を付ける場
合はタップすると入力されます。

⑦カメラの登録が完了しました。
  
カメラパスワードは、初期パスワー
ドから自動的に暗号化パスワードへ
変更されています。
再生ボタンをタップするとカメラの
映像が確認できます。

■カメラとルーター間を Wi-Fi（無線 LAN）で接続して
ご使用になる場合【Wi-Fi 設定】

スマートフォンでカメラの映像を見る（暗号化登録）
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スマートフォンでカメラの映像を見る（暗号化登録）iOS

①右上または中央「+ ボタン」から「カメラ追加」をタップ。

②「高速接続」をタップしてください。

③表示されているアクセスポイント (SSID) が正しいもの
( お使いのルーターの SSID) かを確認しルーターの Wi-Fi
パスワードを入力して「次へ」をタップしてください。

（パスワードはお間違えのないようよくご確認いただきご入力下さい）
※スピーカー対応機種のみ音がなります。SC-JT82 は音はなり
ません。
※スピーカ対応機種で音が鳴らない
場合は、一度カメラをリセットして
ください。
約 30 秒後にカメラ本体から音が
鳴ります。

④「カメラは接続待機中です」をタップしてください。
次の画面で、距離を確認し「Wi-Fi 設定」をタップして
ください。

⑤スマートフォンの Wi-Fi 設定画面に移ります。
Wi-Fi リストで「GW_AP_( カメラ ID）」を選択して接続
してください。その後、アプリに戻ってください。
接続中画面になります。

⑥接続が完了したらカメラに名前を
つけて（自由）「確認」をタップして
ください。

リビングや玄関等の名前を付ける場
合はタップすると入力されます。
⑦カメラの登録が完了しました。
カメラパスワードは、初期パスワー
ドから自動的に暗号化パスワードへ
変更されています。
再生ボタンをタップするとカメラの
映像が確認できます。

■カメラとルーター間を無線 Wi-Fi で接続してご使用に
なる場合【高速設定】（ホットスポット・AP 接続）　

※ SC-533NH100 万 画 素、SC-532NH、SC-JS62、
SC-JU62 は非対応です。
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①右上または中央「+ ボタン」から「カメラ追加」をタップ。

②「高速接続」をタップしてください。

④表示されているアクセスポイント (SSID) が正しいもの
( お使いのルーターの SSID) かを確認しルーターの Wi-Fi
パスワードを入力して「次へ」をタップしてください。

（パスワードはお間違えのないようよくご確認いただきご入力下さい）
※スピーカー対応機種のみ音がなります。
SC-JT82 は音はなりません。
※スピーカ対応機種で音が鳴らない場合は、
一度カメラをリセットしてください。
約 30 秒後にカメラ本体から音が鳴ります。

③「カメラは接続待機中です」をタップしてください。

⑤周辺のカメラを検索し、アプリの画面に表示されます。
「GW_AP_( カメラ ID）」で表示されますので、タップし
てください。接続開始します。

⑥接続が完了したらカメラに名前をつけて（自由）「確認」
をタップしてください。

リビングや玄関等の名前を付ける場合はタップすると入力
されます。

⑦カメラの登録が完了しました。
カメラパスワードは、初期パスワード
から自動的に暗号化パスワードへ変更
されています。
再生ボタンをタップするとカメラの映
像が確認できます。

■カメラとルーター間を無線 Wi-Fi で接続してご使用に
なる場合【高速設定】（ホットスポット・AP 接続）　
※ SC-533NH100 万 画 素、SC-532NH、SC-JS62、
SC-JU62 は非対応です。

スマートフォンでカメラの映像を見る（暗号化登録）Android
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カメラを共有する（暗号化登録）

①モニタリング画面右上にある「 共有ボタン」を
　タップしてください。

管理者と同じように、アプリのインストール・アカウン
ト設定・アプリにログインをしてください。
QR コード共有の場合は（QR コード共有）へ、
リンク共有の場合は（リンク共有）へそれぞれすすんで
ください。

①カメラリスト左上の ボタンをタップしてください。

③接続画面でカメラの名前を付け
たい場合は、枠内に入力し、「確認」
をタップして共有完了です。

② QR コード読込み画面になったら、管理者のアプリに
表示されている QR コードを読込んでください。
読込みに成功したら次の画面で「接続」をタップしてく
ださい。

② QR コード共有の場合は、表示された QR コードを共
有したい人に読込んでもらってください。リンク共有の
場合は、コピーボタンでリンクをコピーし、メールなど
に貼り付けて共有したい人に送信してください。

【管理者側操作】

【共有される側操作】

（QR コード共有）

■管理者は他の人にカメラを共有することができます。
カメラの設定は管理者のみできます。
共有者はカメラのモニタリングのみ使用可能です。
共有方法は「QR コード共有」と「リンク共有」の２種
類あります。
共有したい人がその場にいる場合は、QR コード共有が
便利です。
近くにいない場合はリンク共有で行ってください。
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カメラを共有する（暗号化登録）

①管理者から送られてきたリンクをコピーしてください。
後程、アプリ内に貼り付けます。
②アプリを開いて、カメラリスト右上の ボタンをタッ
プしてください。

②「共有カメラ追加」をタップしてください。

③白枠部分を長押しし、先程コピーしておいたリンクを
張り付けて「接続」をタップしてください。

④接続画面でカメラの名前を付けたい場合は、枠内に入
力し、「確認」をタップして共有完了です。

（リンク共有）
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各種機能（共通）
カメラを閲覧している人数です
↓ ( 同時接続人数最大 5 人 )

←全画面表示

←位置設定機能
（プリセット機能）
（➠右記）
※ SC-533NH
243 万画素のみ
対応

■位置設定機能（プリセット機能）
モニタリングするポイントをカメラに記憶させてとくことができます。
位置設定をしておくと、ボタン一つで見たいポイントへ自動でカメラが動
きます。

【位置の設定方法】
① をタップしてください。
②モニタリング画面をフリックして、位置設定したい場所にカメラの向き
　を動かしてください。

③ をタップすると、位置が登録されます。

④登録された位置ボタンをタップすると、設定した位置にカメラが向き
　ます。（初期は位置の名前が数字で登録されます）
⑤登録された位置ボタンを長押しすると、
削除・編集・取消ボタンが表示されます。
削除：チェックマークが入っている位置を
削除します。
編集：位置の名前を変えることができます。
取消：元の画面に戻ります。

画質選択→
HD: 高画質
SD: 標準画質
LD: 低画質

ズーム→
※対応機種のみ

録画ができます。スマートフォンに保存されアプリの
「保存」の項目で確認できます。
押しながら（長押し）、スマートフォンに話しかけると
カメラから音声が出力されます。※スピーカー対応機種のみ

（※機種によっては押している間、向こうからの音は聞
こえません。）
写真の撮影ができます。スマートフォンに保存されアプ
リの「保存」の項目で確認できます。

カメラの音声のオン / オフの切り替えができます。
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共有機能
（➠ 24）

共有機能
（➠ 24）

カメラ名の変更
とカメラの削除
ができます。

無線センサー類のオン / オフの切り替えができます。
※切替時にはカメラから音がなります。

SD カード録画を確認します。

各種設定（➠ 28）

カメラリスト

動体検知の通知などのログ確認ができます。

モニタリング画面で撮影した静止画や録画を確認できます。

各種情報・設定（➠ 30）

各種機能（共通）
↓カメラを閲覧している人数です(同時接続人数最大 5 人 )一つ戻る↓

画質選択ができます。HD: 高画質、SD: 標準画質、LD: 低
画質。映像がカクカクする場合は画質を落としてください。
カメラの音声のオン / オフの切り替えができます。
写真の撮影ができます。スマートフォンに保存されたア
プリの「保存」の項目で確認できます。
無線センサー類のオン / オフの切り替えができます。
※切替時にはカメラから音がなります。
押しながら（長押し）、スマートフォンに話しかけると
カメラから音声が出力されます。※スピーカー対応機種のみ

（※機種によっては押している間、向こうからの音は聞
こえません。）
録画ができます。スマートフォンに保存されたアプリの

「保存」の項目で確認できます。

カ
メ
ラ
一
覧
に
戻
る
↓
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各種機能（共通）

カメラ
情報 カメラ ID などカメラの情報を確認できます。

時間
設定

カメラの時間を設定します。
（時間帯設定：日本は UTC ＋ 9 です）

画面
と

音声

「ビデオ形式」：映像方式の選択をします。( 日本：NTSC)
「音量」：カメラのスピーカーの音量を調節できます。
「録画画質」：SD カード録画時の画質を設定できます。
「動体検知」：警報設定の動体検知と連動しています。
「映像の反転」：画面が垂直反転する機能です。

セキュ
リティ
設定 
※

一部
設定
登録
のみ
表示

「管理者パスワード」：管理者パスワードの変更ができます。
「ゲストパスワード」：ゲストパスワードの設定ができま
す。ゲストパスワードでログインすると、カメラのモニタ
リングのみ可能、各種設定はできません。

「RTSP パ ス ワ ー ド」： カ メ ラ を パ ソ コ ン 用 ソ フ ト
POCHICAM ローカルのローカルエリア内で見る場合に使
用できるパスワードです。
有効で① RTSP パスワードなしアクセスと② RTSP 暗号
化アクセスのどちらかが選択できます。
① RTSP パスワードなしアクセスは、パソコン用ソフト
POCHICAM ローカルでカメラのパスワードがなくてもモ
ニタリングできます。
② RTSP 暗号化アクセスはパスワードを設定して、パソ
コン用ソフト POCHICAM ローカルで、設定したパスワ
ードを入力するとモニタリングできます。
※一部対応機種のみ表示されます。

ネット
ワーク
設定

「AP モードに切替え」：（➠ 33）
「ネットワーク情報」：LAN の接続方法を選択できます。
「WiFi リスト」：周辺の Wi-Fi が表示されます。接続し
たい Wi-Fi をタップしてパスワードを入力すると Wi-Fi へ
の切替えができます。有線 LAN ケーブルを抜いて、カメ
ラを再起動させてください。

警報
設定

下記機能は、警戒モード（セキュリティモード）をオンで
作動します。
「警報通知を受信」: 検知反応があった時にスマートフォ
ン上に通知をします。
「警報送信アカウント」: 検知反応があった時、通知を受
信するユーザーを削除できます。
「警報通知メール」: 検知反応があった時にメールを送る
アドレスを登録します。
「警報音」: 検知反応時、カメラから警報音をならします。
「動体検知」: オンで動きを感知する機能が作動します。
「人感センサー」：SC-532NHU、SC-JU62 のみ

各種設定
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録画
設定

録画モード
「手動録画」:「録画スイッチ」をオンにすると、連続録画
を開始します。（録画ファイルは 30 分単位）
「警報録画」：動体検知に反応があった時に録画をします。
警戒モード ( セキュリティモード ) がオフになっていても動
体検知がオンになっていれば検知時に録画をします。
「定時録画」：時間帯を指定し「保存」をタップすると、
指定した時間帯だけ録画をします。（録画ファイルは 30
分単位）
SD カード容量：microSD カードがカメラに挿入されてい
ると SD カードの容量が表示されます。
SD カード空き容量：SD カードの空き容量が表示されます。
SD カード初期化：64GB の SD カードをご利用の場合は、
こちらで一度初期化（フォーマット FAT32）を行ってくだ
さい。

※64GB以上のSDカードをご利用の場合は上記「録画設定」の「SD
カード初期化」をご確認ください。

センサー
追加

（別売り）
※

対応機種
のみ

無線センサー（リモコン / 人感センサー /ドア窓センサー
※別売り）を登録します。
●リモコン登録
【登録方法】遠隔操作の「+」ボタンをタップし「確認」
をタップすると、登録可能状態になります。登録可能状
態中にリモコンのボタンいずれかを押します。
遠隔操作バーの下に登録されたリモコンが表示されます。

●センサー登録（人感センサー、ドア窓センサー）
【登録方法】
センサーの「+」ボタンをタップし「確認」をタップす
ると、登録可能状態になります。登録可能状態中にセン
サーを反応させます。
センサーバーの下に登録されたセンサーが表示されます。

ファーム
ウェア
アップ
デート

カメラのバージョンアップをします。
※カメラのバージョンアップは有線 LAN ケーブル接続
で行ってください。カメラのバージョンアップが完了す
るまでは、絶対にカメラの電源を切ったり、LAN ケー
ブルを抜いたりしないでください。

各種機能（共通）
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各種機能（共通）

新着お知らせ
※ iOS のみ

スマートフォン本体の「設定」画面でポチカメ
アプリの通知のオンオフの状態が表示されます

起動時自動起動
※ Android のみ

スマートフォン本体を再起動させた時に、
バックグラウンドでアプリを起動します。

初期モニタリング
時音声設定オフ

スイッチを入れるとモニタリング開始時の音
声がオフ状態で再生されます

モニタリング
解像度 モニタリング開始時の画質が固定できます

初期再生時
音声設定オフ

スイッチを入れると録画再生時の音声がオフ
状態で再生されます

警報時自動録画
動体検知の通知設定オン状態で、動体検知反
応時モニタリングと同時に自動でスマートフ
ォンへの録画をします。

警報振動
※ Android のみ 警報反応時の通知振動のオンオフができます

警報音
※ Android のみ 警報反応時の通知音のオンオフができます

警報音選択
※ Android のみ 警報反応時の通知音の選択ができます

水平反転 パン・チルト（首振り）機能の画面フリック
方向の切換えができます

垂直反転 パン・チルト（首振り）機能の画面フリック
方向の切換えができます

各種情報・設定

アプリ情報の確認

アプリのお知らせがあると
こちらに表示されます

登録したメールアドレスの
確認・削除ができます。
アプリログインパスワード
が変更できます。
アプリからログアウトしま
す。

ユーザー ID
アカウント番号が表示され
ます。ログイン時メールア
ドレスのかわりにこの番号
を使うことができます。

アカウント情報の確認がで
きます（下記）

基本設定（右記）
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スマートフォンでカメラの映像を見る（設定登録）

①右上または中央「+ ボタン」から「ネットワーク接続
済みカメラを登録」をタップしてください。

②カメラ ID（カメラ本体などに貼付されているラベルに
記載）、カメラ名称（自由）、パスワード（初期パスワード：
123）を入力して、「保存」をタップしてください。
カメラリストのカメラが追加されます。

④現在のパスワード（初期パスワード：123）、新しい
パスワード（自由：6-30 文字で英数字を混用）、新しい
パスワードを再入力して「保存」をタップして変更完了
です。

※モニタリング画面や各種設定は（➠ 26）
※無線 Wi-Fi 接続にする場合は次のページを確認してく
　ださい。
※設定登録は共有機能はありません。

■設定登録はカメラ登録後、パスワードの変更をご自身
でして頂く登録方法です。このパスワードを管理者パス
ワードといいます。後にゲストパスワードを作成するこ
とができます。
ゲストパスワードでカメラにアクセスするとモニタリン
グのみの操作になります。

③カメラパスワードが初期パスワードの場合、 のマーク

が表示されます。 マークをタップしてパスワードの変更
を行ってください。
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①「設定」をタップしてください。

②「ネットワーク設定」をタップしてください。

③ Wi-Fi リストに周辺のアクセスポイントが表示されま
す。接続するアクセスポイントを選択してください。

④パスワード入力画面が表示されるので、アクセスポイ
ントのパスワードを入力して確定をタップしてくださ
い。

⑤設定完了の表示が出たら、カメラから有線 LAN ケー
ブルを抜いて、無線 Wi-Fi 接続の完了です。

設定登録で有線 LAN ケーブル接続から無線 Wi-Fi 接続
に切り換える方法です。

スマートフォンでカメラの映像を見る（設定登録）
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特殊な使用方法（AP モード）SC-533NH100 万画素 /SC-532NHS/SC-JU62
■APモードはルーターを介さず、カメラとスマートフォ
ンを直接繋ぐ使用方法です。
SC-533NH100 万 画 素、SC-532NHS、SC-JU62 の
操作方法です。SC-532NHU は AP モード非対応です。

③スマートフォン本体の「設定」画面を開いてください。
Wi-Fi ネットワークにカメラのアクセスポイントが検索
されます。
カメラアクセスポイント名「GW_IPC_ カメラ ID」
検索されたアクセスポイントに接続してください。
パスワードは「12345678」です。
※スマートフォンの Wi-Fi 設定方法はお使いのスマート
フォンの取扱説明書をご確認ください。
※アクセスポイントが表示されるまで、時間がかかる場
合がございます。

②カメラのリセットボタンを軽く（1 秒未満）押してく
ださい。
リセットボタンを軽く押すと、カメラが AP モードにな
ります。（リセットボタン５秒以上長押しでカメラリセット）

①アプリを開いてログインしてください。
ログインした状態で一度アプリを閉じてください。

③アプリを開いてください。
カメラのアクセスポイントに接続されていると
AP モードで表示されます。

iOS 画面 Android 画面

保存
モニタリング画面で撮影
した静止画や録画を確認
できます。

警戒

無線センサー類のオン /
オフの切り替えができ
ます。※切替時にはカ
メラから音がなります。

再生 SD カード録画を確認し
ます。

ヘルプ ヘルプ情報表示
設定 各種設定

再生 SD カード録画を確認し
ます。

設定 各種設定

修正
AP モードアクセスポイ
ントの名前やパスワー
ドの変更ができます。

カメラ ヘルプ情報表示

通知 動体検知の通知などの
ログ確認ができます。

保存
モニタリング画面で撮影
した静止画や録画を確認
できます。

情報 各種情報・設定
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特殊な使用方法（AP モード）SC-533NH243 万画素 /SC-JT82
■APモードはルーターを介さず、カメラとスマートフォ
ンを直接繋ぐ使用方法です。
SC-533NH243 万画素、SC-JT82 の操作方法です。
SC-532NHU は AP モード非対応です。

③スマートフォン本体の「設定」画面を開いてください。
Wi-Fi ネットワークにカメラのアクセスポイントが検索
されます。
カメラアクセスポイント名「GW_AP_ カメラ ID」
検索されたアクセスポイントに接続してください。
※スマートフォンの Wi-Fi 設定方法はお使いのスマート
フォンの取扱説明書をご確認ください。
※アクセスポイントが表示されるまで、時間がかかる場
合がございます。

②カメラのリセットボタンを押して（5秒以上）ください。
カメラが再起動し AP モードになります。

①アプリを開いてログインしてください。
ログインした状態で一度アプリを閉じてください。

③アプリを開いてください。
カメラのアクセスポイントに接続されてい
ると次の画面が表示されますので、

「スキップ、AP モードに切替え」
をタップし、確定をタップすると
AP モードで表示されます。

iOS 画面 Android 画面

保存
モニタリング画面で撮影
した静止画や録画を確認
できます。

警戒

無線センサー類のオン /
オフの切り替えができ
ます。※切替時にはカ
メラから音がなります。

再生 SD カード録画を確認し
ます。

ヘルプ ヘルプ情報表示
設定 各種設定

再生 SD カード録画を確認し
ます。

設定 各種設定

修正
AP モードアクセスポイ
ントの名前やパスワー
ドの変更ができます。

カメラ ヘルプ情報表示

通知 動体検知の通知などの
ログ確認ができます。

保存
モニタリング画面で撮影
した静止画や録画を確認
できます。

情報 各種情報・設定
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特殊な使用方法（AP モード）
各種設定　※機種により表示されない項目がある場合があります。
カメラ
情報 カメラ ID などカメラの情報を確認できます。

時間
設定

カメラの時間を設定します。
（時間帯設定：日本は UTC ＋ 9 です）

画面
と

音声

「ビデオ形式」：映像方式の選択をします。( 日本：NTSC)
「音量」：カメラのスピーカーの音量を調節できます。
「録画画質」：SD カード録画時の画質を設定できます。
「動体検知」：警報設定の動体検知と連動しています。
「映像の反転」：画面が垂直反転する機能です。
カメラを逆さまに取り付ける場合はオンにしてください。

警報
設定

「警報音」: 検知反応時、カメラから警報音をならします。
「動体検知」: オンで動きを感知する機能が作動します。

録画
設定

録画モード
「手動録画」:「録画スイッチ」をオンにすると、連続録
画を開始します。（録画ファイルは 30 分単位）
「警報録画」：動体検知に反応があった時に録画をします。
警戒モード ( セキュリティモード ) がオフになっていても
動体検知がオンになっていれば検知時に録画をします。
「定時録画」：時間帯を指定し「保存」をタップすると、
指定した時間帯だけ録画をします。
（録画ファイルは 30 分単位）

SD カード容量：microSD カードがカメラに挿入されて
いると SD カードの容量が表示されます。
SDカード空き容量：SDカードの空き容量が表示されます。
SD カード初期化：SD カードの初期化ができます。

センサー
追加

（別売り）
※

対応機種
のみ

無線センサー（リモコン / 人感センサー /ドア窓センサー
※別売り）を登録します。
●リモコン登録
【登録方法】遠隔操作の「+」ボタンをタップし「確認」
をタップすると、登録可能状態になります。登録可能状
態中にリモコンのボタンいずれかを押します。
遠隔操作バーの下に登録されたリモコンが表示されます。

●センサー登録（人感センサー、ドア窓センサー）
【登録方法】
センサーの「+」ボタンをタップし「確認」をタップす
ると、登録可能状態になります。登録可能状態中にセン
サーを反応させます。
センサーバーの下に登録されたセンサーが表示されます。

Wi-Fi
パスワー
ド変更

AP モードアクセスポイントのパスワード変更ができま
す。

ネット
接続

モードに
切り替え

通常のネットワーク接続に切替ます。
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動体検知通知メールの設定（共通）
②「警報設定」をタップします。

③「警報情報を受信」と
　「動体検知」をオン
　にして「メール通知」
　をタップします。

画像はオン状態

画像はオフ状態

録画設定で「警報録画」を選択した場合、登録したメー
ルアドレスに写真付きの動体検知が作動したことを通知
するメールが届きます。受信するメールアドレスの登録
と、送信する為のメールサーバーの登録が必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　（メールイメージ）

①カメラ一覧の「設定」をタップします。
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動体検知通知メールの設定（共通）
④右下の「手動設定」をタップして、各項目を手動入力します。コピー＆貼り付けでは入力しないでください。

○受信メールアドレス：通知メールが届くメールメールアドレス

○送信メールアドレス：メールを送信する為に使うメールサーバーのメールアドレス

○パスワード：送信メールサーバーのアカウント　パスワード

○ SMTP アドレス：送信メールサーバーの SMTP

○ポート：送信メールサーバーのポート番号

○暗号化モード：「SSL」を選択
すべてを入力し終えたら【保存】をタップします。

※ SMTP、ポート番号はメールサーバーの提供会社によって、それぞれ違います。
　ご不明な場合は、各メールサーバーの提供会社にご確認ください。

※各項目への入力文字数は 30 文字以内となります。
　メールアドレスは特に最後まで入力されているかご確認下さい。
⑤【保存】をタップして、「変更成功」と表示されたら登録成功です。入力が間違っていますと「SMTP、またはパスワード
　が間違っています」などエラーが表示されます。
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メールサーバー側の設定（G-mail）
④「安全性の低いアプリの許可」を有効にする。

⑤ Google アプリ一覧から「Gmail」をクリックし、「設定」
ボタンをクリック。「設定」項目内の「設定」を選択。

⑥「メール転送と POP/IMAP」をクリック。
POP ダウンロードのステータスを「すべてのメールに対
して POP が有効」IMAP アクセスのステータスを「IMAP
有効」にして、設定を保存する。これで Gmail サーバー
側の設定が変更され、メールが届くようになります。

Gmail をご利用で警報メールが届かない場合、Gmail サー
バー側のセキュリティー設定によって、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
ティ項目の変更を行ってください。
①インターネットで Google のトップページからログイ
ンします。
②ログイン後、画面右上のシルエットをクリックし、

「Google アカウント」をクリック。

③「ログインとセキュリティ」の項目の「アカウントに
アクセスできるアプリ」をクリック。
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警報送信メールについてのご注意
警報設定の項目で「警報受信メール」を設定された後、短時間に多くのメールが
届いた場合（例：1 分間に 1 件で、合計約 20 件を超えた時）、下記のような警告メールが届きます。

メールのタイトル：「remind,（カメラ ID）Alarm email Channel has been blocked」

本文：英語と中国語の表記となりますが、要約しますと、「お客様のメールにカメラのデバイスからあまりに多くのメールが届い
         たので一時的にブロックしました。そのブロックを解除するには下記の URL をクリックしてください」という意味合いです。

この時に、URL をクリックしてブロックを解除しない限り、それ以降のメールはブロックされてしまいます。

この警告メールが届いた場合は、必ず URL をクリックしてブロックを解除してください。

※メールの受信に関しまして、メールサーバー側の迷惑メール対策によるものや負荷増大や何らかのサーバートラブルにより、
   メールの遅延や未達が起こる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
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パソコンでカメラの映像を見る
パソコン監視ソフト（POCHICAM）は、ローカルエリアネットワーク上（同一のルーター）や外出先でインターネットを介して
カメラの映している映像を確認するソフトです。※パソコン用ソフトからは詳細な設定はできません。
※必ず、まず「カメラとルーターを有線 LAN ケーブルで接続する（➠ 18）」が出来ている状態にしてから、パソコンの設定に
すすんでください。また、初期設定中はカメラを手の届くところに置いて設定してください。

準

備

カメラと接続されているルーターと、お使いになるパソコンの両方にインターネットが使える環境かを確認する。
ローカルエリアでご使用の場合、パソコンをカメラと接続しているルーターと同じルーターに接続し、カメラとルーター、パソ
コンを同一ネットワーク上に接続してください。
※必ず同一ネットワークに接続してください。お使いになるパソコンがカメラを接続しているルーターと同じルーターかを確認
してください。

【1】ソフトをパソコンにダウンロードする。

① お客様サポートページを開く。
SecuSTATION お客様サポートページ　https://secu.jp/

② お使いの機種をクリック。

③ ソフトウェアのダウンロードより POCHICAM ( パソコン用閲覧ソフト ) をクリックし、ダウンロードする。

【2】ソフト（パソコン監視ソフト POCHICAM）をパソコンにインストールする。

①

ソフト（パソコン監視ソフト POCHICAM）をパソコンにインストールする。
ダウンロードした圧縮フォルダ（.zip）を解凍し、「POCHICAM_Setup」のファイルを開きインストールする。

※パソコン監視ソフト（POCHICAM）は「ローカル」ログイン方法と「メールアドレス / ユーザー ID 登録」ログイン方法の 2
種類のログイン方法があります。基本的には「メールアドレス / ユーザー ID 登録」方法でログインください。
「ローカル」ではローカルエリアでのみ使える RTSP パスワードでモニタリングすることができます。標準登録（暗号化登録）
でカメラを登録している場合でも、共有機能で共有せずカメラ ID と RTSP パスワードの入力をすればカメラのモニタリングが
できるようになります。RTSP パスワードの設定は（➠ 28）
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パソコンでカメラの映像を見る
② 「POCHICAM」のインストールセットアップ画面が出てきたら、「次へ」をクリックしていき、「インストール」をクリック。

　最後に「完了」をクリックするとセットアップ完了です。

③ 「メールアドレス / ユーザー ID 登録」方法でログインする場合は（➠ 42）
「ローカル」方法でログインする場合は（➠ 43）

※１の画面が出てきた場合は、「アクセ
スを許可する」をクリックしてください。

※１
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パソコンでカメラの映像を見る
【3】ソフトにログインしてカメラを追加する「メールアドレス / ユーザー ID 登録」

①

デスクトップに作成された「POCHICAM」をダブルクリックで開くとログ
イン画面が表示されます。※１
「メールアドレス / ユーザー ID 登録」を選択してください。※２
ユーザー ID とパスワードは、スマートフォンアプリ「ポチカメ +」にて作
成したアカウント情報になります。
アカウント作成（➠ 19）でのユーザー ID（ユーザー登録時のメールアドレ
スまたは➠ 30）とパスワードを入力します。

②

①でカメラを登録したアカウント（管理者アカウント）でログインすると、
アプリで登録されたカメラはソフトにも反映されています。
管理者アカウント以外でログインした場合で、カメラが標準登録（暗号化登
録）で登録されている場合は（➠ 44）の①へすすんでください。
ログインしたら、同一ローカルエリア内のカメラは自動的に検索され「カメ
ラが見つかりました」画面※３が出ます。
SC-JV52、SC-533NH243 万画素は検索されません。
設定登録でカメラを追加した場合は、設定したカメラパスワードを入力して
「簡単追加」をクリックしてください。
簡単追加されたカメラはソフトの左部カメラ一覧にカメラが登録されます。
（➠ 45　①カメラ一覧）
カメラが検索されない、またはローカルエリア外のカメラを追加する場合は
「＋」ボタン※４で「手動追加」ボタン※５より、カメラ ID、パスワード
を入力して「確定」ボタンをクリックしてカメラを追加してください。※ 6

③ 追加されたカメラをダブルクリックして、カメラの映像を確認します。

※１ ※２

※４

※５

※ 6

※３
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【3】ソフトにログインしてカメラを追加する「ローカル」

①
デスクトップに作成された「POCHICAM」をダブルクリックで開くとログ
イン画面が表示されます。※１　「ローカル」を選択してください。※２
ユーザーIDは初期（admin）でパスワードは何も入力する必要はありません。

②

【カメラが標準登録（暗号化登録）で登録されている場合】
●共有機能でモニタリングする場合は次のページ（➠ 44）の①へすすんで
ください。
● RTSP パスワードでモニタリングする場合は、ログインしたら、同一ロ
ーカルエリア内のカメラは自動的に検索され「カメラが見つかりました」画
面※３が出ます。
設定したPTSPパスワードを入力して「簡単追加」をクリックしてください。
簡単追加されたカメラはソフトの左部カメラ一覧にカメラが登録されます。
（➠ 45　①カメラ一覧）RTSP パスワードの設定（➠ 28）
カメラが検索されない場合は「＋」ボタン※４で「手動追加」ボタン※５よ
り、カメラ ID、RTSP パスワードを入力して「確定」ボタンをクリックし
てカメラを追加してください。※ 6　
【カメラが設定登録されている場合】
ログインしたら、同一ローカルエリア内のカメラは自動的に検索され「カメ
ラが見つかりました」画面※３が出ます。
設定した P2P パスワードを入力して「簡単追加」をクリックしてください。
簡単追加されたカメラはソフトの左部カメラ一覧にカメラが登録されます。
（➠ 45　①カメラ一覧）
カメラが検索されない、またはローカルエリア外のカメラを追加する場合は
「＋」ボタン※４で「手動追加」ボタン※５より、カメラ ID、パスワード
を入力して「確定」ボタンをクリックしてカメラを追加してください。※ 6

③ 追加されたカメラをダブルクリックして、カメラの映像を確認します。

※１ ※２

※４

※５

※ 6

※３



44

（標準登録）暗号化登録されたカメラを共有で追加する

① 「+」ボタンをクリックしてください。※１
次に、「共有カメラ追加」をクリックしてください。※２

②

共有カメラ追加画面で、Link にカメラの管理者よりメール等
で共有された共有 URL をコピー貼り付けして「確定」をクリ
ックしてください。

※管理者より共有 URL を共有してもらう方法は（➠ 24）【管
理者側操作】をご確認ください。

③ 追加されたカメラをダブルクリックして、カメラの映像を確認
します。

※ 1 ※ 2

※ 3

パソコンでカメラの映像を見る
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パソコンでカメラの映像を見る
※パソコン用ソフトからは録画設定やその他の詳細な設　
　定はできません。詳細な設定はスマートフォン用アプ
　リから行ってください。

①カメラ一覧
追加されたカメラがリストに表示されます。

②各部メニュー
モニター

トップ画面を表示します。

録画再生

保存された録画の再生をします。
（➠ 47）

ログ検索

ログ検索ができます。

設定

録画とユーザー管理の設定ができます。

ロック

画面のロック / 解除をします。

※画面操作ができない場合、無意識にこちらの
ボタンを押されて画面がロックされている場合
があります。その場合はパスワードを入力して
解除してください。

①

③

④
⑤

⑥

②

⑦
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パソコンでカメラの映像を見る
③追加ボタン      　　　
カメラの検索をし、追加をします。

⑤下部メニュー

　左から
・スピーカー　　　
・パン・チルト　　　
　　　　　　　　　　　　　
・前ページ　　　　　
・次ページ　　　　　
・フルスクリーン　　
・1 画面表示　　　　
・4 分割画面表示　　
・その他分割画面表示

：スピーカーの ON/OFF ができます。
：画面上でマウスを使って（左クリック長押し）パン・チルトができます。
　( パン・チルト機能付き機種のみ対応 )
：モニターの前ページに移動します。
：モニターの次ページに移動します。
：1 画面フルスクリーンに切り替わります。
：1 画面表示に切り替わります。
：4 分割画面表示に切り替わります。
：その他の分割画面に切り替わります（最大 49 画面）　

⑦モニタリング画面で右クリックで表示されます。　　

①アラームログ
※「メールアドレス / ユーザー ID 登録」のみ表
示（➠ 40【2】）動体検知などアラームが反応
した時に赤く光り、クリックするとアラームロ
グが確認できます。
②終了

音声開始 カメラのスピーカーをオンにします。
キャプチャ 静止画を撮影します。

録画開始 ローカル録画をします。
（パソコンに保存：保存場所（➠ 45）設定）

速度優先 非対応です。
通常画質 非対応です。
高画質 非対応です。
フルスクリーン フルスクリーン表示にします。

➅スクリーン：カメラの映像が表示されます。　
　【スクリーン内バーアイコン】

① 　 ②

④パン・チルトボタン　　　　　
パン・チルト ( 首ふり）を操作できます。
（※パン・チルト機能付き機種のみ対応）
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【再生方法】
1) カレンダーで日にちを選択してください。①
2) 検索ボタンをクリックしてください。②
3) タイムラインで見たいカメラを選択すると録画が再生されます。③

【ファイル参照】④
ファイルを開くで見たい録画ファイルを直接選択して再生できます。

【変換機能】MP4 変換⑤で録画データを「MP4 形式に変換」できます。

1) 変換したい録画データがあるカメラを選択してください。①
2) リストの変換したい録画データにチェックを入れてください。②
3) 開始ボタンで変換が開始されます。③
④現在ソフトに登録されていないカメラで変換したい録画データがある場合は、「有効」
　ボタンから録画データを選択して下のリスト追加できます。

変換された録画データは（➠ 45）の「設定」の「録画ファイルの保存場所」に指定され
ている場所に保管されます。

❶ローカル録画 : 録画開始（➠ 46 ⑦）でできたローカル録画ファイルを再生します。

保存された録画の再生をします。
録画タイプ（❶ローカル録画 /❷ダウンロード /❸リモート録画）

①

①

②

③

④

②

③
④→ ←⑤

パソコンでカメラの映像を見る
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【再生方法】
①カメラを選択してください。
②検索する開始時間を選択してください。
③検索する終了時間を選択してください。
④「検索」ボタンをクリックしてください。条件に合った録画データが下の⑤リストに表示されます。
　再生したい録画データをダブルクリックで再生されます。

※録画ファイルの検索は、できるだけ短い期間で検索してください。
ファイル数が多いとフリーズしたり検索に時間がかかる場合があります。

【録画ファイルのダウンロード方法】
⑥ダウンロードしたい録画データにチェックを入れてください。
⑦「ダウンロード」ボタンでダウンロードが開始されます。
　ダウンロードされた録画データは、パソコン（（➠ 45）の「設定」の「録画ファイルの保存場所」）
　及び録画タイプ「❷ダウンロード」に保存されます。

MP4 変換 は【変換機能】（➠ 47）と同じ操作になります。

❸リモート録画 :SD カードへ録画でできた録画ファイルを再生します。録画設定（➠ 29）
※設定登録カメラの録画ファイルをご覧頂くにはカメラのパスワードを正しく設定する必要があります。カメラ情報（➠ 49）

①
②

③
④

⑦

⑤⑥

パソコンでカメラの映像を見る
❷ダウンロード :SD カードからダウンロードしたものが表示されます。　
　録画データの再生方法は（➠ 47）の【再生方法】と同じ操作になります。
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パソコンでカメラの映像を見る

①【カメラ一覧】を右クリック
エリア追加 カメラをグループ分けすることができます。
カメラ追加 新しくカメラを登録できます。
全体接続 登録されたカメラを全て接続します。
全体終了 登録されたカメラをすべて終了します。
全体録画

開始 登録されたカメラすべてローカル録画をします。

全体録画
停止

登録されたカメラすべてのローカル録画を停止し
ます。

速度優先
自動で選択されますので手動では変更できません。通常画質

高画質

設定

管理者アカウントで登録されているパスワードの
削除、設定ができます。
※標準登録（暗号化登録）されたカメラは非対応で
す。

展開 登録されたカメラ一覧を展開します。
縮小 展開されているカメラ一覧を閉じます。

リスト削除 カメラ一覧に登録されたカメラを一括削除します。

②登録したカメラを右クリック

カメラ
情報

カメラの情報の表示をします。
カメラの映像が見れない場合や、設定が変更できな
い場合はパスワードが間違っている場合がありま
す。ここでパスワードを入力しなおしてください。
※パスワードを入力しなおす時は、カメラのモニタ
リングを停止させてから入力してください。

削除
カメラを削除します。
削除する時はカメラのモニタリングを停止させてか
ら入力してください。

開始 / 停止 カメラのモニタリングを開始 / 停止します。
速度優先

自動で選択されますので手動では変更できません。通常画質
高画質

IPC 設定

標準登録され
たカメラは表
示されません

ネットワーク設定
IP アドレスを固定してお使いになりたい場合はこち
らから設定できます。
録画設定
SD カードに録画する画質を設定します。（標準・
高画質）
パスワード
カメラパスワードの設定ができます。

①
②
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カメラを設置する（共通）
※カメラを設置する前に、お手元で数日テストをされることを強くおすすめ致します。
　万が一テストが不十分のまま設置した後に、カメラの不具合が発生した場合取り外しなどにお手間がかかるばかりではなく、
   工事業者をご手配されている場合は再度の取り付け費用が発生　してしまう恐れがございます。
   また、それらに際して発生した費用などの補償は致しかねますので、ご了承下さい。

※カメラの初期設定及び各種設定が完了し、ご希望の設定通り動くことが確認できたら、
　カメラを設置します。
　主に以下の動作ができあるか、設置前にご確認ください。

　・カメラの映像が確認できる。
　・ご希望の録画設定で正しく録画され、録画内容を確認できる。

※安全のため必ず工事専門業者にご依頼ください。
　取り付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
　本取扱説明書で指示した以外の取り付けは行わないでください。

　・落下防止のために、必ず付属品ネジ、（ビス）で固定してください。
　・ネジ留めするときは、不十分な締め付けや、また締め付けすぎをしないようにしてください。
　・傾斜のあるところに設置したりする場合は、充分な安全性を確保したうえで工事をおこなってください。

　①カメラの設置場所を決める
　②壁掛けネジ（付属）を壁面に確実に取り付ける　　　　　　　　　　　　　　　　 　

準備する市販品
・ドライバー（壁、天井取付用）

カメラを逆さまに取り付ける場合はアプリから、画面と音声でカメラの映像の反転をオンにして
お使いください。（➠ 28）
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カメラを設置する（SC-532NH、SC-JS61、SC-JU62）
■壁掛けでご使用の場合

■置いてご使用の場合 ■台座板の取り外し方

①台座板を取り付けたい場所に固定してください。
（穴あけガイドをご活用ください）

①電源 AC アダプター（と有線ＬＡＮケーブル）を
カメラ本体のスリットに固定してください。

図のように持ち、両手親指で台座板を押し外してください。
※外れにくい場合がありますのでご注意ください。

②台座板をカメラ本体に差込み、
お使いになりたい場所に設置して
お使いください。

②電源 AC アダプター（と有線 LAN ケーブル）を
　カメラ本体のスリットに固定してください。

③壁に固定した台座板に、カメラ本体を取り付けてください。
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型番 SC-533NH SC-JV52、SC-533NH SC-532NHS SC-532NHU

カメラ部

画素数 100 万画素 243 万画素 100 万画素 100 万画素
映像素子 1/3 型 CMOS センサー 1/2.7 型 CMOS センサー 1/3 型 CMOS センサー 1/3 型 CMOS センサー
レンズ 3.6mm@F1.4 昼用 / 夜用
フォーカス範囲 20m ～∞
最低被写体照度 赤外線 LED オフ時：1.5 Lux　　赤外線 LED オン時：0 Lux 
CMOS 機能 自動ホワイトバランス、自動ゲインコントロール、 自動露出調整、自動明るさ調整

映像

最大解像度 1280 × 720P(100 万画素 )
動画品質設定 通常画質、高画質、速度優先
フレームレート 30FPS
映像圧縮方式（動画） H.264
画像圧縮方式（静止画） JPEG
音声圧縮方式 G.711
上下反転機能 対応
録画方式 手動録画 ( 常時録画機能 )、警報録画 ( 動体検知録画機能 )、定時録画 ( スケジュール録画機能 )

動作範囲 パン / チルト 355 度／ 120 度 355 度／ 120 度 × ×

音声
本体内蔵マイク -38dB
本体内蔵スピーカー 1w(8 Ω )

警報
画像送出機能 E メール / 専用のアプリに情報送信、写真、 動画保存などが可能
アラーム 動体検知、スケジュール、E メール警報、無線センサー (315MHz) 入力

ネットワーク

Wi-Fi 無線 LAN Wi-Fi，IEEE802.11b/g/n
セキュリティ WEP（64bit/128bit）　WPA（2）-PSK（WPA personal）（TKIP/AES）
有線 LAN LAN 端子（10/100Mbps　RJ-45）　　自動（DHCP サーバによる割当て）
P2P 機能 あり（無料遠隔監視）

その他

対応 OS iPhone/iPad（iOS6.0 以降）/Android（3.0 以降）/Windows Vista 以降 (Surface を除く ) ※ Mac は非対応
対応ブラウザ Internet Explorer

外形寸法 
(L) 約 104mm  (W) 約 102mm 

(H) 約 117mm

(L) 約 104mm  (W) 約 102mm 

(H) 約 117mm

(L) 約 90mm  (W) 約 90mm 

(H) 約 87mm

(L) 約 90mm  (W) 約 90mm 

(H) 約 87mm
重量 約 310g 約 310g 約 140g 約 140g
動作時環境 温度 -10 ～ 50℃　　湿度 95%( 結露なきこと )
電源 DC5V-2A DC5V-2A DC5V-2A DC5V-2A

商品仕様 (SC-533NH/SC-JV52/SC-532NHS/SC-532NHU)
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その他 取得承認規格 CE、FCC、TELEC、VCCI（Class B）、PSE（付属 AC アダプタ）
microSD 

microSDHC カード
スロット

対応ファイルシステム FAT32

対応容量
2、4、8、16、32、64、128GB　 

※ 64GB、128GBmicroSD カードをご利用の場合、事前に FAT32 形式にフォーマットする必要があります。

※製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。最新の仕様情報は防犯ステーションホームページでご確認ください。

※注：
1. 対応OSは日本語版を対象としております。
2. 本製品は防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、
　弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
3. ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。
4.H.264 形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。
5. 本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用頂けます様お願い致
　します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがあり
　ますので、ご注意願います。
6. 本製品は、防水・防滴仕様ではありません。
7. 有線 LAN/Wi-Fi は同時に使用できません。LANケーブルが接続された時は有線 LANの接続となります。
8.Wi-Fi の通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
9.microSD/microSDHCカードの画像保存枚数は、撮影環境、他のデータが保存されている場合カードのメーカーや種類などによ
　って変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル数は65,532個になります。

商品仕様 (SC-533NH/SC-JV52/SC-532NHS/SC-532NHU)
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商品仕様 (SC-JT82)
型番 SC-JT82

カメラ部

画素数 243 万画素
映像素子 1/2.7 型 CMOS センサー
レンズ 3.6mm@F1.4 昼用 / 夜用
フォーカス範囲 20m ～∞
最低被写体照度 赤外線 LED オフ時：1.5 Lux　　赤外線 LED オン時：0 Lux 
CMOS 機能 自動ホワイトバランス、自動ゲインコントロール、 自動露出調整、自動明るさ調整

映像

最大解像度 1280 × 720P(100 万画素 )
動画品質設定 通常画質、高画質、速度優先
フレームレート 30FPS
映像圧縮方式（動画） H.264
画像圧縮方式（静止画） JPEG
音声圧縮方式 G.711
上下反転機能 対応
録画方式 手動録画 ( 常時録画機能 )、警報録画 ( 動体検知録画機能 )、定時録画 ( スケジュール録画機能 )

動作範囲 パン / チルト パン ( 水平 )：約 180°  駆動スピード 0.1 ～ 20°/ 秒     チルト ( 垂直 )：約 55°  駆動スピード 0.1 ～ 12°/ 秒

音声
本体内蔵マイク -38dB
本体内蔵スピーカー 1w(8 Ω )

警報
画像送出機能 E メール / 専用のアプリに情報送信、写真、 動画保存などが可能
アラーム 動体検知、スケジュール、E メール警報、無線センサー (315MHz) 入力

ネットワーク

Wi-Fi 無線 LAN Wi-Fi，IEEE802.11b/g/n
セキュリティ WEP（64bit/128bit）　WPA（2）-PSK（WPA personal）（TKIP/AES）
有線 LAN LAN 端子（10/100Mbps　RJ-45）　　自動（DHCP サーバによる割当て）
P2P 機能 あり（無料遠隔監視）

その他

対応 OS iPhone/iPad（iOS6.0 以降）/Android（3.0 以降）/Windows Vista 以降 (Surface を除く ) ※ Mac は非対応
対応ブラウザ Internet Explorer
外形寸法 (L) 約 168mm   (W) 約φ 68mm   (H) 約 87mm　 ※取付け部とアンテナ部を除く
重量 約 500g
動作時環境 温度 -10 ～ 50℃　　湿度 95%( 結露なきこと )
電源 DC12V-1A
取得承認規格 CE、FCC、TELEC、VCCI（Class B）、PSE（付属 AC アダプタ）



55

商品仕様 (SC-JT82)

※注：
1. 対応OSは日本語版を対象としております。
2. 本製品は防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については、
　弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
3. ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。
4.H.264 形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。
5.カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、
　ご注意願います。
6. 有線 LAN/Wi-Fi は同時に使用できません。LANケーブルが接続された時は有線 LANの接続となります。
7.Wi-Fi の通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
8.microSD/microSDHCカードの画像保存枚数は、撮影環境、他のデータが保存されている場合カードのメーカーや種類などによ
　って変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル数は65,532個になります。

microSD 
microSDHC カード

スロット

対応ファイルシステム FAT32

対応容量
2、4、8、16、32、64、128GB　 

※ 64GB、128GBmicroSD カードをご利用の場合、事前に FAT32 形式にフォーマットする必要があります。

※製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。最新の仕様情報は防犯ステーションホームページでご確認ください。
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故障かな？と思ったら
まず、下表でご確認ください。

※カメラを持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしないようお気をつけください。故障や誤作動の原因になります。

こんなときは ご確認頂くことと対処法

無線 Wi-Fi
設定が
うまく

できない

①カメラを初期化（リセットボタン長押し）した後、一度カメラのコンセントを抜き、再び差し直します。
　再起動完了後に Wi-Fi 設定をしてください。
②すでに無線 Wi-Fi 設定がされているいて別のアクセスポイントへ接続しなおしたい場合はネットワーク設定
 （➠ 28）より行ってください。

スマート
フォンから
カメラが

検索されない

①カメラに電源が入っていますか。
　カメラ本体の電源端子と電源 AC アダプターの接続部分が正しく接続されているか確認してください。
②有線 LAN ケーブルをお使いの場合、ケーブルは正しく接続されていますか。
　LAN コネクタへ LAN ケーブルを接続する時には、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
③カメラが接続されているルーターと、パソコンやスマートフォンがインターネットが使える環境にありますか。
④お使いのルーターは正常に稼働していますか。

無線 WiFi
にしたけど、

フリーズ
したり

オフライン
になる

①無線ルーターは正常に稼働していますか。
②無線の電波強度は強いですか。間に障害物がないですか。無線 WiFi でご使用の場合、どうしてもルーターのスペック、　
　無線ルーターとの距離、間の障害物（特にコンクリートや金属）周辺の家電機器、スマートフォン自体のキャリア
　電波の強度（3G/4G）などに影響されます。障害物が原因で、その障害物を取り除けない場合は、ハイパワータイプ　
　の WiFi ルーターのご使用又は有線 LAN ケーブルでのご使用をお勧め致します。
③ポケット WiFi や無線 LAN 中継器をご使用されている場合、快適な通信が行われない可能性があります。

映像の更新が
とても遅い

①カメラをお出かけ先から接続している場合、カメラが原因ではなく、インターネット接続の速度の遅さが原因である
   可能性があります。
②カメラを再起動（電源 AC アダプターのコンセントを抜き差し）してみてください。
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故障かな？と思ったら
こんなときは ご確認頂くことと対処法

久しぶりに
カメラの

監視画面を
確認したら
見れない

①「スマートフォンからカメラが検索されない」（➠ 56）①～④をお確かめください。
②一度、カメラを再起動（電源 AC アダプターのコンセントを抜き差し）してみてください。
③お使いのパソコン、スマートフォンを一度再起動してみてください。
④（スマートフォン）データ使用量が一定値超えていませんか。データ通信量が一定値を超過しますと制限がかか　
　り一時的に画像が見れない場合があります。
⑤ SD カードの破損により、カメラの画面が見れないことがあります。
　読み取り・書込みを繰り返し動作するため内部処理の負荷が過大になるためです。
　SD カードの取り外しをして、症状が改善される場合は SD カードの交換が必要になります。

パソコン監視
ソフト

（POCHICAM)
が反応しない

画面ロックがかかっている場合があります。（➠ 45）のロックをご確認ください。

本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物 ( または技術 ) に該当します。
本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。
This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the Japanese Foreign 

Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or brought out from Japan, you are required 
to take the necessary procedures, such as obtaining an export license from the Japanese government, in 
accordance with the Law.

本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
This product is designed for use in Japan. SINEI cannot provide service for this product if used outside Japan.
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保証について
保証について 返品・キャンセル 初期不良※ 1
期間※２ 14 日以内 14 日間※３
送料 お客様負担 往復送料弊社負担
保証について 無償修理※ 4 有償修理
期間※２ 1 年以内 1 年間を超えたもの
送料 往復送料お客様負担 往復送料お客様負担
※ 1　お客様都合による返品などに関しては対象外となります。別途、弊社返品規定をご参照下さい。
※ 2　保証期間は商品到着日又は商品発送日の翌々日から１年間になります。
※ 3　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商品発送翌々日から
         14 日間とさせて頂いております。
※ 4　保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です
※ 5　保証書の適用される範囲はカメラ・録画装置本体及び AC アダプタ、同時購入して頂いた場合の micro SD カード   
         HDD になります。その他の付属品・サービス品は対象外となりますのでご了承下さいませ。
※ 6　お客様のご使用環境（ネット環境）による不完全動作は返品・初期不良交換の対象外となります。
●保証内容の詳細は、下記、修理保証規定をご参照下さい。
●弊社スタッフによる訪問修理は対応しておりません。（弊社、技術サポートセンターでの受取修理のみとなります）。
●返品・初期不良交換・修理などの御対応につきましては、全てセンドバック方式（※弊社に商品を御送付頂き、検品・
　修理後、 発送）での御対応とさせて頂いております。
●検品・修理品の受取時、商品の症状確認時、修理完了時に弊社より御送りする御報告メールは御購入時に御登録頂いた
   メールアドレスに御送りさせて頂きます。受信制限をされているお客様は、メール受信許可または受信制限の解除を御
　願いします。（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）
●セール品・企画品に関しては、各商品ページに保証内容を記載しております。ご購入後は、商品ページの保証内容をご確認
   頂いている事を前提として販売させて頂きますので必ずご確認下さい。（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）
●商品到着日又は商品発送翌々日から 1 年を超えたものは有償修理となります。オプションで 3 年保証をご購入いただい
　た 場合は、1 年保証の内容の延長となります。
●保証期間内の無償修理には ID/ 保証カードが必要になります。保証書は再発行出来ませんので、粉失しない様に大切に
   保管してください。
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【修理保証規定】

1. 取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万が一故障した場合は無料で修理させて　
　いただきます。弊社の判断により、修理ではなく、故障品と機能、性能が同等な製品（再利用品を含む）との交換対応と
   なる場合があります。予めご了承下さいませ。

2. 次の場合は、保証対象外となります。
　① ID/ 保証カードのご提示がない場合。
　② ID/ 保証カードの必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされてい
       た場合
　③ ID/ 保証カードの保証期間が過ぎている場合。
　④日本国外で使用の場合。
   ⑤使用上の誤り（落下、虫などの製品内部への侵入等）、不当な修理や改造（ソフトウェアの改造も含む）による故障損傷。
　⑥商品お買い上げ後の輸送や移動又は落下など外部からの圧力などで本商品本体、外部接続端子などが破損したことによ
　　る故障、損傷または本商品内部の基板が破損、変形したことによる故障、損傷。
　⑦火災、地震、水害、雪害、落雷、台風その他天災地変、戦争、紛争、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、
      などによる故障、損傷。指定外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障及び損傷。
　⑧お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合（例：埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入およ
      び糞尿による故障等）
　⑨本製品のハードウェア部分に起因しない不具合（ソフトウェア製品に起因する不具合、ウイルス感染による不具合等）
      の場合
　⑩カメラ設置時、取り外し時におけるカメラの破損・損傷の場合

3. 以下の場合に発生する費用はお客様のご負担となります。
　①商品到着日、又は商品発送翌々日から 14 日間を超えた検品・修理の為の往復送料。
　②ご購入後、保証期間を過ぎた商品の修理費。
　③商品の取り付け・取り外しの際などの施行費及びそれらに付随する諸経費。
　④純正品以外の付属品やオプション品を使用したことによる故障・損傷、不具合。
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4. 本商品の修理や検品などの場合において、SD カードなどの記録が変化、消失などする場合があります。
　また本体を代替品に交換させていただく場合には、これらのデータなどは交換後の商品に移し替えることができません。 
   これらデータなどの変化、消失、移し替えられないことについての一切の責任を負いかねます。

5. 修理をご依頼される場合には、保証書の対象とならない部品・添付品等を事前にお客様の方で製品からお取り外しくだ
    さい。当社では、これらの管理につき一切責任を負いません。

6. 商品の不具合によって発生した施工費、物的損失、人件費、資材費、慰謝料及び故障時に損失した録画データ等の補償
   ・損害賠償等の御請求に対して弊社は一切保証致しませんので、あらかじめ御了承下さい。

7. 保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です。※ This warranty is valid only in Japan.

※本保証規定は、予告なく変更されることがあり、最新の記載内容を有効とさせて頂きますので、予め御了承下さいませ。
　最新の情報は、弊社 HP(https://secu.jp/ →最新情報 ) に記載しておりますので、ご確認頂きます様、御願い致します。

※付属されている取扱説明書の保証規定が、最新でない場合がございますので、予め御了承頂きます様お願い致します。



『取扱説明書を見ても分からない ...』
設定でお困りの場合は、お気軽にご連絡ください。

   ○電話でのお問合せ

                             設定・操作について                                                                        故障・検品について

     050 － 3816 － 3999                           050 － 3816 － 4001

受付時間
平日 10 時～ 18 時

※土日祝日はお休みをいただいております

※電話番号のお掛け間違いが発生しております。
番号をよくお確かめの上、お掛け間違えのないようお願いいたします。
※時間帯によっては電話が込み合って繋がりにくい場合がございます。

その場合はお手数ですが、しばらく時間をおいてからお掛け直し頂きますようお願いします。

   ○メールでのお問合せ

info@secu.jp　　
※お返事は平日のみの対応となります。

防犯ステーションサポートページ　
https://secu.jp/
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製造・販売元

新鋭株式会社
〒 514-0832　　三重県津市南中央 1-25


