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はじめに

初期設定画面

基本設定

録画関連

その他の設定（遠隔監視など）

必要なとき

カメラの初期パスワードは初期設定用のパスワードです。
セキュリティ強化のためパスワードは必ず変更してください。（➠ 20）
また、変更したパスワードはお忘れにならないよう十分にご注意ください。
お忘れになった場合、機器にログインできず、ご使用頂けなくなります。

Web 版取扱説明書は随時、最新情報に更新させて頂いております。
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/
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お買い上げの主装置の種類をご確認ください

防犯ステーションの主装置 X シリーズ

　

機器名：SC-XA42（DVR）
            SC-XA82（DVR）
            SC-XA62（DVR）

機器名：SC-XP45（NVR）
            SC-XP84（NVR）
　　　　SC-XP42（NVR）
　　　　SC-XP82（NVR）

SC-P614（NVR）
SC-P618（NVR）
SC-Z714（NVR）
SC-Z718（NVR）

POE 専用カメラ

ネットワーク (IP) カメラ

AHD 専用カメラ

（接続可能カメラ）

（接続可能カメラ）

ネットワーク (IP) カメラ

　

※ AHD カメラ接続口の形状
（裏面）

（裏面）

※前面部がゴールド

※前面部がシルバーまたはブラック

・ビジネスモデル

※ SC-Z714、Z718 は前面部がブラックです。

※ PoE カメラ接続口の形状
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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。

■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）

異常・故障時には直ちに使用を中止する

警告

警告

安全上のご注意　※必ずお守りください

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。
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安全上のご注意　※必ずお守りください

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。

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。

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。

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。

壁掛けの取り付け強度は十分な強度を確保する

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。

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。

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。

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。

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。

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。

壁掛け・天井取り付け工事、および落下防止処置時

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。

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、機器の故障の原
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。

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。

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。

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。

注意

警告

警告
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ご使用の前に必ずお読みください
○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。

○本製品について
　本製品でカメラの映像を見るためには、モニターが別途必要です。
　また、遠隔監視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が必要です。

○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。

■取扱説明書について
　・取扱説明書（本書）：セットアップからカメラの映像を確認し、基本的な設定操作までを説明しています。
　・取扱説明書（オンライン）：弊社サポートサイトにて本書最新版を掲載しています（随時更新）
　・非対応の機能：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。

■記載内容の補償はできません

●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・HDD 等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。

■本書内の表記
　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（主装置・カメラ）の更新について
　本機（主装置・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。ご理解いただきますようお願い致します。

■サポートサイトについて
　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/

○本製品を使用したことによる、直接的または間接的に生じた製品外の損害・破損（データ含む）
　については、弊社では一切責任・保証を負いません。あらかじめご了承ください。
　
○配線の接続に伴い、以下の点にご注意ください。
　・ケーブルの上に物を載せたり、引っ張ったり、折り曲げ・押し付け・加工などは行わないでください。
　・コネクタやケーブルの接続は正しく行ってください。誤った接続での使用は故障や動作不良の原因になります。
　・接続ケーブルなどの部品は、必ず付属品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
　・コネクタやケーブルを接続、取り外しの際は、必ず電源コンセントを抜いて本体電源をオフにした状態で行ってください。
　　火災や故障、感電の原因となります。
　
○本製品を改造、加工、分解、修理をしないでください。
　
○本製品を（屋外対応カメラを除く）を水のかかる場所で使用しないでください。
　
○本製品を高温・多湿となる場所、ほこりや油が多い場所で保管、使用しないでください。
　
○本製品に強い衝撃や振動、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
　
○本製品を取り付け、使用する際は、必ず各機器メーカーの提示する警告や注意、マニュアルに従ってください。
　
○静電気を帯びた状態で製品に触れないでください。また、コネクタ部分には直接手を触れないでください。
　
○本製品に薬品をかけたり、異物を入れるなどをしないでください。
　万が一そのような状態になりましたら、速やかにケーブルを抜き、電源を切ってください。
　
○本製品の周りに放熱を妨げるものを置かないでください。また、布等を被せないでください。
　
○小さなお子様の手の届かない場所で保管、使用してください。
　
○万が一煙や嫌な臭いが発生した場合は、速やかにケーブルを抜き、電源を切ってください。
　
○外出先のパソコンやスマートフォンから遠隔監視（P2P）をされる場合は、主装置をインターネットに繋いでいただく
（有線 LAN ケーブルでルーターと接続）必要がございます。
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ご使用の前に必ずお読みください

○主装置（DVR/NVR）及び AC アダプターについて
　・主装置（DVR/NVR）及び AC アダプターの端子部を汚さないでください。
　・主装置（DVR/NVR）及び AC アダプタは防水ではありません。屋外で電源を取る場合は十分ご注意ください。

○インターネットの接続・環境について
　・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。

○不正利用を防ぐために
　・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。
　・パソコンなど主装置（DVR/NVR）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。
　・主装置（DVR/NVR）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。

○対応サービスについて
　・本機の接続に必要なインターネット接続機器（ADSL、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。

○免責事項について
　・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お問い合わせの際、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。
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主装置各部名称【DVR】
主装置 (DVR) 上面

主装置 (DVR) 背面

（※写真は8チャンネルの主装置です）

① 映像入力端子 (BNC)
VIDEO　IN カメラの映像入力端子 (BNC) を接続します。

② 映像出力端子 (HDMI) 付属品の「HDMI ケーブル」を接続し、モニターに接続します。

③

音声出力端子 (RCA)
AUDIO　OUT スピーカー（ご用意ください）の音声端子を接続します。

音声入力端子 (RCA)
AUDIO　IN マイク付カメラの音声端子を接続します。

④ 映像出力端子 (VGA) VGA ケーブル ( ご用意ください ) を接続し、モニターに接続します。

⑤ LAN 端子 ルーターに接続されている LAN ケーブルを接続します。

⑥ USB 端子 マウスと、必要な場合、USB メモリを接続します。

⑦ 電源入力端子 付属品の「5 分配電源ケーブル」を接続します。

①
電源ランプ 通電していると点灯します。
警報ランプ 動体検知などの検知時に点灯します。
録画ランプ 録画中に点灯します。

主装置のモニター操作画面を次のボタンで操作することができます。

② 戻る 前の画面に戻ります。
メニュー メニュー画面を開きます。

③ 方向ボタン 上下左右に進むことができます。
OK ボタン 決定ボタンです。

④ USB マウスや、バックアップ用 USB などを接続することができます。

① ② ③ ④
⑤
⑥ ⑦

①
② ③

④
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① 各カメラの映像端子・電源端子を、ケーブルに接続します。

③ 延長ケーブルの電源端子を、5 分配電源ケーブルの分岐プラグに接続します。

② ケーブルの反対側の映像端子を主装置 (DVR) に接続します。

カメラ側の (DC メス ) と延長ケーブル側 (DC オス ) を接続します。
BNC コネクタは押し回して確実に接続してください。
使用するカメラすべてを接続してください。

５分配電源ケーブルと電源 AC アダプターを接続し、延長ケーブルの電源端子を 5 分配電源ケーブルの分岐プラグに接続します。
8 チャンネルと 16 チャンネルは 2 本の５分配電源ケーブルを接続します。（下記図）
分岐プラグの１本は主装置 (DVR) 本体の「DC12V」部分に接続してください。
マイク付カメラ延長ケーブルの音声端子は主装置の「AUDIO IN」部分に接続してください。

4 チャンネルの場合 8 チャンネルと 16 チャンネルの場合
※ 16 チャンネルは 2 セット必要

セットアップ【DVR】

▶▶ご注意◀◀
この段階ではまだコンセントには挿さないでください！

電源 AC アダプターをコンセントに挿して電気を供給する前に、
必ずすべての分岐プラグを機器に接続してください。通電後の配線接続作業は危険です。
分枝プラグ同士や他の金属類に接触すると、感電や故障の原因となる場合がございます。

また、使用しないプラグがある場合は、必ず絶縁処理を行ってください。

AUDIO INDC12V
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⑦ 電源 AC アダプターをコンセントに接続する。
すべての配線の接続が完了したら、電源 AC アダプターをコンセントに接続します。

⑧
映像を確認する。
電源 AC アダプターをコンセントにさすとモニターに SecuSTATION のロゴが映ります。その後、主装置（DVR）が
起動します。

⑥ マウスを主装置の USB ポートに接続します。

セットアップ【DVR】

④ 主装置 (DVR) とモニターを接続します。
モニターとの接続は「HDMI ケーブル」「VGA ケーブル」のいずれかで接続します。

● HDMI ケーブル❿で接続

主装置(DVR)のHDMI出力端子と、
TVモニター等のHDMI入力端子を
HDMIケーブル❿で接続します。

● VGA ケーブル（ご利用の場合は別途ご用意ください）で接続

主装置(DVR)のVGA出力端子と、パソコンモニター
等のVGA 入力端子をVGA ケーブルで接続します。

⑤

LAN ケーブルを接続します。
スマホやタブレットなどで遠隔監視システムを使用する場合は、インター
ネットに接続します。
※遠隔で使用しない場合はこの手順は不要です。

主装置 (DVR) の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します。LAN ケー
ブルのもう一方は、ブロードバンドルーターの LAN ポートに接続します。

◀　　　　　　　　▶

◀　　　　　　　▶
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主装置 (NVR) 上面

主装置 (NVR) 背面

① 映像入力端子 (LAN) カメラの映像入力端子 (LAN ケーブル ) を接続します。

② LAN 端子 ルーターに接続されている LAN ケーブルを接続します。

③ 電源入力端子 付属品の「AC アダプター」を接続します。

④ 映像出力端子 (HDMI) 付属品の「HDMI ケーブル」を接続し、モニターに接続します。

⑤ 映像出力端子 (VGA) VGA ケーブル ( ご用意ください ) を接続し、モニターに接続します。

⑥ USB 端子 マウスと、必要な場合、USB メモリを接続します。

⑦ 音声出力端子 スピーカー（ご用意ください）の音声端子を接続します。

主装置各部名称【NVR】

① ②
③ ④ ⑤

⑥
⑦

①
電源ランプ 通電していると点灯します。
警報ランプ 動体検知などの検知時に点灯します。
録画ランプ 録画中に点灯します。

主装置のモニター操作画面を次のボタンで操作することができます。

② 戻る 前の画面に戻ります。約 5 秒長押しで「戻る」「メニュー」「方向ボタン」のランプのオンオフができます。
メニュー メニュー画面を開きます。

③ 方向ボタン 上下左右に進むことができます。
OK ボタン 決定ボタンです。

④ USB マウスやバックアップ用 USB などを接続することができます。

①
② ③

④

（※写真は SC-XP84 です）

（※写真は SC-XP82 です）
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主装置 (NVR) 本体の「DC48V」部分に、AC アダプターの接続端子を接続してください。

セットアップ【NVR】

①
各カメラの LAN ポートに、LAN ケーブルに接続します。
カメラ側の LAN ポートと延長 LAN ケーブルを接続します。
使用するカメラすべてを接続してください。

② LAN ケーブルの反対側の端子を主装置 (NVR) に接続します。

③ AC アダプターの接続端子を主装置（NVR）に接続します。

▶▶ご注意◀◀
この段階ではまだコンセントには挿さないでください！

電源 AC アダプターをコンセントに挿して電気を供給する前に、
必ずすべての分岐プラグを機器に接続してください。通電後の配線接続作業は危険です。
分枝プラグ同士や他の金属類に接触すると、感電や故障の原因となる場合がございます。

また、使用しないプラグがある場合は、必ず絶縁処理を行ってください。

④ 主装置 (DVR) とモニターを接続します。
モニターとの接続は「HDMI ケーブル」「VGA ケーブル」のいずれかで接続します。

● HDMI ケーブルで接続

主装置(NVR)のHDMI出力端子と、
TVモニター等のHDMI入力端子をHDMIケーブルで
接続します。

◀　　　　　　　　　▶

カメラと LAN ケーブルの接続方法

LAN ケーブルをご確認ください

ご使用頂けるタイプ

〇

×
ご使用頂けないタイプ

①全部で４パーツあります。
まず図の様に LAN ケーブルにセットしま
す。赤いゴムパッキンはカメラのケーブル
へ、残りの部分は LAN ケーブルに取付ます。

③ LAN ケーブルにセットします。
カメラのケーブルに LAN ケーブルを接続
し、残りの部分を 2 か所接続していきます。
カメラに近い方は 1/4 ほどねじって固定、
もう一方は時計回りに回して固定します。
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セットアップ【NVR】

⑤

LAN ケーブルを接続します。
スマホやタブレットなどで遠隔監視システムを使用する場
合は、インターネットに接続します。
※遠隔で使用しない場合はこの手順は不要です。
主装置 (NVR) の LAN ポートに LAN ケーブルを接続し
ます。
LAN ケーブルのもう一方は、ブロードバンドルーターの
LAN ポートに接続します。

⑥ マウスを主装置の USB ポートに接続します。

⑦ 電源 AC アダプターをコンセントに接続する。
すべての配線の接続が完了したら、電源 AC アダプターをコンセントに接続します。

⑧
映像を確認する。
電源 AC アダプターをコンセントにさすとモニターに SecuSTATION のロゴが映ります。その後、主装置（NVR）が
起動します。

● VGA ケーブル（ご利用の場合は別途ご用意ください）で接続

主装置(NVR)のVGA出力端子と、パソコンモニター等のVGA入力端子をVGAケーブルで接続します。

◀　　　　　　　　　▶
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AC アダプターをコンセントに差し込むと、モニターに SecuSTATION のロゴ
が表示され、主装置が起動されます。

主装置が起動されると、初期画面が表示されます。時間設定やスマートフォン
用アプリなどの QR コードが表示されます。必要な場合は変更して「次へ」や「確
定」をクリックして次に進んでください。

主装置に接続しているマウスで画面上の各種項目にカーソルを合わせ左クリッ
クで【実行】、右クリックで前に戻ります。

主装置にログインします。ユーザー名の admin はそのままで、パスワード入力
欄をクリックしてパスワードを入力します。初期パスワードは空白になってい
ます。（セキュリティ向上のためパスワードの変更を行ってください）

一文字削除　 大 / 小文字切替　 入力終了

初期設定画面・映像確認【DVR/NVR】
全ての配線の接続が完了しているかを確認し、AC アダプターをコンセントに差し込みます。

本製品はセキュリティ向上のためログインする際にパスワードを 6 回以上間違えますとロックがかかり、一時的
にログインできない状態になります。
ログインするには残りロック時間が終了するまでお待ち頂くか、主装置の再起動を行ってください。

ログインのロックについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
DVR に AHD カメラが接続されている場合は、カメラの映像が映し出されます。
IP カメラを接続する場合は（➠ 22）

マイク付カメラの音声オンオフができます。

規格の切換ができます。写真は自動切替です。

モニタリング画面上で左クリックをしてクリックしたままマウスを動かすとピ
ンク色の枠線が作成されます。枠内にマウスをもっていくと、虫眼鏡マークに
変わり、左クリックをすると枠内がデジタルズーム（拡大）できます。
再度左クリックをすると元に戻ります。

もう一度初期設定画面を開きたい場合は、右クリックメニュー＞「初期設定」
で表示されます。

モニタリング画面上で右クリックをメインメニューが開けます。
各種詳細設定はメニューを選択してください。
色々な設定をするにはこのメニューから行います。

DVR/NVR 共通部分

DVR と AHD 専用カメラを接続している場合
※ NVR は次のページへ
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モニタリング画面上で左クリックをしてクリックしたままマウスを動かすとピ
ンク色の枠線が作成されます。枠内にマウスをもっていくと、虫眼鏡マークに
変わり、左クリックをすると枠内がデジタルズーム（拡大）できます。
再度左クリックをすると元に戻ります。

音声のオンオフができます。

初期画面をもう一度表示させたい場合は、右クリックメニュー＞「システム」
＞「基本設定」の初期設定のチェックをはずして「確定」をクリックしてくだ
さい。
その後、主装置を再起動すると初期画面が表示されます。

NVR と PoE 専用カメラを接続している場合

① 左の画面（デジタルチャンネル画面）はカメラ登録画面です。

ネットワークカメラを接続する場合の手順はこちらをご覧下さい（➠ 23）

② 「検索」をクリックしてカメラを検索してください。

③
検索されたカメラが表示されます。
X シリーズの PoE 専用カメラを接続している場合、
カメラの初期 IP アドレスは（192.168.1.222）に固定されています。

④ カメラの IP アドレスを設定します。
③でカメラを選択して「ネットワーク」をクリックしてください。

⑤

「自動分配」は自動で主装置が IP アドレスを割り振ります。
割り振り方法は、主装置の IP アドレスの次の番号を使用します。
IP が衝突している場合は衝突する IP を避けて割り振ります。
IP アドレスを自由に設定したい場合は IP アドレス欄に設定したいアドレス
を入力して「確定」をクリックしてください。

⑥ 主装置に登録するカメラを選択してください。
⑦ 追加をクリックしてください。
⑧ 追加をクリックすると下の登録リストに追加されます。

⑨
「次へ」または「終了」をクリックしてください。
次へをクリックした場合は初期画面の続きが表示されます。
必要に応じて変更・設定して終了してください。
画面を閉じるとモニタリング画面になりカメラの映像が映し出されます。

②
③ ④

⑥ ⑦

⑨

⑧

初期設定画面・映像確認【NVR】
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録画の設定・動体検知録画の設定【DVR/NVR】

CAM：録画設定をするカメラのチャンネルを選択します。
冗長：非対応の機能です。
録画単位：録画ファイルの時間を設定します。最大値 120 分
 

手動録画を選択すると、即座に録画を開始します。

録画モード：自動
時間帯を設定して、時間設定枠横のチェック項目を自動にチェック

左画像の設定は、00:00 から 13:00 まで連続録画をします。

右クリックメニュー＞「メニュー」＞「録画設定」

①
右クリックメニュー＞「メニュー」＞「録画設定」
録画モード：自動
時間帯を設定して、時間設定枠横のチェック項目を検知にチェックして確
定をクリックしてください。

②
右クリックメニュー＞「警報」＞「動体検知」

有効にチェックを入れてください。
録画カメラの項目で録画するカメラを選択して確定をクリックしてくださ
い。

※IPカメラを接続している場合は、IPカメラ本体の動体検知設定も行ってください。

録画の共通設定

指定時間に動体検知時のみ録画をする場合

指定時間に連続録画をする場合

すぐに録画を開始する場合
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①
右クリックメニュー＞「メニュー」＞「録画設定」
録画モード：自動
時間帯を設定して、時間設定枠横のチェック項目を自動と検知にチェック
して確定をクリックしてください。

②
右クリックメニュー＞「警報」＞「動体検知」

有効にチェックを入れてください。
録画カメラの項目で録画するカメラを選択して確定をクリックしてくださ
い。

※IPカメラを接続している場合は、IPカメラ本体の動体検知設定も行ってください。

録画の設定・動体検知録画の設定【DVR/NVR】
指定時間に連続録画と動体検知時にも録画をする場合
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○ファイルリストパネル
【時間帯検索】
キーボードで時間帯を指定し、検索します。

【録画ファイル一覧】
見たい時間帯をダブルクリックすると再生されます。
時間帯表示の右側「R」は連続録画ファイル「M」は動体検知録画ファイルです。

録画の検索・再生【DVR/NVR】

○チャンネル設定パネル

【カレンダー表示】
月の変更は「< >」ボタン、年の変更は西暦部分をクリックして、
　　出てきたキーボードで変更します。
・録画記録のある日付：背面が青色で表示されます。
・指定している日付：数字が緑色で表示されます。

　　　　　　　　　
【切替ボタン】
チャンネル設定パネルからファイルリストパネル表示に切替えます。

　　　　　　　　　　　　　
【カメラ選択】
指定したカメラの録画記録がタイムバーに表示されます。選択済は白色になります。
「全て選択」にチェックで、全てのカメラが選択されます。　　

【検索ボタン】
設定した時間やカメラの条件で録画データを検索します。

右クリックメニュー＞「メニュー」＞「録画再生」

タイムバー

チャンネル設定・ファイルリストパネル
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録画の検索・再生【DVR/NVR】
○タイムバー

　表示されたそれぞれの録画データのバーをクリックすると、その時間帯が再生されます。　

　【全て】チェックを入れると、全ての録画タイプでの録画データが表示されます。
　【自動】時間設定などをした連続録画の録画データを表示します。
　【警報】動体検知録画の録画データを表示します。
   【手動】連続録画の録画データを表示します。
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録画のバックアップ・HDD の初期化【DVR/NVR】

バックアップ所要時間目安

① 右クリックメニュー＞「管理ツール」＞「HDD 情報」を選択。

② 録画装置に搭載されている HDD が表示されますので、選択して、【初期化】をクリック

③ 「ディスクのデータをすべて消去しますか？」の確認通知が表示されるので、確定をクリックで HDD の初期化が開始
されます。

① 右クリックメニュー＞「システム」＞「バックアップ」を選択。

②
「検知」をクリックすると録画装置に接続された録画媒体（USBメモリ、
外付け HDD）が表示されるのでチェックを入れ、【バックアップ】の
ボタンをクリックしてください。

※記録媒体のファイルシステムは FAT32 にフォーマットして下さい。

③ 録画タイプ、チャンネル（カメラ）と日付範囲を指定して【追加】をク
リックしてください。

④ 下の空白部に検索された録画データが表示されるので、バックアップが
必要なファイルを選択してください。

⑤ 【開始】をクリックするとバックアップが開始されます。

⑥ 最後に（確定）をクリックしてバックアップ完了です。

※録画のバックアップには時間を要す場合があります。あらかじめご了承く
ださい。
※バックアップ用の HDD の容量が大きいと（2TB 以上）、録画装置で認識
されない場合があります。

録画のバックアップ

HDD の初期化
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ユーザーアカウント管理・パスワードの変更・ネットワーク管理

主装置のネットワーク設定をします。

DHCP にチェックを入れると、ルーターの IP アドレス自動割り当て機能
（DHCP）を使用して、自動で IP アドレスを取得します。

固定 IP アドレスをご使用になる場合はチェックを外し、手動で各項目を入
力してください。

※パスワードの設定をする前に（質問）の設定をしておくと、パスワード
変更後、ログイン時パスワードを忘れた時に質問に答えて、パスワードを
再設定することができます。
（質問の設定後、質問内容を再設定する場合は、アカウント関連のすべて
を初期化する必要があります。）

① アカウント画面で（パスワード変更）をクリック。

② 変更するユーザーを選択。

③ 旧パスワードを入力 ( 初期パスワードは空白 )

④
新しいパスワードを決めて、新しいパスワード、パスワード確認を入力。
※パスワードは 16 文字以内の英数字のみ使用可能、英字は大文字・小
文字の区別がありますのでご注意ください。 

⑤ （確定）をクリックして変更完了です。

※パスワードをお忘れにならない様十分ご注意ください。

（パスワード覚え書き欄）

パスワードの変更方法

ユーザー変更 ： ユーザーの編集ができます。

グループ変更 ： ユーザーグループの編集ができます。

パスワード変更 ： ユーザーのログインパスワードの変更ができます。

ユーザー追加 ： 新しいユーザーを作成することができます。
操作権限などの指定できます。

グループ追加 ： ユーザーのグループを作成することができます。

ユーザー削除 ： ユーザーの削除ができます。

グループ削除 ： グループの削除ができます。

更新 ： クリックして状態などを更新します。

質問 ： パスワード変更後、ログイン時パスワードを忘れた時に
質問に答えて、パスワードを再設定することができます。

右クリックメニュー＞
「システム」＞「アカウント」

右クリックメニュー＞
「システム」＞「アカウント」

右クリックメニュー＞「メニュー」＞「ネットワーク」

ユーザーアカウント管理

ネットワーク管理
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日時設定はこちらから行います。
設定後「確定」をクリックして完了です。

右クリックメニュー＞「メニュー」＞「日時」

日時設定

設備の名前変更や、言語の変更はこちらから行います。
ビデオ規格：PAL・NTSC を選択できます。
カメラの映像が映らない場合のみ設定を変更してください。
規格が異なる場合、映像が映らないなどの症状が出ます。
上書き録画：HDD が使用容量がいっぱいになった時、上書き録画を行うか
どうかの設定ができます。
自動ログアウト：設定した時間が経つと自動的にログアウトします。
初期画面：初期画面を次回起動時に表示させたい場合はチェックを外してく
ださい。

設定後「確定」をクリックして完了です。

右クリックメニュー＞「システム」＞「基本設定」

基本設定

日時設定・基本設定【DVR/NVR】
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　メニュー

録画再生 （➠ 17）

録画設定 （➠ 15）

ネットワーク （➠ 20）

日時 （➠ 21）

※ XVI 設定 SC-AY82,SC-AE32 の設定ができます

各種メニュー　（「※マーク」がついているものは、設定されているチャンネルにより表示されない場合があります。）

　システム

基本設定 （➠ 21）

録画画質 画質を設定ができます。

バックアップ （➠ 19）

出力 時間やタイトルの表示設定などモニタリング画面の設定をします。

アカウント （➠ 20）

ポート （現在の防犯ステーションのカメララインナップにおいては設定する必要はありません）

※ PTZ 設定 （現在の防犯ステーションのカメララインナップにおいては設定する必要はありません）

※ RS485 （現在の防犯ステーションのカメララインナップにおいては設定する必要はありません）

チャンネル管理
デジタルチャンネル：（設定する必要はありません）
チャンネル情報：各チャンネルの情報を表示確認できます。
チャンネルモード：チャンネルモード、チャンネル数の切替えができます。

※ IPC SC-AY82,SC-AE32,SC-PY82,SC-PE32 の詳細な設定ができます

　管理ツール

HDD 情報 HDD の管理設定をします　HDD 初期化（➠ 19）

表示調整 モニター画面の表示調整をします

自動整備 自動メンテナンス機能です

初期化 システムの初期化をします

アップグレード 主装置のアップグレードはこちらから行います

入力 / 出力 ログの記録を書出すことができます

ログ ログの表示確認ができます

転送速度 現在の転送速度の確認ができます

バージョン 主装置のバージョン等の確認ができます

　警報

動体検知 動体検知の設定をします　動体検知録画（➠ 15）

遮断警報 カメラのレンズが全体的に覆われた時に検知をします。

停止警報 カメラからの信号が途切れた時に検知をします。

※警報入力 （現在の防犯ステーションのカメララインナップにおいては設定する必要はありません）

異常処理 ハードディスクに異常が発生した時に通知送信等の設定ができます。

分析 （非対応の機能です）



23

※ネットワーク（IP）カメラを接続して、動体検知録画を行うには、IP カメラ及び録画装置の別途設定が必要です。

※その他ネットワーク（IP）カメラの詳細な設定に関しましては、各 IP カメラの取扱説明書をご確認ください。
　オンラインマニュアルのダウンロード：弊社サポートページ (https://secu.jp/)

●ネットワーク（IP）カメラへの設定変更

主装置に LAN ケーブルを接続し、LAN ケーブルのもう一方をお使いのルーターに接続してください。
また、ネットワーク（IP）カメラの通電、ネットワーク接続ができている状態にしてください。
N シリーズと組み合わせて使用する場合、N シリーズ説明書の「 SecuSTATION Local ( パソコン用カメラ設定ソフト ) 【時
刻設定】」ページにある、【※以下は主装置 (DVR/NVR) をお使いになる場合の設定です。】を事前に実施して下さい。

（ネットワーク（IP）カメラの詳細な設定に関しましては、各 IP カメラの取扱説明書をご確認ください。）

⑥

ネットワーク (IP) カメラを接続するための設定【DVR/NVR】

⑦

⑧

⑨

⑤ 右クリックメニュー＞「簡単登録」

※ NVR の場合、①～④の設定は不要

① 右クリックメニュー＞「システム」＞「チャンネル管理」

② 「チャンネル管理」＞「チャンネルモード」画面を開いてください。

③

左側（アナログ）は AHD 専用カメラ接続に使います。
右側（デジタル）はネットワーク（IP）カメラを使用する場合に使います。
数字はそれぞれ使用するチャンネル数です。
それぞれ使用するチャンネル数（カメラの数）に合わせて項目を選択し
てください。
AHD カメラとネットワーク（IP）カメラ両方を使用する場合は、両方
に数字が入っている項目をチェックしてください。

④ 項目を選んだあと「確定」をクリックしてください。

⑩

⑥ 検索をクリックして、同じルーターに接続されたネット
ワーク (IP) カメラを検索します。

⑦
上のリストに検索されたカメラが表示されます。
検索されたカメラのうち、ご使用になるカメラを確認し
てください。

⑧ 下のリストで希望するチャンネルを選択してください。

⑨ プロトコルを「ONVIF」に設定してください。

⑩ デバイスアドレスに使用するカメラの IP アドレスを入力
してください。

⑪ 使用するカメラに表示されているポート番号を入力して
ください。

⑫「適用」をクリックして、「終了」でウィンドウを閉じると、
カメラのモニタリング画面が表示されます。

⑤

⑪ ⑫
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●インターネットを介して、ご自宅または外出先のパソコンから遠隔監視を行う場合は
『遠隔地のパソコンで見る』（➠ 29）

●インターネットを介して、スマートフォンやタブレットから遠隔監視を行う場合は
『スマートフォンでカメラの映像を見る』（➠ 25）

をそれぞれご確認ください。
※遠隔監視をするにはブロードバンドルーターのインターネット環境が必要です。
   主装置に LAN ケーブルを接続し、LAN ケーブルのもう一方をお使いのルーターに接続してください。

遠隔監視するための設定【DVR/NVR】

【DVR】

【NVR】
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カメラ・主装置、スマートフォンをインターネットに接続し、遠隔監視ができます。
※遠隔監視をするにはブロードバンドルーターのインターネット環境が必要です。

スマートフォンでカメラの映像を見る【DVR/NVR】

クラウドアカウントでログインする場合 ログインせずに使う場合
クラウドに主装置やカメラの情報を保存します。
警報プッシュ通知機能を使うことができます。（➠ 27）

アプリにのみ主装置やカメラの情報を保存します。
警報プッシュ通知機能は使用できません。（➠ 25）

クラウドアカウントでログインします。
クラウドアカウントを作成します。

クラウドアカウントにログインせずに
使います。 非対応の機能です。

①

③

④

⑤

ログインせずに使う

①
 【主装置をインターネットに接続する】

主装置（NVR）に LAN ケーブルを接続し、
LAN ケーブルのもう一方をお使いのルーターに接続します。

【カメラ検索登録】

① スマートフォンを主装置が接続されている Wi-Fi ネットワークに接続し
ます。

② アプリを開き、「ログインせずに使う」をタップしてください。

③ 画面右上の ボタンをタップしてください。

④ iOS は ボタンをタップして主装置を検索してください。
Android は「検索」をタップして主装置を検索してください。

⑤
iOS は登録したい設備の にチェックを入れ、 をタップしてく
ださい。
Android は登録したい設備をタップして、次の画面で追加をタップして
ください。

②

【スマートフォンにアプリをインストールする】
アプリ「SC-CAM」をインストールしてください。
iOS は「App Store」で Android は「Play ストア」でアプリ「SC-CAM」
を検索しインストールしてください。

対応スマートフォン / タブレット
・iPhone/iPad  iOS6.0 以降　　・Android  3.0 以降

アプリ内の文字が途切れる場合は、
スマートフォン自体の文字サイズを
小さく調整してください。
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スマートフォンでカメラの映像を見る【DVR/NVR】

※ iphone で QR コード読込み画面にならない場合にお試しください。
① スマートフォン本体の設定をタップし、開いてください。
② SC-Box をタップし、カメラをオンにしてください。

②

設定

①

⑥

②
クラウド ID、カメラ名称（自由）、パスワード（初期値は空白）を変更
している場合は、パスワードを入力したら「確定」をタップして登録完
了です。
遠隔地で登録する場合もこちらの方法で登録できます。

機種によっては「バージョン」画面にクラウド ID の QR コードが表示さ
れます。
その場合は QR コードを読み込んで設備を登録できます。

アプリデバイス追加画面の をタップして QR コードを読込んでくだ
さい。

QR コード読込み完了したら をタップして登録してください。

①

カメラが検索されない場合は、設備の ID を手入力して登録することがで
きます。P2P ID 欄に登録したい設備のクラウド ID を入力してください。
クラウド ID の確認方法
主装置本体のモニター画面
右クリックメニュー＞「管理ツール」＞「バージョン」
画面に表示された【クラウド ID】を使用します。

⑥
リストに登録された設備が表示されます。

モニタリングする設備の をタップして選択してください。

⑦ 設備選択後、 ボタンをタップするとモニタリング画面が
表示されます。

検索されない場合

主装置本体 クラウド ID 確認画面

※主装置とモニターをつなげた時の画面です。



27

スマートフォンでカメラの映像を見る【DVR/NVR】

①

④ ⑤

②

クラウドアカウントでログインする場合

⑦

モニタリング画面

全画面表示

画質変更

パン・チルト

パン・チルト

ローカル写真

ローカル録画

全画面表示終了

リストに戻る

画面分割

パン・チルト・ズーム 画質変更 録画再生画面へ

マイク

スピーカー

メニュー

ローカル写真

ローカル録画

モニタリング画面

モニタリング全画面表示

① まず、クラウドアカウントを作成します。
アプリトップの「新規登録」をタップしてください。

② アカウント登録するメール（既存のメールアドレス）を入力して「認証
コード取得」をタップして、認証コードを受け取ってください。

③ 登録したメール受信ボックスに件名「認証コードをお知らせします」の
メールが届いているか確認してください。

④ メール本文内の認証コードをアプリの「認証コード入力」欄に入力して、
「次へ」をタップしてください。

⑤
ユーザー名とパスワードを作成してください。

パスワードは 8 文字以上 32 文字以下で、アルファベットの大文字と小
文字を少なくとも 1 文字以上ずつ、数字を 1 文字以上使って作成してく
ださい。

⑥ 登録完了したら、アプリにログインして、設備を登録します。

⑦ 一度アプリを閉じて、スマートフォンを主装置が接続されている Wi-Fi
ネットワークに接続します。

⑧
Wi-Fi ネットワークに接続したら、アプリに戻り、ログインをしてくださ
い。続いて登録方法は、（➠ 25）「ログインせずに使う」③から設定し
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【DVR/NVR】
メニュー

コード設定 ： 主装置専用 IP カメラ接続時のみ表示

録画設定 ： 簡単な録画設定ができます。

警報設定 ： 各種警報設定ができます。

ネットワーク設定 ： ネットワークの情報確認ができます。

画像設定 ： 主装置専用 IP カメラのモニタリング画面を垂直反転できます。

保存設定 ： 容量等の確認ができます。

周辺機器 ： 対応設備のみの機能です。

録画再生 ： 録画データの再生ができます。

パスワード変更 ： 主装置のパスワード変更ができます。

ダウンロード ： 録画データのダウンロードができます。

設備情報 ： 主装置等の情報表示をします。

リスト ： 設備リストに戻ります

ローカル録画 ： ローカル録画の確認、ダウンロードができます。

ローカル写真 ： ローカル写真の確認、ダウンロードができます。

警報プッシュ ： 警報プッシュ通知機能のオン / オフができます。（クラウドのみ）

設定 ： アプリの簡単な設定やクラウドパスワードの変更などができます。

ログアウト ： ログアウトします。
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主装置と違う場所にある外部ネットワークのパソコンから、主装置にアクセスします。
例えば自宅に設置した主装置に、会社等の遠隔地からアクセスできます。（MacOS は非対応です。）

① 遠隔監視ソフト「SC-CAM Online」をインストールします。弊社サポートセンターから
ダウンロードし、「SC-CAM Online.exe」をダブルクリックしてインストールします。

「開いているファイル － セキュリティの警告」が表示された場合は「実行」をクリックしてください。
インストール画面が表示されましたら、各画面で「Next」をクリックし、進めてください。
最後に「Finish」をクリックして、インストールが完了します。
インストールが完了すると、インストール画面が閉じられ、デスクトップにショートカットアイコンが表示されます。　　

②
デスクトップの「SC-CAM Online」のショートカットアイコンを
ダブルクリックしてソフトを起動してください。
ログイン画面が表示されますので、パスワード（初期：admin）
を入力してログインしてください。

③ ログインしたら、設備を登録します。
基本機能の「設備追加」をクリックしてください。

④
手動追加をクリックしてください。

（同じローカルネットワークエリア上にあるデバイスは自動的に
検索されます。登録する設備にチェックを入れ追加をクリックし
てください。）

⑤
デバイス名（自由）、CloudID、パスワードを入力して確定をクリ
ックしてください。
パスワードは主装置本体のログインパスワードと同じです。
CloudID の確認方法は下記「クラウド ID」の確認方法をご確認く
ださい。

遠隔地のパソコンで見る【DVR/NVR】
主装置・カメラの登録とモニタリング

主装置本体 クラウド ID 確認画面

右クリックメニュー＞「管理ツール」＞「バージョン」
画面に表示された【クラウド ID】を使用します。

※主装置とモニターをつなげた時の画面です。

「クラウド ID」の確認方法
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遠隔地のパソコンで見る【DVR/NVR】

⑥ トップに戻り、モニタリングをクリックしてください。
右側のリストに先ほど登録した設備が表示されます。

画面表示数切替 監視保存：
現在の画面表示数、位置、モニ
タリングカメラを保存します。

ループ：
ループ設定で設定したループで
再生します。（➠ 32）

監視
左記の監視保存で保存したもの
が表示されます。

デバイス
追加した主装置・カメラリスト
です。

表示映像の調整ができます。

録画（パソコンに保存） 静止画（パソコンに保存）

音声のオン・オフ パン・チルトコントロール

色彩調整 ウィンドウを閉じる
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遠隔地のパソコンで見る【DVR/NVR】

① トップから録画再生をクリックしてください。

② 右側リストの主装置・カメラにチェックを入れて下さい。

③ 録画タイプの選択、録画データ検索時間帯の設定をして、「検索」をクリックしてください。

④ 録画データが検索され表示されます。

⑤ 再生したいデータをダブルクリックすると再生されます。

⑥ 続いて録画データをダウンロードする場合は をクリックするとダウンロード開始されます。

⑦ ダウンロード終了後 をクリックするとダウンロードフォルダを開きます。

⑧ ダウンロードした録画を再生するには【パソコンにダウンロードした録画映像を再生する】（➠ 34）で再生してください。

②

③

④

⑥

⑦

録画再生とバックアップ
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遠隔地のパソコンで見る【DVR/NVR】

モニタリング画面での録画や静止画（パソコン保存）の保存場所などの設
定ができます。

主装置本体の遠隔操作ができます。

警報反応が出た時にソフトから警告音を鳴らすことができます。

ループ（自動循環再生）を設定できます。

①＋ボタンをクリック
　してください。

②名称を入力してください（自由）
③保持時間：この設定で再生する時間を入力してください
④再生するウィンドウを選択して、そのウィンドウで再生
　するカメラを選択してください。
⑤再生するカメラをすべてウィンドウに設定したら
　保存または保存して続けるをクリックしてください。

⑥モニタリング画面（➠ 30）の
　ループのボタンをクリックすると
　設定したループで再生されます。

上記画像の設定は A が 20 秒再生さ
れた後に B が 20 秒再生されます。

主装置やソフトの操作ログの確認ができます。

警報情報の確認ができます。

その他の機能

【ループ設定】
②

A B
③

④ ④

⑤
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遠隔地のパソコンで見る【DVR/NVR】

ユーザーの詳細設定、新規作成ができます。

このソフト（SC-CAM Online）の基本設定ができます。

各所にカメラを設置している場合などに、地図を作成してオリジナルの
カメラ設置地図が作成できます。

【ユーザー登録方法】

【地図登録方法】

①
ボタンをクリックしてください。

新しいユーザーが作成されます。
ここでのユーザーはこのソフト（SC-CAM Online）を使用する場
合のユーザーです。

① 地図の画像を準備してください。（JPG）

②
左側のスペース（赤枠）で右クリックしてください。

をクリックしてください。
用意した地図を選んでください。

② ボタンをクリックしてください。
必要な場合は名称の変更をして、パスワードを設定してください。

③ をクリックすると権限の設定ができます。
このユーザーでログインした時にできる操作を設定してください。

③ 名称を入力してください。（自由）

④ 「編集モード」をクリックして、「全て」をクリックしてください。

⑤ 「全て」のリストに出てきた登録されたカメラをクリックして
ドラッグして地図上に貼付してください。

⑥ 「編集取消」ボタンをクリックすると、オリジナルの地図の完成
です。

②

③

④

⑤

⑥
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パソコンにダウンロードした録画映像を再生する

④ General Player の画面に、バックアップした動画ファイル(h26x)をドラッグ＆ドロップすると、動画が再生されます。

③ インストールされた General Player を開いてください。

② ダウンロードした以下ファイルを実行し General Player をインストールしてください。

① 防犯ステーションサポートページ（下記 URL）で General Player をダウンロードしてください。
https://secu.jp/support/xp.html

バックアップした録画データを再生するには、General Player をインストールしてください。
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①側面部分のみでカバーが固定されているものは、側面のネジ計 4 本を外
します。

①側面と裏面でカバーが固定されているものは、側面の左右それぞれネジ
１本ずつと、後ろ面のネジ 3 本の計 5 本を外します。

②本体を逆さにして、HDD を固定しているネジ 4 本を外します。

③本体と HDD を繋いでいるコネクタ２本を外します。

④交換が終わりましたら、元に戻します。

①側面のネジ計 4 本を外します。

②本体を逆さにして、HDD を固定しているネジ 4 本を外します。

③本体と HDD を繋いでいるコネクタ２本を外します。

④交換が終わりましたら、元に戻します。

HDD の交換方法【DVR/NVR】

【DVR】

【NVR】
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カメラを設置する
※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。
　又、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るか、設置前にご確認ください。

・カメラと主装置、主装置とモニターを接続し、映像が確認できる。
・ご希望の録画設定で、正しく録画され、録画内容を認できる。
・スマートフォンアプリ『SC-CAM』及びパソコン用 P2P ソフト『SC-CAM Online』で映像が確認できる。

※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。

準備する市販品

　・ドライバー（取付用）   　・防水テープ（配線類防水、収束用）

※カメラ本体は防水・防塵加工が施されておりますが、主装置・ケーブル類及び電源アダプター部は防水ではございません。　
　漏電・故障の原因となりますので必ずお客様の方で、防水加工を行った上、設置してください。使わないケーブル類を
　収納する為のプルボックスや、電線管での保護をおすすめします。
※設置する時に取付部のケーブルスリット部（※①）をできるだけ真下に向くように設置してください。

※①
ケーブルスリット部

【バレット型カメラ】
①カメラの設置場所を決める。（取付ガイドシールをご活用ください）
②壁掛けネジ（付属）を壁面に確実に取り付ける。
③屋外に設置する場合、各種端子に防水テープを巻いてください。
　使わない端子にも防水テープを巻いて、接続部分を塞いでください。

【ドーム型カメラ】
①カメラの設置場所を決める。（取付ガイドシールをご活用ください）
②カメラ本体のネジを緩めてカバーを外します。
※カバーと本体部をつなぐ安全紐があります。
ちぎれないよう十部ご注意ください。
③ゴムパッキンをはずし、設置位置にカメラを確実に取り付ける。
※カバーが落下しないよう、十分にご注意ください。
④レンズの向きを調整したら、ゴムパッキンをもとの位置にもどし、カバーをしネジを締める。
⑤屋外に設置する場合、端子及び LAN コネクターに防水テープを巻いてください。

51mm

51mm 51mm

68mm

4.5mm

※台座カバーについて
   カメラ設置後、本体台座部分をカバーをすることでネジが隠れ、
   不正なカメラの取外しなどを防ぐことができます。台座裏面の３ヵ所のツメを外すとカバーが外れます。
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商品仕様（ＤＶＲ・ＤＶＲカメラ・NVR・ＮＶＲカメラ）

D V R

主　装　置　

仕　様

ネットワークアクセス帯域幅 48Mbps

CVBS/ DVI 入力
4ch 入力／ 8ch 入力／ 16ch 入力
CVBS 信号、TVI 信号、AHD 信号
BNC コネクタ（1.0Vp-p の、75 Ω）、720P までの DVI 信号

オーディオ入力 RCA インタフェース（2VPP、1K Ω）
VGA 1920 × 1080 ／ 1440 × 900 ／ 1280 × 1024 ／ 1280 × 720 ／ 1024 × 768

HDMI
1.3a スタンダード／タイプ A
1920 × 1080 ／ 1440 × 900 ／ 1280 × 1024 ／ 1280 × 720 ／ 1024 × 768

オーディオ出力 1 出力、RCA インターフェイス（ライン出力、2VPP、300 Ω）
映像 H.264 ( 最高 High Profile@Level5.0）　( チャンネル設定によって同時再生数は異なります )
画像 JPEG
音声 G.711A
SATA インターフェイス 1 台搭載
ネットワークインタフェース RJ45、10M ／ 100M 適応イーサネットポート
USB インタフェース 3 個（USB2.0）
サイズ (BNC 部分除く ) 約 255 × 220 × 45mm（4 入力 /8 入力）             約 255 × 240 × 45mm（16 入力）
インスタレーション Desktop のインストール
電源 DC12V  4A (AC アダプタ付属 )
動作環境温度 0℃～ 55℃
動作環境湿度 10％～ 90％  結露無きこと
定格消費電力 5W（HDD 無し）

D V R

カ　メ　ラ　

仕　様

画素数 264 万画素
レンズ バレット：3.6mm@F1.2  ／　ドーム：3.6mm@F1.4
撮影距離 20cm ～∞
赤外線 LED 赤外線 LED24 個
最大画像解像度 1920 × 1080　
最低照度 0.1Lux/F1.2
電子シャッター 自動（1/25 ～ 1/10000）
昼夜切替 自動切り替え（昼間カラー / 夜間白黒）
WDR デジタル WDR のサポート
ビデオのチューニング 輝度／コントラスト／彩度／色調整
動体検知 検知エリア設定／感度レベル設定
グラブ機能 JPEG キャプチャ / 最大解像度の解像度キャプチャ
OSD 有効（チャンネル名、日時）
警報 ネットワーク異常、動体検知、遮断、信号ロス、HDD 異常
記録方式 自動録画、検知録画、警報録画
画質設定 1 ～ 6 段階にて設定
対応プロトコル TCP;IP;UDP;HTTP;IGMP;ICMP;DHCP;RTP/RTSP;DNS;DDNS;FTP;NTP;PPPOE;UPNP;SMTP;SNMP
インターフェースプロトコル ONVIF/CGI　対応
雷保護 電源、IEC61000-4-5 準拠、GB/ T17626.5 準拠
対応スマートフォン / タブレット / パソコン iPhone/iPad(iOS5.1.1 以上 )，Android(2.3 以上 )　Windows XP 以上（surface 除外）
対応ブラウザ Internet Exploer(Windows vista/7/8/10)
外形寸法 バレットφ 61mm × L180 ／ドームΦ 80.8mm × 105mm
重量 バレット　約 375g ／ドーム約 430g（本体のみ）
防塵／防水 IP66
使用温度 バレット型：-20 ～ 80℃／ドーム型：-10 ～ 60℃
電源 DC12V　　接続サイズ：外形φ 5.5 ×内径φ 2.1     ※録画装置用の AC アダプタから分岐して給電する為、カメラ用の AC アダプタは付属しておりません。

N V R 

主　装　置　

仕　様

映像
4ch 入力 /8ch 入力
出力　最大 1080P ( フル HD)
圧縮形式 H.265+,H.265/H264+,H.264(High Profile)

画像フォーマット JPEG
音声 G.711A

POE 対応ポート
IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
RJ45、10Mbps( 最長距離：250m)

アップリンクポート RJ45、100Mbps（最長距離：100 ｍ）
HDD 1 台 (SATA)
USB インタフェース 2 個（USB2.0）
動作環境温度 0℃～ 55℃
動作環境湿度 10％～ 90％  結露無きこと
定格消費電力 5W（カメラ、HDD 無し）
電源 DC48V　　1.25A　　( ※ AC アダプタ付属 )
サイズ（幅×奥×高） 約 255 × 240 × 45mm

N V R　

カ　メ　ラ　

仕　様

画素数 264 万画素
レンズ バレット型：3.6mm@F1.2/ ドーム型：3.6mm@F1.2
デイナイト機能 対応
DNR 2D/3D DNR
WDR DWDR
映像圧縮 H.265+,H.265/H264+,H.264(High Profile)
最大解像度 1920 × 1080　
画質設定 1 ～ 6 段階
画質調整 輝度 / コントラスト / 彩度 / 色調整
OSD 対応（カメラ名 / 日時）
警報 動体検知 / 遮断 / 信号ロス
適応規格 IEEE 802.3af
対応プロトコル RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
インターフェースプロトコル ONVIF
対応ブラウザ Internet Exploer (Windows 7/8/10)
動作環境 バレット型： ‐ 15℃～ 65℃／ドーム型： ‐ 15℃～ 65℃
防塵／防水 IP66
雷保護 IEC61000-4-5 準拠 GB/T17626.5 準拠
寸法 バレット型：190mm × 98mm × 69mm ／ドーム型Φ 105mm × 81mm
重量 バレット型：約 350g ／ドーム型：約 350g

※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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保証とアフターサービス
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。
※対象は本体機器のみとなり、micro SD カード、HDD その他の付属品・サービス品は対象外となります。
●保証期間内の無償修理には保証書が必要になります。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。
【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保証書のご提示がない場合。
②保証書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保証書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。

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。
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『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
                          050 － 3816 － 3999

                           故障・検品について
                          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

防犯ステーションサポートページ　

https://secu.jp/

製造・販売元

新鋭株式会社
〒 514-0832    三重県津市南中央 1-25


