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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

SC-BOX シリーズ

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
注意

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
「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）

機器名：SC-D401-AHD（DVR）

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

（接続可能カメラ）
・AHD カメラ
・ネットワーク (IP) カメラ

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。

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

機器名：SC-N401-POE（NVR）

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。

・AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてくだ
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。

警告
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

分解、改造をしない

感電の原因になります。

内部には電圧の高い部品があり、感電の原因に
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。

（接続可能カメラ）
・POE カメラ
・ネットワーク (IP) カメラ
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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。

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。
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安全上のご注意

お買い上げの主装置の種類をご確認ください

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

安全上のご注意

※必ずお守りください

警告

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

警告

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。
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。

注意
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。
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。
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。

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。
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。

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。
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。
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。

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。

警告
取り付けの際は、専門の構成部品を使用する

壁掛けの取り付け強度は 4㎏以上を確保する

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。

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。

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

長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する

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。

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。

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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安全上のご注意

安全上のご注意

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。

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。

※必ずお守りください

壁掛け・天井取り付け工事、および落下防止処置時

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

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）
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安全上のご注意

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。

ご使用の前に必ずお読みください
○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。

●本機および SD カード・HHD 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

www.secu.jp

○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

○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。

ご使用の前に必ずお読みください

■記載内容の補償はできません

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。

同梱物と配線イメージ【DVR/NVR】
【DVR】

○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。

○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。

同梱物と配線イメージ

ご使用の前に必ずお読みください

○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。

【NVR】

○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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セットアップ【DVR】

主装置各部名称【DVR】
主装置 (DVR) 上面

セットアップ
① PWR ランプ：電源通電時点灯
HDD ランプ：HDD 装着時点灯

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。

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。

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。

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。

主装置 (DVR) 背面
セットアップ【
】
DVR

主装置各部名称【 DVR
】

映像入力端子 (BNC)

カメラの映像入力端子 (BNC) を接続します。
VIDEO IN
①
映像出力端子 (BNC) 付属品の「❾ケーブル (BNC/RCA)」を接続し、モニターの
映像入力端子 (RCA) に接続します。
VIDEO OUT
② 映像出力端子 (HDMI) 付属品の「❿ HDMI ケーブル」を接続し、モニターに接続します。
③ 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。
音声出力端子 (RCA)
AUDIO OUT
④
音声入力端子 (RCA)
AUDIO

IN

スピーカー（ご用意ください）の音声端子を接続します。
マイク付カメラの音声端子を接続します。

LAN 端子

LAN ケーブルを接続します。

USB 端子

マウスと、必要な場合、USB メモリを接続します。

⑥ 電源入力端子

付属品の「❻ 5 分配電源ケーブル」を接続します。

⑤
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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。
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。

▶▶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。
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セットアップ【DVR】

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」「ケーブル (BNC/RCA)」「VGA ケーブル」の
いずれかで接続します。

6

マウスを主装置の USB ポートに接続します。

● 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。

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。

●ケーブル (BNC/RCA) ❾で接続
◀

▶

セットアップ【

セットアップ【 DVR
】

主装置 (DVR) の BNC 出力端子と、TV モニター等の RCA 映像入力端子（黄色）を付属のモニター
接続用ケーブル (BNC/RCA) で接続します。

◀

】
DVR

● 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⓫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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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「ピー」という起動音がなり、カメラの映像が表示されます。
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セットアップ【NVR】

主装置各部名称【NVR】
主装置 (NVR) 上面

セットアップ
1

PWR ランプ：電源通電時点灯
HDD ランプ：HDD 装着時点灯
NET ランプ：インターネット接続時点灯

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。

セットアップ【 NVR
】

主装置各部名称【 NVR
】

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

LAN ケーブルを接続します。

USB 端子

マウスと、必要な場合、USB メモリを接続します。

③ 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。
④ 映像出力端子 (HDMI) 付属品の「❻ HDMI ケーブル」を接続し、モニターに接続します。
⑤ 電源入力端子

付属品の「❹ AC アダプター」を接続します。

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。

▶▶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。
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セットアップ【NVR】

セットアップ【NVR】
4

主装置 (NVR) 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。

6

マウスを主装置の USB ポートに接続します。

● HDMI ケーブル❿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❻で接続します。

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。

● VGA ケーブル（ご利用の場合は別途ご用意ください）で接続

◀

▶
セットアップ【 NVR
】

セットアップ【 NVR
】

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。

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❼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。

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「ピー」という起動音がなり、主装置（NVR）が起動します。
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初期設定画面（ネットワーク設定）【DVR/NVR】

初期設定画面 ( ヘルプ情報）【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。
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、その後
「ピー」という起動音が鳴り、初期設定画面が表示されます。

①

②

③
○初期設定：2. ネットワーク設定
①

①

使用して、自動で IP アドレスを取得します。

基本操作

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ます。
②

スマートフォンアプリ「SecuCAM」へのカメラ追加

ネットワーク設定

ヘルプ情報

③

②

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。

IP 自動取得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

『スマートフォンでカメラの映像を見る』（➠ 37）から QR コードを読み込むと、P2P-ID
と P2P パスワードを自動取得できます。

④
③

⑤

チェックを外すと、次回から「初期設定」を表示しません。

設定が終わりましたら【保存】をクリックして、【退出】で初期設定画面を閉じます。

○初期設定画面：1. ヘルプ情報
①

専用遠隔監視アプリ「SecuCAM」（Android、iOS）を QR コードからダウンロードできます。
※スマートフォンに QR コードリーダーのアプリが必要です。

②

主装置がインターネットと繋がっているか確認できます。
※遠隔監視機能（P2P）は主装置がインターネットに繋がっていないと使用できません。

③

接続状態の更新ができます。主装置に LAN ケーブルを接続し、インターネットに繋がっている
状態になりましたら、「×」の表示が消え、緑のラインでオンラインであることを示します。

④

P2P-ID は主装置個体の ID です。変更はできません。パスワードは変更できます。
パスワード部分をクリックして、画面上に出てきたキーボードで変更します。
（パスワードは半角英数字 6 桁以内※セキュリティ強化のため英字と数字混用が望ましい）

⑤

「2. ネットワーク設定」のページに移動します。
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初期設定（ログイン）【DVR/NVR】

初期設定 ( 基本設定）【DVR/NVR】

メインメニュー

○初期設定：3. 基本設定

初期設定画面を閉じて、システムにログインします。

①

各種詳細な設定は画面左下のメインメニューから、よく使う項目はその他の下部アイコンから設定
確認します。
メインメニューログイン時にユーザー名とパスワードを求められます。ユーザー名は「admin」で
変更不可です。パスワード部分をクリックして、画面上に出てきたキーボードで初期パスワードを
入力します。初期パスワードは「123456」です。
パスワードは後から変更できます。パスワードの変更（➠ 21）

画面左下のメインメニュー、または画面上で右クリックをして、メインメニューを選択
ログイン方法（➠ 20）
② システム設定から基本設定を選択。
③ 時刻を設定します。
システム時間の項目で、時刻が表示されている部分をクリックして設定します。
※午前 9 時の場合、「09」と入力
※時間帯設定は、GMT+09:00 を選択します（国内でご使用頂く場合）
④

パスワードの変更方法

①「メインメニュー」→「システム設定」→
→「ユーザー管理」へ
② ユーザー管理画面で（パスワード変更）をクリック
③ 旧パスワードを入力 ( 初期パスワードは 123456)

一文字削除

大文字小文字切替

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
※パスワード最大 6 文字（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。

入力終了

⑤（確定）をクリックして変更完了です

画面上のキーボードの使い方
マウスで指定してクリックします。入力が終わりましたら「Enter」をクリックします。
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（パスワード覚え書き欄）
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基本設定

ログイン

カメラの映像形式を設定します。
ビデオモードの項目で PAL か NTSC を選択できます。初期値は NTSC になっています。
※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。
形式が異なる場合、映像が映らないなどの症状が出ます。

カメラが映している映像を確認する【DVR/NVR】

各種アイコン【DVR/NVR】
よく使う項目はその他の下部アイコンから設定確認します。
下部アイコン

①

ＮＶＲでＰＯＥカメラを接続する場合（➠ 24）
ネットワークカメラ（IP）を接続する場合（➠３4 ～）

④

⑤

⑥

⑦

指定したカメラ 1 台を 1 画面で表示します。

② 4 画面表示

4 台全てのカメラを一括表示します。

⑧

PTZ コントロール
有線カメラでは非対応の機能です。
（パン・チルト・ズーム機能）（対応機種：ポチカメ SC-533NH ※但し、ズーム機能は非対応）

④ 録画検索

録画された動画を検索、再生ができます。

⑤ 録画コントロール

録画（自動・手動・終了）の切り替えができます。

⑥ ネットチャンネル管理

IP カメラを登録して、映像を見ることができます。

⑦ 警報状態

警報状態が確認できます。

⑧ ログアウト

「ユーザーログアウト」「シャットダウン」「再起動」から選択し
て実行します。

カメラ画面右下の表示
動体検知
作動中

カメラ
未接続

マイク使用可
※カーソルを合わすと
音量調整できます

各種アイコン

カメラが映している映像を確認する

22

③

① 1 画面表示

③

AHD カメラを接続している（ＤＶＲ）場合、画面にカメラの映像が映し出されます。

②

マイク
使用不可
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カメラの設定（NVR）

録画の設定【DVR/NVR】

NVR でカメラを接続する場合の操作です。
DVR で AHD カメラを接続している場合は、自動的にカメラの映像が表示されます。
①メインメニューからネットチャンネルを選択

【コピー】入力した設定をコピーして、他のカメラに適用します。
【初期値】入力した設定を初期値に戻します。
【確定】設定を保存してページを閉じます。

② PnP オフのボタンを選択し、確定を押してオンにします。しばらくすると、カメラの映像が
表示されます。

メインメニュー：設定管理：録画設定

【キャンセル】キャンセルしてページを閉じます。
【適用】設定を保存してページはそのままの状態になります。

○基本設定
録画モード

7 日に設定すれば、７日分を保存し、８日目を保存した時に初日分を消去します。
この設定を使用しない場合（ハードディスクの容量が一杯になったら上書き）は
「0」を入力してください。

録画ファイル時間 ファイル時間を決定します（5 分～ 120 分）※全てのカメラに反映されます
ハードディスク
容量不足
チャンネル選択
冗長録画
プリレコード
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ハードディスク内に保存していくファイルの日数を制限します（1 ～ 31 日）
（全てのカメラに反映されます）
1 日に設定すれば、
常に 1 日分の録画ファイルのみを保存し、
前日分は消去されます。

ハードディスクの容量が一杯になった時、古いファイルを削除して
上書きしていくか（循環モード）
、録画を停止するか（録画停止）を選べます。
（全てのカメラに反映されます）
設定するカメラ（チャンネル）を選択します。
（以下の設定はカメラごとに設定できます）
システムに何かしらの障害が発生した場合に備えて、録画をバックアップしておく
機能です。
動体検知録画時に、動体を検知してから録画する際のタイムラグをなくすために
検知時から遡って録画を行えます（1 秒～ 30 秒）
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録画の設定

カメラの設定【 NVR
】

録画期限

録画モード（自動・手動）を選択できます。
※トップ画面下の下部アイコンでも切替ができます。
手動録画を選択すると、即座に録画を開始します。
手動録画を停止するには終了にチェックを入れます。

録画の設定【DVR/NVR】

動体検知詳細設定手順

○録画プラン

曜日、時間ごとの詳細な録画設定が行えます。この設定は自動録画に反映されます。
録画プランは録画方法により色分けされ、スケジュール表示されます。

①

①
②

【録画プラン】
普通：指定時間連続録画します。

③

動体：動体検知が作動した時録画します。
警報：※現在の所、使用不可の録画方法です。

②
④

⑤
（上図録画プランの設定値）・月曜日から金曜日の 9:00 ～ 18:00 は連続録画
・18:01 ～ 8:59 までは動体検知録画
・土日は録画をしない（カメラ停止）

１

メインメニューから【設定管理】を選択した後【警報設定】を選択。

２ 【チャンネル選択】で設定するカメラを選択して下さい。図①
３ 【警報タイプ】を「動体検知」にしてください。図②
【トリガー間隔】で動体検知が反応する間隔を設定できます。図③
※ここで設定して頂いた秒数は、動体反応検知後、次の動体が有ってもその秒数間検知しなくな

③

４

ります。
初期値は 0 秒になっておりますが、動体反応が多い場合上手く反応しない場合がございます。
その際には 1 秒に設定して頂き、検知と検知の間に時間を作るようにすると、正常に反応するよ
うになる場合がございます。

【録画プラン設定方法】

１

編集したいカメラ（チャンネル）を選択します。図①

２ 【設定】をクリックして、時間帯と録画タイプを設定します。図②
時間帯は 1 日最大 6 つの時間帯に分けて、録画を行えます。図③

３

日にちをまたぐ場合は、２つに分けて設定します。
例）18 時から翌朝 9 時まで録画

４
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時間帯 1. 18:00 ～ 24:00、時間帯 2. 00:00 ～ 9:00

５
６
７
８

設定ボタンをクリックし、設定画面を開きます。赤色部分に動く物があると動体として検知しま
す。ご利用環境に合わせて、クリックやドラッグをして設定してください。
【確定】ボタンをクリックすると、設定完了です。図⑤
※必ず【確定】ボタンを押してください。
【確定】ボタンをクリックすると【設定管理】画面に戻ります。
別のカメラを設定する場合は、もう一度【警報設定】を選択して同様の手順を行ってください。
※各カメラ毎に設定して頂く必要がございます。
設定が完了しましたら、念のため、正常に設定が保存されているかご確認ください。

設定入力が完了したら、【確定】か【適用】をクリックして、設定を保存します。図④
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動体検知詳細設定手順

録画の設定

④

【エリア設定】で動体検知の反応する範囲を設定します。図④

録画の検索・再生【DVR/NVR】

録画の検索・再生【DVR/NVR】
○ファイルリストパネル

下部アイコン
メインメニュー：動画検索
チャンネル設定・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、検索ボタン
をクリックします。
←【カメラ選択】
録画ファイルを表示するカメラを選択します。
←【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。
「< >」で前後のページを表示します。
「T」ボタンで最前列、「B」ボタンで最後尾のページに
移動します。

←【ファイル詳細】
指定したファイルの詳細を表示します。
タイムバー

←【アイコン各種】

○チャンネル設定パネル

チャンネル設定パネルに戻ります。

←【時刻表示】現在の時刻が表示されます。

チェックを入れた録画ファイルをクラウド上に
アップロードします。

←【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。
←【日付】
・当日の日付：赤枠で表示されます。
・録画記録のある日付：背面が緑色で表示されます。
・指定している日付：数字が水色で表示されます。

←【パネル切替】
ファイルリストパネルに変わります。
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○タイムバー

録画の検索・再生

録画の検索・再生

←【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。
選択されたカメラは数字が水色で表示されます。
「全て選択」にチェックで、全てのカメラが選択されます。

チェックを入れた録画ファイルを接続された機器に
バックアップします

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。
【同期】チェックを入れると、全ての録画タイプの時間が同期され、再生されます。
チェックを外すと、録画タイプ別で、再生する時間帯を変更できます。
【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。
【普通】連続録画の録画データを表示します。
【外部】外部入力センサーが感知した時に録画された録画データを表示します。
※このカメラでは現在非対応の機能です。
【動体】動体検知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【DVR/NVR】

HDD の初期化【DVR/NVR】

②

①

②

③

③
④

④
②

②

⑤
バックアップ所要時間目安

メインメニューより【録画バックアップ】を選択。図①

２

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。図②

３

次画面右上の【AVI】にチェック。図③

４

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。図④

５

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、【スタート】をクリックするとバックアップが開始されます。図⑤

※録画のバックアップには時間を要します。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。
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１

メインメニュー【システム設定】⇒【保存管理】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。

の初期化
HDD

録画のバックアップ

１
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その他の機器で遠隔監視するための設定【DVR/NVR】

その他の機器で遠隔監視するための設定【DVR/NVR】
●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
『パソコンで遠隔監視』（➠ 46）
●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』（➠ 37）
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。

○メインメニュー：アプリセンター：P2P サービス
P2P を利用して、外出先のパソコンやスマートフォンからカメラの映像を遠隔監視する機能です。
P2P 機能

P2P 機能のオン・オフが選択できます。

ユーザーリユース
P2P ID

その他の機器で遠隔操作するための設定

その他の機器で遠隔操作するための設定

「画質優先」遠隔監視で、転送スピードより画質を優先します。
※回線速度により、画質を優先すると映像がカクつく場合があります。
ネット伝送 QoS
「速度優先」遠隔監視で、画質より転送スピードを優先します。
「無」どちらも優先せず、標準のスピードで転送します。
チェックを入れると複数のユーザーが遠隔監視できます。
チェックを外すと遠隔監視できるユーザーは 1 人になります。
主装置の P2PID を表示しています。

遠隔監視をする際の主装置へのログインパスワードです。
P2P パスワード パスワードは変更できます。
（半角英数字 6 桁以内 ※セキュリティ強化のため英字と数字混用が望ましい）
ローカルポート 主装置のポート番号です。
P2P サーバー
アドレス
接続状態
NAT サービス
アドレス

P2P サーバーのアドレスを表示しています。
主装置がインターネットに繋がっているかを確認できます。
LAN ケーブルが差し込まれた状態で「未接続」の場合は【Ping】をクリックして
接続状況を確認してください。
P2P サーバーの IP アドレスを表示しています。

各種の設定が完了したら、
【確定】か【適用】をクリックして、設定を保存します。
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ネットワーク (IP) カメラを接続するための設定【DVR/NVR】
●ネットワーク（IP）カメラへの設定変更

ネットワーク (IP) カメラを接続するための設定【DVR/NVR】
③使用するカメラの種類を選択します。

弊社対応ネットワーク（IP）カメラ（SC-83 シリーズ、SC-53 シリーズ）
主装置の初期設定は、AHD カメラでの設定となっております。
ネットワーク（IP）カメラのカメラでご使用になる際には、AHD カメラではなく、IP カメラへの
設定変更をしてください。

IP カメラとなりますので、ご使用になるカメラをチャンネルに設定してください。
なお、AHD カメラと IP カメラを併用される際には、2 台ずつでしか設定はできません。
※ AHD カメラと IP カメラを併用する場合、チャンネル 1,2 は AHD カメラが優先されます。
カメラチャンネルを AHD720P から IPCam に変更後、確定をクリックして設定を完了します。

③
③

①

①

ネットワーク（

前の画面のネットチャンネルをクリックします。

）カメラを接続するための設定
IP

ネットワーク（ IP
）カメラを接続するための設定

①設定管理をクリックします。

②
⑤

④

⑥

②モード切替をクリックします。
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ネットワーク (IP) カメラを接続するための設定【DVR/NVR】

スマートフォンでカメラの映像を見る【DVR/NVR】

④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) カメラを選択します。
⑤検索されたカメラのうち、ご使用になるカメラのチェックボックスにチェックを入れます。

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。

⑥追加ボタンをクリックしまして、追加した設備の欄へ登録します。
カメラとルーター間で通信が行われていますと、接続状態が赤い○から緑の○に変わり画面に
ネットワーク (IP) カメラの映像が映し出されます。
ネットワーク (IP) カメラの設定方法は以上になります。

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。

※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。詳しくは弊社サポートページ（http://secu.jp/）のオンラインマニュアル
（SC-831NH と録画機の動体検知録画設定手順）をご確認ください。
※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（http://secu.jp/）
【DVR】

下記 QR コードを読み込んでスマートフォンにアプリ「SecuCAM」をインストールしてください。
または、iOS は「App Store」で Android は「Play ストア」でアプリ「SecuCAM」を検索しイン
ストールしてください。

【NVR】

SecuCAM

iOS(SecuCAM)

36

Android(SecuCAM)
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スマートフォンでカメラの映像を見る

ネットワーク（ IP
）カメラを接続するための設定

②【スマートフォンにアプリをインストールする】

スマートフォンでカメラの映像を見る

スマートフォンでカメラの映像を見る【DVR/NVR】

○《ローカルログイン》の場合
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

アプリに主装置を登録し、アプリでモニタリング出来る様にします。
① アプリを開き「表示画面選択」画面で「ローカル」を選択します。
② カメラ一覧画面で「+ 追加」ボタンをタップします。
③ カメラ追加画面で QR コードマークをタップし、QR コードを読み込める状態にします。

③【表示画面選択】
《クラウド》でログインした場合（➠ 42）

①

②

③

クラウドにカメラ情報を保存し、警報プッシュ機能を使うことができます。

《ローカル》でログインした場合（➠ 39）
ＩＰアドレス、ドメイン、Ｐ２Ｐで接続します。警報プッシュ機能は使えません。

※ 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。
スマートフォンでカメラの映像を見る

スマートフォンでカメラの映像を見る

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 SecuCAM をタップし、カメラをオンにしてください。
②
①

設定
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スマートフォンでカメラの映像を見る

④

スマートフォンでカメラの映像を見る

主装置の ID とパスワード情報が入っている QR コードを表示させます。
主装置モニター画面の「メインメニュー」から「アプリセンター」をクリック。

⑤ 「P2P サービス」をクリック。

⑦ スマホアプリの「保存」をタップします。
⑧

カメラ一覧に登録された Device01（主装置情報）をタップすると、主装置に接続されて
いるカメラが表示されます。

⑨

ご覧になりたいカメラにチェックを入れ、「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。

⑥ 表示された QR コードをスマートフォンアプリで読込みます。
④

⑤

⑦

⑧

⑥

⑨
スマートフォンでカメラの映像を見る

スマートフォンでカメラの映像を見る

※手入力したい場合

スマホアプリのカメラ ID 欄・パスワード欄
に、主装置モニター画面の設備 ID 制御パス
ワードを手入力しても登録できます。
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スマートフォンでカメラの映像を見る
○《クラウドログイン》の場合

スマートフォンでカメラの映像を見る
カメラ映像確認画面下部メニュー

※メニュー部分を左にスライドすると❷に変わります。

クラウドのアカウントを作成し、主装置を登録します。
① アプリを開き「表示画面選択」画面で「クラウド」を選択します。
② 「登録」ボタンをタップ。
ユーザー名（自由）、パスワード（自由）、パスワード再入力、メール（既存のメールアドレス）
を入力後「登録」ボタンをタップし登録完了です。
③
トップ画面右上部のクラウドマーク（雲形のマーク）をタップするとローカルとクラウド
の切り替え、クラウド登録されていない場合は、クラウドの登録ができます。

カメラ 現在の所使用不可の機能です。
写真
❶ 音声

写真を撮り、アプリ内（⑨その他：フォルダ：写真）に保存します。
マイク付カメラのみ使用可

PTZ

対応機種

ＩＰカメラ

ポチカメ SC-533NH

録画

録画をしてアプリ内（⑨その他：フォルダ：ローカル再生）に保存します。

❷ 表示分割画面選択
①

②

③

カメラ一覧画面（アプリトップ画面）
（ローカルのみ）カメラ一覧
主装置・カメラの一覧を表示します。
記録
①
記録を表示します。
お気に入り
お気に入りに登録した主装置、カメラを表示します。
クラウドボタン

主装置・カメラ一覧

④ 主装置を登録します。ローカルログインの場合（➠ 39）の②より登録して下さい。
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③

登録された主装置が表示されます。
主装置をタップすると主装置に接続されているカメラが
表示されます。
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スマートフォンでカメラの映像を見る

スマートフォンでカメラの映像を見る

ローカルモードとクラウドモードの切り替えをします。
② クラウドの登録が未登録の場合、クラウドの登録画面に
移ります。
クラウドの登録方法は（➠ 42）から登録してください。

スマートフォンでカメラの映像を見る

スマートフォンでカメラの映像を見る
⑤保存：（ローカルのみ）主装置やカメラをお気に入りに保存します。
追加：主装置の登録をします。
再生：見たいカメラを選択して再生ボタンをタップでカメラの映像を表示します。
⑥カメラ：カメラ一覧を表示します。
⑦再生：録画を再生します。
⑧警報履歴：警報のログを表示します。
⑨その他：各種設定画面に映ります。

フォルダ：アプリに保存された録画や写真のフォルダです。
クラウド：クラウドの各種設定。
設定：アプリの各種設定。
SecuCAM システム情報：アプリの情報表示。
④主装置各種設定
：

名称、ID、パスワードの編集を
します。

カメラ削除

：

登録された主装置を削除できま
す。

お気に入り追加

：

（ローカルのみ）主装置をお気
に入りに登録できます。

警報オン

：

（クラウドのみ）プッシュ警報
のオン / オフ。

：

主装置に接続されているモニタ
ー画面を見ることができます。

録画装置
モニター画面
録画装置遠隔操作

： 主装置を遠隔で操作できます。

カメラ設定

： 各種設定をします。

アプリパスワード：アプリを開く時のパスワードを設定できます。

スマートフォンでカメラの映像を見る

スマートフォンでカメラの映像を見る
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カメラ編集
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パソコンでの遠隔監視

パソコンでの遠隔監視
ログイン画面が開きます。ここでは主装置のユーザー名、パスワードを入力してください。

インターネットを通して、パソコンから主装置の映像を確認することができます。パソコン
で見る場合、2 通りの接続方法があります。お客様の環境に環境に合わせてお選びください。
1【ローカルエリア上のパソコンから監視する】
2【外部ネットワークのパソコンから監視する】（➠ 54）

④

（➠ 20）
変更している場合は、変更したユーザー名、パスワードを入力してください。「ログイン」
をクリックすると、４分割の画面が表示されます。

1【ローカルエリア上のパソコンから監視する】
主装置と同じネットワーク上のパソコンから、主装置にアクセスします。主装置を設置して
いる建物内のパソコンからアクセスする場合は、こちらの方法になります。
（※ MacOS、Windows タブレット、Surface は非対応です。）

ログイン画面

４分割画面

① Windows パソコンでインターネット（Internet Explorer）を起動します。
ホームページの URL（http:// ～）が表示されるアドレスバーに、主装置の IP アドレスを

⑤ 画面左上の「高画質」をクリックすると、カメラの映像が表示されます。

入力します。主装置の IP アドレスは、「初期設定画面」（➠ 19）で確認できます。
②
上図のように IP アドレスを入力し、キーボードのエンターキーを押します。
アドオンのインストール画面が表示されます。「インストール」をクリックします。

③
インストールが開始されます。
パソコンでの遠隔監視

パソコンでの遠隔監視
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※「管理者の許可が必要」と表示された場合は、「許可」をクリックしてください。

【インターネットエクスプローラーでカメラの映像が確認できない場合】（➠ 48）
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パソコンでの遠隔監視

パソコンでの遠隔監視
【インターネットエクスプローラーでカメラの映像が確認できない場合】
主装置と同じネットワーク上にあるパソコンからインターネットブラウザを使って遠隔監視を
行う際、アドオンをインストールできない、アクセスがブロックされている等で正常に接続
できない場合、パソコンのセキュリティの設定を変更することで遠隔監視が可能になります。
以下の手順に従って、パソコンの設定を行ってください。

「web サイト」の欄に IP アドレスが追加されま
したら、「閉じる」をクリックします。

パソコンの「インターネットオプション」を開く
※インターネットエクスプローラーでカメラの
画面を表示したまま「インターネットオプション」
を開きます。
インターネットエクスプローラーの画面の上部
メニューバーの「ツール」もしくは歯車マーク
から『インターネットオプション』をクリック
します。
最初の画面の戻りましたら「レベルのカスタマ
イズ」をクリックします。

「インターネットオプション」の「セキュリティ」
のタブをクリックします。
「信頼済みサイト」のマークをクリックして表示
された「サイト」をクリックします。

セキュリティ画面が開くので
「ActiveX コントロールとプラグイン」の項目
内の設定を以下のように変更します。
①

① ActiveX コントロールとプラグインの実行
：有効にする
②署名された ActiveX コントロールのダウンロード
：有効にする

「この Web サイトをゾーンに追加する」の欄に、
録画機の IP アドレスを
「例）http://192.168.xx.xx」という形式で入
力します。
入力したら、右の「追加」ボタンをクリックし
ます。
下の「このゾーンの～」のチェックボックスに
チェックが入っている場合は、チェックを外し
てください。

②

③

設定完了後、
「OK」をクリックします。
最初の画面に戻るので、再度「OK」をクリッ
クして設定完了です。
（➠ 46）を参照し、主装置にアクセスして

ください。
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パソコンでの遠隔監視

パソコンでの遠隔監視
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③未署名の ActiveX コントロールのダウンロード
：有効にする

パソコンでの遠隔監視
操作画面
操作パネルの機能は以下の通りです。

パソコンでの遠隔監視
録画映像を再生する（つづき）
（Ａ）

（Ｃ）

⑤

確認したい録画データを選択し、再生ボタンをクリックしますと、録画を再生することが
できます。

⑤

チャンネル選択
（Ｂ） メニューバー

⑥ 映像が再生されます。
⑦ 映像の下のタイムラインを操作することで、お好きな時間帯の映像を再生します。

(A) チャンネル選択
システム設定
録画検索
(B) 警報設定
情報
ログアウト
(C) 操作パネル

選択したチャンネルの接続、切断ができます。
詳細設定を行います。基本的には初期の設定で問題なく使えます。
録画した動画記録を検索して、パソコンへのダウンロードを行います。
非対応の機能です。
主装置のバージョンの確認を行います。
ログアウトします。
上部のパン・チルト・ズーム等機能は非対応です。
（別売 : ポチカメ SC-533NH はパン・チルトのみ対応）下部の画面の色
調補正は対応しています。

⑦

録画映像を再生する
ローカルネットワークのパソコンから、録画映像を再生します。
① メニューバーの「録画検索」をクリックすると、録画記録の検索画面が表示されます。
② 録画記録の「タイプ」の【録画】にチェックを入れます。
③

パソコン上の操作画面から、主装置に保存された録画データをパソコンにバックアップ
（ダウンロード）します。
主装置に保存された録画データを検索します。
①
【録画映像を再生する】（➠ 50 ①～④）と同様の操作で検索します。
ダウンロードしたい録画データを選択し、「ダウンロード」をクリックします。
②
パソコン上の保存したい場所を選択しますと、ダウンロードが開始されます。

パソコンでの遠隔監視

パソコンでの遠隔監視

「時間範囲設定」で検索したい開始時間 (BeginTime) と終了時間 (EndTime) を選択します。
「Channel」でカメラを選択すると、選択したカメラのデータのみ検索することができます。

録画映像をパソコンにダウンロードする

④ 「操作」の「検索」ボタンをクリックして、③で選んだ検索条件から検索を行います。

①

②
③
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④
（拡大）
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パソコンでの遠隔監視
パソコンにダウンロードした録画映像を再生する
ダウンロードした録画データを再生する為には、「ＶＬＣメディアプレイヤー」という再生
ソフトをインストールする必要があります。
インターネットの検索で「ＶＬＣメディアプレイヤー」と検索し、「ＶＬＣメディアプレイ
ヤーの公式ダウンロード - VideoLAN」のページを開きます。

①

パソコンでの遠隔監視
設定詳細の変更を行います。
「すべて」にチェックをいれると設定の詳細が表示されるので、「入力 / コーデック」＞
⑤
「デマルチプレクサー」をクリックし、画面右の「デマルチプレクサーモジュール」から
「Ｈ . 264 ビデオ デマルチプレクサー」を選択し、保存ボタンをクリックします。

「ＶＬＣメディアプレイヤー」ボタンをクリックすると、ソフトの
② ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了したらファイル
を開き、ソフトをインストールします。

VLC メディアプレイヤーを起動し、設定を変更します。
メニューバーの「ツール」＞「設定」をクリックします。

③

⑥

パソコンでの遠隔監視

パソコンでの遠隔監視

④

VLC メディアプレイヤーの画面に、ダウンロードした動画ファイルをドラッグ＆ドロップ
すると、動画が再生されます。

「入力 / コーデック」の項目をクリックして開き、左最下部の「設定の表示」の
「すべて」にチェックを入れます。

一度設定を行えば、次回起動時からは上記の設定変更は不要です。
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パソコンでの遠隔監視
2【外部ネットワークのパソコンから監視する】
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する場合はこちらの方法
です。（MacOS は非対応です。）

パソコンでの遠隔監視
③デバイス（主装置）の登録を行います。
画面右下の「設置」をクリックで、右サイドの部分が開きます。「デバイス設定」をクリック
しますと、「設備情報リスト」となり、デバイス登録画面になります。

①遠隔監視ソフト「SecuCAM」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、「SecuCAM.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。

④「設備情報リスト」の画面で、「追加」をクリックします。
⑤右下の「ログインタイプ」の場所で、「p2p ログイン」を選択します。

④

②デスクトップの「SecuCAM」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
起動すると、ログイン画面が表示されます。
ここでは、ソフトを起動するためのログインです。主装置のログインではありません。
『ユーザー名』には「system」と入力されていますが、そのまま「確定」をクリックします。

※「設備名」はお客様の状況で適切な名前を入力してください。

ソフトが起動します。
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パソコンでの遠隔監視

パソコンでの遠隔監視

⑤

「シリアル番号」と「パスワード」は、主装置本体の「メインメニュー」＞「アプリセンター」
＞「P2P サービス」画面に表示されたものを使用します。
◆シリアル番号

⇒

P2PID

◆パスワード

⇒

P2P パスワード
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パソコンでの遠隔監視

パソコンでの遠隔監視
④映像を映します。

登録したデバイス名の左の「+」をクリックし、チャンネルを表示します。
4 分割の画面をひとつずつ選択し、チャンネル名をダブルクリックをすることで、画面上に映像
を映します。

「シリアル番号」と「パスワード」の入力完了後、保存ボタンをクリックします。

録画データを遠隔再生する

主装置のハードディスクに保存された録画映像を再生します。
保存完了後、設備情報リストにデバイスが登録されます。
チャンネルリストをクリックしますと、登録されたデバイス名が表示されます。

①画面下の「検索」をクリックしますと、録画再生画面が表示されます。
②日時とチャンネルを指定して、録画データを検索、再生します。
録画データを確認したい「カメラのチャンネル」、「日時」を選択します。
「録画リスト」を
クリックしますと、ハードディスクに保存された録画データが表示されます。ご覧になり
たいデータをダブルクリック、あるいは画面右下の再生ボタンをクリックしますと、再生
パソコンでの遠隔監視

パソコンでの遠隔監視

が開始されます。

正常に繋がるまでしばらくお待ちいただく場合もありますが、通常 1 ～ 2 分ほどで接続が完了
します。しばらく待っても接続されない場合、本体の電源が入っていない、LAN ケーブルが
接続されていないか、P2P-ID やパスワードの入力に誤りがある等が考えられます。
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パソコンでの遠隔監視

パソコンでの遠隔監視
録画リスト：録画されたデータ
※ダブルクリックで再生
カレンダー：検索したい日時を指定
タイムライン：再生したい時・分を指定

【映像をパソコンに保存する】
画面に表示された映像を、「SecuCAM」のソフトを介してパソコンに直接保存します。
①再生画面の上で右クリックし、「録画」ボタンをクリックして映像の保存を開始します。
録画中は、画面右下に録画マークが表示されます。

録画データをダウンロードする
遠隔操作で主装置に保存された録画データをパソコンにダウンロードします。
①画面左上の動画ダウンロードをクリックします。

①

②保存を停止する場合は、再度録画画面を右クリックし、「録画」ボタンをクリックします。
【パソコンに保存した映像の保存場所】
パソコンに保存する録画データの場所に関しまして、右メニューの「設置」ボタンをクリックし、
「ローカル設定」をクリックします。
「録画保存パス」が、録画データの保存先になります。変更される際には、
「 ... 」ボタンを

録画データを遠隔再生する

クリックし、保存先を選択してください。

②「カメラのチャンネル」、③「日時」、④「録画データのリスト」から、ダウンロードしたい録画デー
タを選択し、⑤ダウンロード開始ボタンをクリックします。
⑥ダウンロード先の指定
録画データの保存先に関しては、【パソコンに保存した映像の保存場所】（➠ 59）を参考に
して保存場所の指定を行ってください。
パソコンでの遠隔監視

パソコンでの遠隔監視

②
【パソコンにバックアップした録画映像を再生する】
バックアップした録画データを再生する為には、「ＶＬＣメディアプレイヤー」という
再生ソフトをインストールする必要があります。
「ＶＬＣメディアプレイヤー」のインストール方法は（➠ 52）をご確認ください。

④

遠隔操作による主装置の設定を変更する場合は、変更できる設定に制限があります。

③
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⑤

一部の設定は主装置本体にて操作して頂く必要があります。
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HDD の交換方法（DVR）

HDD の交換方法（NVR）

①本体を逆さにして、蓋を閉めている
2 本のネジを外します。

①本体のカバーを閉めている、後ろと
横のネジ計 4 本を外します。

②蓋を外すとＨＤＤが収納されて

②本体を逆さにして、ＨＤＤを固定

いますので、本体とＨＤＤを

しているネジ 4 本を外します。

繋いでいるコネクタを 2 本
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。
③交換が終わりましたら、元に
戻します。

④交換が終わりましたら、元に
戻します。

の交換方法
HDD

の交換方法
HDD
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商品仕様（ＤＶＲ）

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

主
型番

ビデオとオーディオ出力

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。

・ドライバー（取付用）
・防水テープ（配線類防水、収束用）

その他

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。
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※②

オーディオ入力

1 入力、RCA インタフェース（2VPP、1Kohms）

音声インターコム

1 入力音声インターコム、多重化

CVBS 出力

1 出力、BNC インタフェース（1.0Vp-p の 75 オーム）

VGA

1 出力、1920 × 1080、1280 × 1024、1366 ×
768、1280 × 720、1024 × 768 解像度オプション

HDMI

ハードディスク
ドライブ
外部インターフェイス
構造

電源

BNC コネクタ（1.0Vp-p の、75ohms）、
720P までの DVI 信号

1.3A の標準
1920 × 1080、1280 × 1024、1366 × 768、
1280 × 720、1024 × 768 解像度オプション
1 出力、RCA インターフェイス（ライン出力、2VPP、
300 オーム）

リアルタイム監視分解能

720P、WD1、D1

ビデオ符号化規格

H.264 High Profile@Level4.2

エンコード解像度

メインストリーム：720P、WD1、D1 オプション
補助ストリーム：CIF、QCIF オプション

最高のコーディング能力

4ch 720P@25FPS
1 〜 30
限定ビットレート、可変ビットレートのオプション

ビデオのビットレート

32Kbps ～ 6144Kbps

ストリーム型

コンポジットストリーム / ビデオストリーム

オーディオ符号化規格

G.711A

オーディオビットレート

64Kbps

デュアルストリーム

最高 CIF@6FPS サポート

音声インターコム

双方向の音声インターコム機能

モーション検知

各画面は 396（22 × 18）の検出領域に設定することがで
き、マルチレベルの感度を設定することができます。

グラブ機能

サポート JPEG キャプチャ

SATA インターフェイス

1

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

2 個（USB2.0）

サイズ

約 215 × 215 × 50mm

インスタレーション

Desktop のインストール

電源

DC12V 2A

動作可能温度

0℃～ 55℃

動作可能湿度

10％～ 90％ 結露無きこと

定格消費電力

5W（ハードドライブなし）

商品仕様

カメラを設置する

※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。
※設置する時にカメラのアーム可動部の空洞（※①赤枠部分）を真下に向けてください。
また取付部のケーブルスリット部（※②）も真下に向くように設置してください。

※①

CVBS 信号、TVI 信号、AHD 信号

ビデオフレームレート
ビデオとオーディオコーディング 符号化制御

準備する市販品

【取付部寸法】

様

CVBS/ DVI 入力

オーディオ出力

※安全のため必ず工事専門業者にご依頼ください。

①カメラの設置場所を決める。

仕

SC-D401-AHD

ビデオおよびオーディオ入力

主に以下の動作ができるか、設置前にご確認ください。

・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。

置

4 入力

ら、カメラを設置します。

・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、録画内容を確認できる。
・スマートフォンアプリ『SecuCAM』及びパソコン用 P2P ソフト『SecuCAM』
で映像が確認できる。

装

ケーブルスリット部
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商品仕様（ＤＶＲカメラ )
カ
型番

カメラ

メ

商品仕様 ( ＮＶＲ）
ラ

仕

その他

型番

SC-835H1W-AHD/SC-835H1B-AHD
CMOS

1/3" CMOS センサー

画素数

137 万

レンズ

3.6mm@F1.2

最大画像解像度

高画質：1280 × 960

撮影距離

20cm ～∞

赤外線 LED

赤外線 LED36 個

画面角度

79 ～ 82 度

最低照度

画面調節

主

様

ビデオおよびオーディオ入力

30fps

ビデオとオーディオ出力

対角 104°

0.1Lux/F1.2
ビデオとオーディオのデコード

装

置

仕

様

SC-N401-POE
ネットワークアクセス帯域幅 48Mbps( 最高 4ch1080P@8M)
IP カメラ入力

PoE 4ch 入力

VGA

1ch、1920 × 1080、1280 × 1024、
1280 × 720、1024 × 768 解像度オプション

HDMI

1.3a スタンダード
1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720、
1024 × 768 解像度オプション

IP チャネル分解能

最高画質：最高 1920 × 2048

ビデオ復号化規格

MPEG-4/H.264( 最高 High Profile@Level5.0）

音声復号規格

G.711A、G.726

ホワイトバランス

自動

ゲイン補正

有

マルチチャンネル再生

4ch

水平反転

有

最高復号能力

4ch 720P@30 または、2ch 1080P@30

BLC

有

音声インターコム

双方向の音声インターコム機能

電子シャッター

自動

モーション検知

デジタルノイズリダクション

3D

各画面は 396（22 × 18）の検出領域に設定すること
ができ、マルチレベルの感度を設定することができます

外形寸法

約 66.5 × 180mm

グラブ機能

サポート JPEG キャプチャ

重量

約 330 ｇ

SATA インターフェイス

1

取得承認規格

CE、FCC、VCCI(Class B)、PSE

ビデオ出力

AHD 1.0Vp-P75 Ω

電源

DC 12V 0.5A

動作時環境

-20℃～ 80℃

その他

ハードディスクドライブ

4 入力
POE 機能

POE インタフェース

IEEE 802.3af
RJ45 10M/100M の適応

外部インターフェイス
構造

電源部

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

2 個（USB2.0）

サイズ

215 × 235 × 45mm

インスタレーション

Desktop のインストール

電源

DC 48V

動作環境温度

1.35A

0℃～ 55℃

動作環境湿度

10％～ 90％ 結露無きこと

定格消費電力

5W（IPC、ハードドライブなし）

商品仕様

商品仕様
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商品仕様（ＮＶＲカメラ）
カ
型番

カメラ

ラ

仕

様

SC-835NH1W-POE/SC-835NH1B-POE
CMOS

1/3" CMOS センサー

画素数

137 万

レンズ

3.6mm@F1.2

画像圧縮（動画）

H.264

画像圧縮方式（静止画）

JPEG

撮影距離

20cm ～∞

赤外線 LED

赤外線 LED36 個

画面角度

79 ～ 82 度

音声圧縮形式

G.711a/G726

最大画像解像度

高画質：1280 × 960

ビデオビットレート

32Kbps ～ 8MKbps

最低照度

画面調節

メ

保証とアフターサービス

対角 104°
30fps

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

シャープネス / 明度 / 彩度 / コントラスト調整

動体検知

検知領域複数設定・感度レベル設定可能

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

安全特性

あり、電子透かし機能

OSD

有効（チャンネル名、日時）

アラーム

ネットワーク異常、マスクアラーム、その他アラーム

記録方式

手動録画、タイマー録画、アラーム録画

画質設定

速度優先、標準モード、最高品質

SMART 機能

ミックスライン検出

可能契約

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

電源

DC12V/POE(-P)

対応

電源、ネットワーク、POE 総合的な雷保護、国家標準 GB/
T17626.5 に沿った、国際標準 IEC61000-4-5
対応スマートフォン / タブレット / iPhone/iPad(iOS5.1.1 以上 )，Android(2.3 以上 )
Windows XP 以上（surface 除外）
パソコン

初期不良※１
14 日間※ 3
往復送料弊社負担

保証について
期間※２
送料

無償修理
有償修理
1 年以内
1 年間を超えたもの
往復送料お客様負担 往復送料お客様負担

1 ヶ月保証※４
1 ヶ月以内
往復送料弊社負担

対応ブラウザ

Internet Exploer(Windows vista/7/8/10)

外形寸法

約 66.5 × 180mm

重量

約 330 ｇ

動作時環境

-20℃～ 80℃

電源

DC 12V 1A

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 保証書に記載された日付から起算します。
※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 14 日間とさせて頂いております。
※ 4 当社独自の１ヶ月安心保証となり、一般的な初期不良保証期間を延長した特別な保証
サービスになります。
※５ 保証の対象はカメラ本体とその付属品になります。オプション品、サービス品は対象
外です。
※保証内容の詳細は、弊社保証規定をご参照下さい。
●返品・初期不良交換・修理などのご対応につきましては、すべてセンドバック方式でのご
対応とさせていただいております。交換商品の先出しや、ご対応期間中の代替機の貸し出
しなどは行っておりません。あらかじめご了承下さい。
●検品商品の受取時、商品に対する確認時、修理完了時に弊社よりお送りするご報告メール
はご購入時にご登録いただいたメールアドレスにお送りさせていただきます。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お願いします。
（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。
● ID カード（保証書）は保証をうけて頂くために大切なものです。なくさない様に保管し
てください。

保証とアフターサービス

商品仕様
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返品・キャンセル
14 日以内
お客様負担

※１

雷保護

その他

保証について
期間※２
送料
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保証とアフターサービス
【修理保証規定】
1. 取扱説明書等の注意書にしたが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。
（検品により代替品と交換させていただく場合がございます。）
2. 次の場合は、保証対象外となります。
① ID カード（保証書）のご提示がない場合。
② ID カード（保証書）の字句を書き換えられた場合。
③使用上の誤り、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。
④商品お買い上げ後の移動や落下、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。
⑤火災、地震、水害、落雷、公害、その他天災地変などによる故障、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。
➅ HDD や SD カードなど記録メディアのような消耗品。
3. 以下の場合は、お客様のご負担となります。
① 1 ヶ月対応期間を超えた検品・修理のための往復送料。
②ご購入後保証期間を超えた商品の修理費。
③商品の取り付け・取り外しの際などの施行費。
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
4.ID カード（保証書）は日本国内においてのみ有効です。
5.ID カード（保証書）は再発行しませんので大切に保管してください。
・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。

『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～１３時、１４時～１７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（２４時間受付）

info@secu.jp
防犯ステーションサポートページ
保証とアフターサービス

http://secu.jp/services.html
製造・販売元

新鋭株式会社
〒 514-0832
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三重県津市南中央 1-25

