ワイヤレス防犯セット簡単版説明書
Ⅰ.

注意：

2、NVR（レコーダー本体）説明

始めに

1. ノートパソコンはモニターとしては使えません、TVでローカル監視・再生できます。
2. 本レコーダーのデフォルト解像度は1280*1024です。画面の対応解像度が1280*1024でない場合、NVR
と接続しても画面が真っ暗で映りません。
NVRと接続し画面が真っ暗で映らない場合、対策方法は下記の通りです。
接続するTVやモニターの説明書を参照し、解像度が対応している事を確認してから、NVRと接続し、NVR
システム内の「一般設定」
で「ディスプレィー解像度」をTVやモニターの解像度へ調整してください。

1. 本説明書は参考用となります。製品の更新等によりマニュアルはお手元の機器と異なる場合があり
、完全に同じものである事の保証は致しかねます。

2. 機器やマニュアルが改善・更新された場合でもお知らせ出来ない場合があります。予めご了承くだ
さい。

3. ご使用中、不明な点がございましたら、jpservice@yeskamo.comへお問い合わせください。説明さ
せて頂きますのでご安心ください。

4. 営業時間内は電話でも対応致します。

Ⅱ.

お問い合わせ

Technical Support

E-mail：jpservice@yeskamo.com
アマゾン対応電話：03-4578-0321
仕事時間：月ー金10:30-13:00 15:00-19:30

Ⅲ.

NVRが対応する解像度を1024x768、1280x1024、1366x768、1440x900、1080P@50Hz、1080P@60Hz な
どを設定できます。

Website: www.yeskamo.com

製品説明

1

VGA 端子：NVR とTV/モニターをVGAケーブル（別売り）
で繋ぎます

2

HDMI 端子：NVR とTV/モニターをHDMIケーブル（別売り）
で繋ぐぎます

3

4

1、警報発光カメラ説明
WiFi アンテナ
マイクロホン

IR-CUT センサー

投光LED

携帯でリモート監視

LAN 端子：
A.遠隔監視するため、インサーネットケーブルでNVRレコーダーとホームルーターのLANポートに差
込みます
B.YESKAMO NVRレコーダーにカメラを追加した場合、又はNVRレコーダーとカメラの接続が切断さ
れた場合、インサーネットケーブルでNVRとホームルーターを繋ぎます
USB 端子：USBマウス操作用、USBフレッシュドライブ（USBメモリー）
でデータ映像の保存用 、
システ
ムアップグレード用です

5

電源端子：12V 2A DCアダプター用です

6

アンテナ：NVR レコーダーから無線電波を送信します

7

電源ランプ：NVRが通電すると赤点灯します

8

HDDランプ：HDDが動作している時、緑点滅します

注意：APPは随時更新されますのでAPP内の設定画面が本説明書と異なる可能性があります。
① NVRレコーダーを有線でネット接続します
NVRとルーターをLANケーブルで繋ぎ、本体をオンラインにして、NVRのWANポートにある指示ランプが点
滅状態にします。マウス右クリック→ネットワーク設定→P2P→オンライン（オンラインかを確認してくださ
い）

3、接続説明
カメラ設置

接続図

3.6mmレンズ

IR LED*4

IV.

IP66 防水
B:マウス右クリック→システム設定→ネットワーク設定のネットワーク状態を「健康ネットワーク」を表示し
ます。

スピーカー
2軸取付ブラケット

SD端子
リセットボタン
電源端子

RJ-45イーサネット端子

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

マイクロホン：音声入力
IR LED*4：暗闇で赤外線LEDが自動的に赤点灯します
スピーカー：音声出力です
2軸取付ブラケット：設置角度を調整し、水平360°
、垂直90°
角度自由調整できます
リセットボタン：リセットボタンを約5〜10秒間押すと、機器が初期化となります
SD端子：単品使用時MicroSDカードを挿入します(セット使用場合SDカード不要)
WIFIアンテナ：NVRレコーダーからwiﬁ電波を受信します
IP66防水：耐水性・耐候性が抜群、屋外に対応できます
IR-CUTセンサー：昼/夜モード自動切替用です
投光LED：暗闇でPIRセンサーが起動する時自動的に昼光色点灯します
3.6mmレンズ：視野角は110°
に達することができます
電源端子：付属の12V 1A電源と接続します
RJ-イーサネット端子：カメラがNVRとのセット設定やカメラの有線接続時必要です
（状況により使う場合がありますので、取り外さないでください）
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本商品は出荷前カメラと本体をセットされており、デフォルト無線接続されています。電源を入れて
モニターと接続すれば録画を開始します。NVR本体と接続したモニター経由ローカル監視と操作の
みする場合はネット環境不要で①〜④までの作業で十分です。
（注意：カメラはNVRの信号を無線受
信して録画しますので 、
カメラをNVRの有効電波距離内に設置してください。
）
カメラ用12V 1A電源をカメラに差し込んでから近くの電源コンセントに差し込みます
本体に12V 2A / 3A電源を差し込んでから近くの電源コンセントに差し込みます
本体にマウスを接続します
4 本体をHDMI / VGAケーブル
（別売）
でモニター/TVに繋ぎます
5 スマートフォン等で映像を遠隔監視する場合、
ネット環境が必要です。LANケーブルでNVRとル
ーターを繋いてください。

②アプリダウンロード
スマホのアプリストア、Google playでYESKAMO又はEseeCloudをダウンロードします。Android 4.2、
IOS 8.0 以上で対応しています。
アプリを見つけられない場合、下記のQRコードをスキャンしてください（注意：アプリは更新される可能
性がありますので、下記の画面は参考資料です）

1
2
3

--ユーザー名：デフォルトはadmin
--パスワード：デフォルトはパスワードなし(空白/空)
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EseeCloud

YESKAMO

③YESKAMO/EseeCloudのインストールと登録

1、
スマホでアプリを無料でインストールします
2、登録し、ログインします（ユーザー名、パスワード、E-mailを入力）
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ワイヤレス防犯セット簡単版説明書
A. 登録＞E-mail入力＞確認
B. E-mailで6桁のコードを受信します。
このコードをアプリ
「パスワード設定」に入力してください。
C.パスワード（6−20文字）2回入力してください
D. YESKAMO/EseeCloudの通知送信することとマイクへのアクセスのことを許可してください。

⑤スマートフォン経由監視
画面をダブルタッチしていつどこでもリアルタイム監視できます。
ライブ監視画面で音声視聴しながら監視する場合、画面右上の音をオンにします。

スマートモード

フルカラーモード

赤外線モード

夜モード

昼モード

明るい環境

カラー映像

カラー映像

カラー映像

黒白映像

カラー映像

暗い環境

黒白映像

カラー映像

黒白映像

黒白映像

カラー映像

暗い環境で
人物検知

人感ライト発光

人感ライト発光

発光時間

約20秒

約20秒

発光時映像

カラー映像

カラー映像

人感ライト
発光しない

人感ライト
発光しない

人感ライト
発光しない

注意：① 昼やフルカラーモードで、暗い環境でカラー映像は見づらい場合があります。
②「スマート」や「フルカラー」モードでは、暗い環境で検知範囲内動体検知すると、人感発光ライトが点灯し
ます。
③ 点灯時間は約20秒です。20秒後、動体を検出しない場合は消灯します。

VII.

④デバイス追加（クラウンドID追加）

A.アプリログイン＞画面右上の「＋」をタッチ＞「キット」をタッチして＞「デバイスをスキャナす
る」画面下の「手動で追加する」
アイコンを選択して＞「クラウドIDで追加します」画面で情報入力
して＞右上の「完了します」
をタッチします。

B.アプリログイン＞画面右上の「＋」/真ん中のプラス/デバイスの追加をタッチ＞次の画面の下
「追加するほかの方法」をタッチして＞手動で追加をタッチして
「クラウンドID/IP」
と
「パスワー
ド」を入力してください。

⑥ アプリ経由双方向通話
A: PIRセンサー発光カメラは双方向通話出来ますので、
ライブ監視画面で「スピーカー」
アイコンを押して
カメラ側と通話が可能です。
B: ライブ監視画面で「スピーカー」
アイコンを押して通話画面を表示します。更に、
ライブ監視画面で右上
のマイクをオンにしてから、
「スピーカー」を押したままにすると通話が出来ます。
C: 通話完了、
「電話を切る」赤アイコンをタッチしライブ監視画面に戻ります。
⑦ スマートフォンアプリで再生
ライブ監視画面で「リモート再生」をタッチすると再生出来ます。再生画面で再生したい日付を指定できま
す。音声視聴しながら再生する場合、画面右上のマイクをオンにします。

注意：もし、本体でシステムのユーザー名やパスワードを変更した場合、
アプリのメイン画面で「...」＞「削除」
をタッチしクラウドIDを削除してから再追加してください。

V.

カメラ音声警報オンオフ

本マイク付きカメラはセンサー発光威嚇、NVR本体ブザー、E-Mail通知、APPアラーム、IPC Alarm5つの警報
タイプがあります。
ここでは主に「IPC Alarm」を説明します。ほかの警報タイプは同梱の詳細説明書を参考にしてください。
カメラ音声警報を有効にしたい場合、NVRでマウス右クリック→システム設定→チャンネル設定→ビデオ検
出 設定で、各チャンネルの「IPC アラーム」にチェックします。
オフに設定するときは「IPCアラーム」のチェックを外すと、警報が鳴らなくなります。

カメラ増設

1）NVR本体がサポートしているカメラチャンネル数の確認方法：
マウス右クリック→ビデオ管理に入り、その画面下部分のボックスに、
カメラのチャンネルをサポートしてい
る情報を示しています。
その左側のチャンネル数字で、サポートするカメラの台数を確認できます。

2）カメラが接続切断になった場合や、新しいカメラをNVRシステムに追加する必要がある場合、以下の
手順でNVRとカメラをマッチコード設定してください。
① カメラをNVRレコーダーの近くに置き、
アンテナを正しく取り付けます。
② イーサネットケーブル（RJ45）
でカメラとNVRレコーダーを接続します。
③ カメラとNVRに通電します。
④ マウスを右クリック→ビデオ管理を表示します。
上の部分はカメラの情報を示し、下の部分はNVRレコーダーのチャンネル情報です。
⑤ 追加デバイスのステータスが「接続失敗」
「
/ ビデオがありません」の場合、マウスでそのチャンネルを選
択して
「削除」をクリックします。

⑥上のボックスの右上の「サーチ」をクリックし、一分間程待つと新しいIPアドレスが表示されると、
「マッ
チコード」を押してください。
⑦「追加Wireless」画面を表示し、それぞれのチャネルはIPアドレスが出た後「終了」をクリックします。
（IPアドレスは172.20.14.xx）
⑧カメラの画像が写り、172からのIPアドレスが表示されます。チャンネルのステータスはビデオ管理画
面で「接続完了」になります。
⑨イーサネットケーブルを取り外し、
カメラを任意の場所（カメラはNVRのWiﬁ範囲内に）に取り付けます。

VIII.

カメラの取付角度

監視カメラの検出角度は約110°
、検出距離は8m以内。お薦めの設置高さは3〜4m以下、3mで一番良いです。
お薦めの設置角度はPIR検出エリアに横方向に取り付けます。
（検出エリアを下記のようなセクタにしてくださ
い）監視カメラを屋根や屋内で設置することを推奨します。

-クラウド ID：マウス右クリック→システム設定→ネットワーク設定→ネットワーク設定
→QRコード表示をクリックします。
--装置名：システム名前を編集します（例えば、家、オフィス、部屋など）

--ユーザー名：デフォルトはadminです
--パスワード：デフォルトはパスワードなし(空白/空)のままにします（NVRレコーダーのものと同じ
です）

注意：
「検索装置」画面の一番上には、
自動検索された「デバイス....」右の「追加」をタッチし追加
するという方法がありますが、その方法を推薦しておりません。
「デバイス....」はデバイスと録画機IDからなります。検索された「デバイス....」には表示されたIDが
録画機IDと違っ場合、
「デバイス....」右の「追加」をタッチすると、
カメラ単体をエラー追加される
ようになります。
検索された「デバイス....」に表示されたIDは録画機IDと同じだった場合、
「デバイス....」右の「追加」
をタッチしても良いです。
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VI.

人体検知センサー発光オン/オフ

人感発光モードはスマート、
フルカラー、赤外線、夜モード、デーライト五つモードがあります。モード設定に
より録画映像カラー、赤外線センサーオン/オフ、センサー発光オン/オフに設定が可能です。
設定手順は下記通りです。
①カメラのチャンネルを一つ選択して全画面にします。
②マウス右クリック→「色彩調整」を表示します。又は、マウス右クリック→システム設定→チャンネル設定→
「チャンネルOSD]を表示すると、
「チャンネル」
で関連するカメラ番号を選択して、
「色彩調整」をクリックします。
③表示した「色彩調整」画面の「IRカットモード」には５つのモードがあります。デフォルトはスマートモード、
発光機能が有効です。発光機能を無効にしたい場合、
「赤外線」モードを設定してください。
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人や動物が検知アリア内カメラと並
行に移動する時カメラがすぐ検知さ
れる

人や動物が検知アリア内カメラレンズ
に向き直線的に移動する時カメラがす
ぐ検知されない場合がある
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