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製品仕様

静止画記録

静止画解像度 24MP120MP/16MP/12MP!8MP/5MP/3MP/1 M P 

画像E録形式 JPG

タイムフプス 3秒-23時間59分59秒間隔

連写織能 検知1固あたり最大叩固撮影

データ表示 日付・時刻・温度・シリアル番号・ムーンフヱイズ

記録モード 静止画/動画/静止画&動画li動画&静止画

動画記録

動酉解像度羽田x1520P(:却 FPS)l1920川崎OP1848x4駒 pn2Qx480P，刷Qx480P

映像記録形式 MP4IH.264

動画長さ 3秒-10分

記録メディア

内蔵メモリー:なし

外部メモリー:microSDカード軍大128GB(別売)

ディスプレイ

内蔵画面 TFT液晶 2.4インチディスプレイ

電ヨE
アル力υ乾電池 1.5V単三乾電池 x8本使用

ソーフーJCツァリ-Jtネル(オプション)使用可能

検知機能

動きセンサー PIR(赤外線)セシサ-x3

検知角度 120' 

検知距舵 1-20メートル(調整可能)

検知時間 0.2秒

検知間隔 5秒-60分

夜間赤外線撮彫

銀膨範囲 20メートル以内

光学視野角

120' 

寸法

高さx幅x奥行 135x90x76mm

動作推奨温度

動作推奨温度 0・C -5ぴC

防水性能

IP65 



注意事項

16!IDJEヨ
本製品をと購入いただきありがとうございます。

ご使用の前には本取扱説明書をよく理解した上でご利用ください。

.iiI~.::!I 

本取扱説明書は著作権保護対象となります。

文面または画像の複製は、製造者の書面による許可がある場合にの

み許可されています。

E霊EE
これは、他の用途または記載された範囲を超えて使用することを意図

したものではありません。乙のデバイスは、商業または産業環境での

使用を目的としたものではありません。

製造業者は、発生した損害について一切責任を負いません

誤った使用、無能な修理、不Eな改造、または未認可の交換部品の使

用に起因するものではありません。オペレータだけが責任を負います。

装置が屋外撮影に配置されると、天気の急激な変化はエラー記録に

つながる可能性があります。

E温
これらの操作手順では、次の警告が適用されます。

E3  
乙の警告は、危険な状況を示しています。乙の状況を回避しなければ、

死亡または重大な身体的傷害につながる可能性があります。

EEI 
乙の警告は、潜在的に危険な状況を示しています。

乙の状況を回避しないと、物理的損傷につながる可能性があります。

IIJ 
乙の警告は、財産への潜在的な損傷を示します。

この状況を回避しないと、財産が損害を受ける可能性があります。



固 各部名称
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レンズ

中央PIR

センサー

高出力赤外線LED

パックル

サイド PIRセンサー

三脚取付用ねじ穴

6V 1.5A:外部電源端子

※外部電源(アダプターやソーラーパネル)を使用する場合は

按続部分に防水テープなどを巻いて下さい



. 各部名称

カラー液晶ディスプレイ

操作ポタン

L 十一イツチ
5Bポート

microSDカードスロット

USBポートの利用方法

付属のUSBケーブルを用いて PCfζ援続するととで.microSDカードの

データをPCか5読み取ることができます。

※USBポートから電海を供給することはできませんのでご注意ください。

固 同梱物

1)カメラ x1 5)取付基台 x1 

司取扱説明書 x1 6)取付ピスセット x1 

司取付用ストラップ x1 η電源アダプター x1 

4) U5Bケーブル x1 



固 電源供給

-E主正韮監Øl~i~孟・

乾電池ポックスのカHーを聞け、

単三乾電池8本を【@】極・

【e】極の表示にしたがって正レ

い向きに入れてください。

電池を入れたあと、カバーを必ず

閉めてください。

A警告 l
-単三乾電池は必ず正しい

向きに入れてください。

-間違った向きに入れた場

合、故障の原因となります。

-~~~:t二最高豆諸・

乙のカメラは外部電1置を接続する乙とができます。別売のソーラー

バッテリーHネル等を接続してご使問いただけます。適合するプラグ

サイズ・電源規格は3.5x1.5mm，DC 5 ~ 6Vです。
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固 ストレージメディアを挿入

砂カメラには内蔵メモリーがないため、soカード(別売)を差し込ん

でください.マイクロsoカードを挿入してフォーマットします。

砂このデバイスは、最大 128GB(クラス10)のsoカードに対応して

います。

砂誤動作を避けるため、メモリーカードは湿気の多い場所に置かない

でください。強い振動、壊、熱源、直射日光を避けてください

砂スロットにアイコンで示されているようにメモリ力ードを開入しま

す。メモりカードをスロットに無理に押し込まないでください。

絶対に曲げたりねUったりしないでください

砂soカードがいっぱいになると、自動的に撮影を停止して映像を記

録します。

砂SOカードを取り外すには、メモリーのはみ出した端を押して、力一

ドが少し飛び出してからカードを取り出します。

砂soカードをデバイスのスロットに挿入するには、カチッと所定の位

置に収まるまでスロットに押し込みます。

一ド
圏



固 操作ボタンの説明
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③メニューポタン 設定メニュー表示/非表示

5ビデオ約ン 動画記録モード

g カメラポタン 写真撮影モード

⑤シャッターポタン 動画撮影の開始・終工写真撮影。OKポタン。りプレイボタン

メニューの選択決定

りプレイモード(再生モード)

1)プレイモードでの操作

@OKポタンで
動画再生・停止

。上下ボタンで

。画像・動画の選択

※注)乙の録作を行うには、スイッチをTESTの位置にする必要があります.



固 設定メニュー

設定 ...... 
モード
画像解像度

連続撮影
ビデオ解像度

タイムラブスビデオ解像度

ピデ才の長さ

GmI9戻る CD温択

項目 選択肢 説明

①モード
画像fビデオ/画像とピ .. 止直腸彪、量語源修、惨止画

デホ1ビデオと写真 →賀直腸露、自曲面→静止@iIB

②画像解像度 24fZQ1161121町回311MP 静止量鰻彫の解像度

③連議撮影 1/2J311例文の連続撮影 連写の設定

2688x1520P(20FPS) I 

@ビデオ解像!l 192Ox1伺OPI848x48OPI 劃直輝影時の解像度

72Ox480PI84似480P

⑤タイムラプスピデ才解像度 241裂)/161121官町311MP タイb.ラプス動画の解像度

⑥ビデオの長さ 3-民劇1_1-10分 劃直揖彰1回分@長さ

⑦音声録音 オジ/;オフ 動画撮彫時の音声主演

⑧トリガー遅延 5-民砂、 1-伺分 センサー検知の間隔最大関分

⑨サイドモーションセンサー オン/:オフ 赤外車直サプセンサーの動作世漕

⑩感度モーションセシサー 低/中n高 赤外線PIRセシサー感度の笥聾

⑪目標記録時間1 オジ/:オフ
オンで動作開始・終了時刻Jを
股定できます.

ノーマル/タイムラプス ノーマル→静止画撮彫

⑫タイムラプス
ピデオ1:オフ※オフは ライムラプスビデオ→働画

通常撮影{センサー検知 を生成(5FPS)撮膨間隔l孟S
で車掴・静止iiiU> 秒-23時間59分'59秒

⑬工ンドレスキャプチャー オンfオフ 古いデータの自動上書き設定

時刻のフ芳一マット

⑩時刻と日付
時刻と日付稜定/時刻の (24112時間制)

フォーマット/目付形式 日付形式

但月前年月日/月目前

⑮フ才トスタンプ 時刻と日付/日付/;オフ 邑像峨像内の日時褒示設定

⑮パスワード保護 オジ/オフ オンの時I~栴散字を設定

⑪ビープ音 オン/オフ メニュー操作音の設定

⑩ SDカードのフ方ーマット はい/いいえ
ml目。soカードの複瑚化

佳データが削除されます)

オン時は4桁敏字を設定{画

⑩シリアルナンバー オシ/;オフ 像/映像内の日時表示ととも

に表示されます)

@設定をυセvト はい/いいえ 金設定を被瑚化

@パージヨジ バージョン情報の表示



固 取り扱いと操作

この章では、デバイスの取り扱いと操作lζ関する重要な情報をお知ら

せします。

・OFFITEST/ON切り替え醍定

モードスイッチをOFFからTEST

に動かし、力メラを起動して設定 |巨主主
画面を表示させます。 1-一一一一

設定・再生ができます

その後モードスイッチをTESTか

らONへ動かすと、LEDが 10
秒間赤色点滅したのち、カメラが動作開始します。

画面は消え、録画モードに移行します。

OFFTESTON 

電源を接続した後、操作モード選択スイッチを【TEST】の位置に動か

して、コントロールパネルのポタンを使用して以下のページで説明す

る設定を行います。

テストモードでは、赤外線ランプがo仔です。

。ピデオから写真モードに切り替えるには、下ポタンを押します.

。ょのポタンを押して、写真モードからビデオモードに切り替えます.

10 MENUボタンを押して設定メニューを開きます.

上/下ポタジを押して目的のメニュ一項目を選択し、

OKボタンで有効にします。設定を変更する場合は、

必ず【OK.】で変更を確定してください.

①モード
画像 :静止画像撮量臣、
ビデオ :動画撮影
画像とビデオ:静止画 → 動画、
ビデオと写真:!動画 → 静止画撮影を選択できます.

②画像解像度
静止画の記録解像度を、24MP-1MPの範囲で選択できます.解像度が大きいほど、
画像は細かくなりますが、メモリカードカt保存できQ画像の最大数l孟少なくなります.



③連続撮影
カメラが写真モードで起動されたときに連続して銀膨する写真の枝被を選択レます.

シングルショットモード【1枚撮影】!こ加えて、【2枚撮影】、【3枚撮膨】または[10枚撮

影】するとと方?できます.

④ビデオ解像度
解像度(;1:2688x1520P 20FPS、1920x1080P.

12BOx720~848x480P、 720x480P. 倒Ox480P，のいずれかを還訳します.
解像度が高いほどメモυーカードの使用容量が多くなります.

⑤タイムラプスビデオ解像度
タイムラプス動画の解像度を選択できます.解像度は6528x3672P.6144x3456P、

5376x3024P. 4608x2592P，384Cx2160P， 3072x1728P， 2304x1296P.1280x720P 

のいずれかを選択します.解像度が高いほどメモリーカードの使用量が掴えます.

⑥ビデオの長さ
動画撮影 1回分の畏さを湿択できます.よ下ポタシを使用して、録画が開始されたと

きのビデオ録画の長さω-60:秒または1-10分の聞)を選択します.

録画時聞が長いほどメモリーを消費します.

初期設定の憂さは10秒です.

⑦音声録音
オンを選訳すると録画中!こ録音できます.

⑥トリガー遅延
上下ボタンを使用して、録画停止後に次!こセンサーカ旬開する時聞を選叙します.

選択した問問内では、カメラは静止画や録画{動画)を記録しません.

5-60:秒か1-60分の聞で選択できます.

⑨サイドモーションセンサー
赤外線サプセンサーをオン/:オフにすること力?できます.

⑩感度モーシヨンセンサー
赤外線入居センサーの感度調整方fできます.ここではメイジモーシヨジセンサーの感

度を設定しますが、風が吹いているような環舗では、【高】を選択してください.

【高】は暖かい周囲温度に適しています.

【標準】陰線準周囲温度に適しています.

【低】は寒い周囲温度に適しています.

⑪目標記録時間
スケジュール録画が可能です.

動作時聞を設定してスケジュールを有効にする場合l孟、【河ツ】を選択します.

表示される画面メニューでは、開始時間と終了時聞を設定できます.

上/下ポタシを押して、開始時聞を設定します.

次!こ、右ボタンを使用して次の項目に切り替えます.上/下ボタンを押して、開始時間

と終7時間を設定し、右ボタンを使用して次の項目に切り答えます.

カメラl志、指定時間外の画像は記録しません.

OKボタンで選択を確定レてから、MENUif-タンを押レてこのサプメ=ューを閉じます.



⑫タイムラプス
設定した間隔でカメラが自動的に写真を撮る魯能です

植物の開花などを観療したい糧合などに便利です.

【O同ボタンで【オン】を確認したら、希望の時間間隔を設定します.

上l下ポタシを押して、特望の時間間隔の時聞を設定します.

次に、右ボタンを使用して次の項目【分】に切り曾えます.上/下ボタンを押して、符望

の時間間隔の分を設定します.

~に、右;ftタンを使用して次の項目【秒】に切り替えます.上/下ボタンを押して、希望
の時間間隔の秒数を設定レます.

【0叫ボタンで選択を確定します.その後、MENUポタンを押レてこのサブメ=ューを

閉じます.

ノーマル :静止画撮影

タイムラプスビデオ:動画を生成(5FPS)撮彫間隔は3秒一2時間59分 59秒で

設定可憐です.

⑬エンドレスキャプチャー(上書き)
オンにするとマイクロSDカードの容量が一杯!となったら古いデータから上書き録画

します

⑭時刻と日付
時刻と日付設定→時刻・日付を変更できます.

時刻をフォーマット→24時間・ 12時間表示を切り替えます.

日付形式→日I月/年、年/月/目、月f巳/年から選択します.

⑮フォトスタンプ
タイムスタジプ(日付時間表示)を写真・動画内に表示するかどうか選択できます.

スタジプを時間と日付もしくは、日付だりを選択できます.

⑮パスワード保護
パスワードを使用して不正なアクセスからカメラを保護する場合は、【オン】を選択し

ます.~の画面メヱューでは、4 桁の組み合わせを設定できます.
上I下ポタシを押して0-9の量初の桁を選択します.次!こ、右のボタンを使用して

次の項目(;:切り替えます.上/下ボタンを押して、0-9の2番目の数字を選択します.

その作業を線り返し3桁目4桁目を設定してください.

[0同ポタジで選択を確定してから、MENUポタンを押して乙のサブメニューを閉じま

す.

本製品を操作する前!こTESTモードでカメラの電漉を入れるたびに、設定された番

号の組み合わせを入力する必要があります.

番号の組み合わせを忘れてしまった場合(;t..販売元に送り返してカメラのロックを解

除レ、工場出荷時のデフ月ルト設定Iζりセットします.

詳しくは、販売元へお問い合わせください.

⑫ビープ音 ポタン操作時の音をオン/オフできます.

⑩ SDカードのフォーマット
まずメモリカードをフォーマットしてください.【OK]をク1)ックレて【はい】を選

択レます.

ボタンを押してプロンプトを確認し、フョrーマット処理を開始します.

カードのフォーマット中位【しばらくお待ちください】というメッセージが表示されます.



⑩シリアル番号設定
オジにすると、タイムスタンプ記録が有効のとき、

ここで設定した4街の番号を写真・動画内(乙表示します.

復数台のカメラを運用するときに、カメラを区別するととカfできます.

@設定をリセット(工場出荷時状態)
【はい】を選釈し、【OK】ポタンを押すと、以前に設定されたすべてのカメラ霞定

fJ'.初府出れます.

⑪パージョン情報 カメラのパージョジを表示します.

-週常副作
乙のカメラ|率、モーションセンザー(赤外線センサーHζ反応して録画します.

操作モード選択スイッチを''ONIIにします.

敏秒後カメラよ輔の LEDが 10秒間赤〈点滅します.

その後、カメラが独立して動作レ、スタンパイモードに入ります.
野生動物などが中央セジサーゾーンの検出範囲!こ入ると、カメラl事
写真やビデオの撮彫を開始します(設定に応じて).

野生動物がザイドモーシヨジセンザーの検出範囲lζ入ると、モーションが検出され、カ

メラが作動します.
野生動物がフロントモーションセンサーの前で動き続けると、カメラl志写真やビデオ

の撮影を続けます.

野生動物がザイドモーションセンサの検出範囲を腫れると、カメラはスイッチを切って

スタン'1(.イモードlζ戻ります.

-夜間撮影
夜間!とは、カメラの正面!とある赤外線 LEDが必要怠光量を確保レ、広い角度でLED

を発光させるため、3mから 10mの距躍で撮彫することができます.

.録画した映憶を画面に表示する(再生モード)
録画した映像を画面r;:表示するには、操作モード選択スイッチを【TEST】の位置にス

ライトごさせてください. カメラのライブ画像が表示されます.

[REP凶Y】ボタンを押すと，microSDカードlζ記録済みの写真・動画を再生します.

I上/下】ボタンを使用して録画をスクロールし、次のファイルを表示することができます.

現在選択されている録画がビデオの場合は、【O同if'(タシを押レてビデオを再生し、も

う一度[0同ポタジを押すとビデオが一時停止します.

【MENU】ボタンを押すと、ビデオは停止します.

停止中lこ【MENU]if'(タンを押すと、再生モードの設定メニューが聞きます.

現在のファイルを削陰
メモリカードから個々の録画を削除することができ

ます.

この畿自信を呼び出した後、選訳パーを【削除】に移

動レ、【O附を押して選択したファイJしを削除します.

全τのファイルを削除

限定 企V

'臨:0ファイル明暗
全てのファイルを削除
スライ伊ノヨーを有効
書き込み禁止

戻る ・z・湿訳
この機能を使って、すべての録画をメモリカートごから削陰することができます.

遭択パーで【削除】を選択し、[0叫を押してすべての写真・動画を削除します.

スライドショーを有効
静止画と、動画の先頭画面を順次スライドショー表示します.



.き込みS廃止
個々 のファイルやすべてのファイJ(，を誤って削除しないように保護するととかできます.
0現在選択されている録画を誤って削除しないようにするには、

【現在のファイルを書き込み禁止】を選択します.
。保存したすべての録画を誤って削除しないようにするには、

【全てのファイJ(，を書き込み禁止】を選択します.
。現在選択されている録画の書き込み保聾を解陰するには、

【現在のファイルをロック解除】を選択します.
。保存したすべての録画の・き込み保護を解除するには、

【全てのファイJ(，をロック解除】を選択します.
再生モーt.:から週常画面!と戻すには 【REP凶河ポタシを押してください.

固 注意

。取り付け場所!こ電気配管、水道または加熱配管カ守設置されていないことを

確認してください.

0付属のウオールプラグは、コンクリートまたは板に取り付ける場合にのみ適

しています。取り付けする前に、設置場所を慎重に決めてください。

。っオールプラケットのドリル穴をマークします。

取り付け位置と穴の位置をマーキングする。

。必要な穴を開けるために6mmのドリルを使用し、プラグを差し込み、壁画

と同じ高さの壁面プラグを差し込みます。

。付属のネジを使用してウョt-Jレプラケットを壁面に固定レます.

0三脚ねじにカメラを取り付けます。

。カメラを希望の方向lζ固し、ロックナットで固定します。

。カメラの位置を動かすには、2本のピボットボルトを少し緩めて、カメラの

位置を移動し、再び2本のピボットit(J(，トを締めて固定します。

-舛師モニターで鋸画を表示する
付属のビデオケーブルのミニジャックプラグをカメラのTV出力ソケット!こ

接続し、もう片方のプラグをTVなどのビデオ入力に接続します。ミニ

ジャックプラグがTV出力ソケットに接続されると、カメラ側の画面が無

効になり、TV出力端子から画像が再生されます.操作モード切換スイッ

チはTEST位置に設定する必要があります。



-コンビュータに転送する

付属の USBケーブルのミニ USBプラグを力メラの USBポートに接続し、

USBプラグをコンビュータの USB2.0ポートl乙接続します。

デバイスが【大容量ストレージ】として認識されます。カメラがコンビュー

タ!こ接続され、SO/SOHCメモリカードの内容が新しいドライブとしてコ

ンビュータに表示されます。

-ぉ手入れ
デバイスへの損傷

。損傷を避けるため、掃除する際は液体や水分などが

本体内部に侵入しないように注意してください。

・柔らかい、乾いた布で本体の表面を掃除してください。

頑固な汚れを取り除くには、市販の洗剤と水を使用してください。

本体内部に水が入らないようにしてください。

・電源アダプターの接続ソケットを保護するゴムは、

常{乙清潔に保ってください.

.録画目安

動画(AVI) 惨止画(JPEG)

解鯨 録も画2G時B間} 解像度 管襲撃
2.7K 2688)(1520 

約55分(20FPS) 
20MP 

約5000枚5200)(3900 

1080P 1920)(1080 
約120分(30FP旦

16MP 
約6400枚4608)(3456 

720P 1280)(720 
約210分(30FPS) 

12MP 
約8500枚4000)(3000 

VGA4 848)(480 
約250分(30FPS) 

8MP 
約12500枚3264)(2判8

01 720)(480 
約280分(30FPS) 

5MP 
約20000枚2592)(1944 

VGA 640)(480 
約370分(30FPS) 

3MP 
約30000枚2048)(1536 

1MP 
約80000枚1280)(960 



~ 保証 書
本書は本書m内容I<:d:り、無制修理を行ラ己とをお約束するものです. _.~・ "・~-_. ...・・ F

『一・・r.___官 ，. 

客お 車と
守・ TEL 樋種名 製造No.

WTW-T冊CZ113Z

住所 T 

様 3ふりがな

様 TEL 

お買い上げ白

'r月 年 月 白から

年 月 日まで

販売底般、のお願い田本保証書!こ貧庖CDIE入毘印、及びお買いよげ日の記入のないものは無効です@
で、必ずと記入〈だ喜い.

保証規定

i:CD保田彊は.本書に明Eし克却凪島件のもと厄怠いτ緬慣情置をお前震するものです.したがって‘i:CD保Eーに

よって怠客横田法鎌上回梅軍J牽制陵官事色白ではあり宮世九回で保E期間経過後回修理怠どについてE不明白場合

はお買机上t到底克庖また協除祉にお聞い合物世下書し」

1.取扱脱廟・等の注.，;:従った正常怠使用状厳守万一揖陣じた場合紅色L保証期限内無償修理を吉せて頂吉ます.

2.保E期間内において弘次の占うな場合lζ肱有償修理と怠ります.

{イF車保霊寄@δ提示がなし喝合.

{ロ岸保証・@所定事項@未包入、字句を.書換え呂れたも@、及。額克庖名の表示のないもの.

{JI)S買~\上げ慢の限付場所。ø.輸送・寧古車・落下等による披'嘩たは損傷.

{ニ}火災・地置・贈・-水・-塩書・也、軒骨他の天災地表及.Ul鵬電圧・指定外申使用電車怠どによ吾故障院1;1:.. 
("')~使用上回観り、不当な修理・司直・改造によ畠故揮及びそれ邑が原因により生じた紘陣‘または-由原因が

車製品以外@樋器等にあ晶場合.

{へ)本来@目的以外にと使用吉れ止場合。故障及び損傷.

{ト]製品番号@改定及f}取り外U乞製品.

{チ1トラシジヌヲー・ケープ.JL=甚指粍晶に圏置すーもの.

{リ]他巴要因・取付不信・電磁障害・置備場所などによυ正常に動作じない場合.

S修理壷信頼書れ畠喝合紅は、お買抗上げ01i亮庖また出陣社サービス係《保匪'壷震えてE持，下古い.やむを

得曹司E詰ねる場舎は、量調をと負盤下吉凶

4本膏唖目I1事再縄行致レま世んので箇失しないよう大切に保管レて下書比

5. i:CD保墨書位日本圏内のみについて有諭です. T柚幅四ntyll咽 Ildonlyln品田n

8 予告なしに当掴帽のモデルチzシジ.改良f，j:~を行うZとがありま曹司tお買い上f調llUに回し奮しでは草島なと

回申レ受付聖霊レ車せん.

日月年施実理修 故障状況 修理実内容

酉]」

株式会社揮本無線 〒510-0256 三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21
TEL 05!ト387-8000(代表) F.以 059-387-6懐抱


