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固 商品紹介

アンテナ・一一

LEDランプ・------------官プナー，

人感センサー・一ーノ

マイクロ SDカードトー 》

スロット

...----・基台

¥ーー-・マイク

、---・リセットボタン

マイクロsoカードを正しい方向に挿入してください。

ム注意|必ず間四マイクロSO1i'挿入してください。

正規品でないマイクロSOカードを挿入すると故障の原因となります。

SOカードポート :マイクロ 50カードは最大 128GBに対応しています

マイクロsoカード容量 :8から 128GBに対応

対応するマイクロ soカード:class 10以上

ファイル形式 : FAT 32 

位





3・2.ソーラーパネルの設置方法

1ソーラーパネルを設置する瞭は30か5
45度I~どソーラー')Cネルを傾けてくださ

し1。

2力メラとソーラーパネルを設置する際は以

下の画像のように設置してください。

ます力メラ底面のシリコン力)¥ーを外し、

シリコン力)i.一真ん中の小さし1力JCーを

外しそとに USB電源ケーブルを遇してく

ださい。

ソーラーパネルを段置する際の注意点

1.ソーラー}¥ネルを設置する場所の上lこ家の屋根等がないことを確認してください

2.ソーラーパネルを設置する付近に木芯どの障害物が芯いととを確認してください。

世置場所のWi・Fi感度の確毘

力メラを設置する前にスマートフォン

等でWトFiの感度をテストしてくだ

さい。
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回 準備、インストール、カメラ登録

4・1.準備

接続例

、粉、
E LJY 

Wi-円ルーター

※本製品は インターネット接続されたWi-Fi接続可能なルーターとその

ルーターに WトFi接続されたスマートフォンが必要です

※力メラを設定する時には WトFiルーターの SSIDとパスワード(暗号化キー)

が必要になりますので確認してください

※スマートフォンの位置情報は必ずONにして使用してください

※カメラを設置する前にWトFiルーターの近くで設定を完了してください

※本製晶は2.4GHz (WPA，WPA2)を使用します 5GHzのWトFiは使用でき

ません

※カメラの登録設定をする時 スマートフォンによってWト円環境が不安定も

しくはインターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場

合がありますこのような場合は スマートフォンの設定で【機内モード】に

していただき力メラの登録設定が完了したら【機内モード】を解除してくだ

さい

※モーション通知について

スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません

また WiFiが不安定になっている場合も モーション通知は行われません

※シ工アされた側のスマートフォンには通知は行われません
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4・2.スマートフォンにソフトをインストールする

アプリ名 [ WTW-EAGLE ] 

iPhoneの場合は APP Store 

androidの場合は Play Store 

上記の Storeよりアプリをインストールしてください

インストールが完了したら WTW-EAGLE 

[ WTW-EAGLE ]アイコンをタップしアプリを起動してください

ログイン

+81 

パスワード

パス弓-..:多章れ室lが台、。

①W 

Z直立与k量盆

@パスワ一時記憶する

〈

アカウント登録

② 
メーJ(，アドレスまたはr電話番号

。詞l田祖勧》プ弓イパシ一揖舶に周章し主す

③ 

!l!l正之且孟主主

ユーザー登録 (例 iPhone) 

アプリを起動し

①【アカウン卜登録]をタップしてください

②メールアドレスを入力してください

③利用規約にチェックを入れてください

④【OK]をタップしてください

入力したメールアドレスに

system@support.eseecloud.comから

確認コード(6桁の数字)が送られますので

確認してください

⑤送られてきた確認コードを入力してください

⑥パスワードを任意で入力してください

⑦同じパスワードを下の段に入力してください

⑧【 OK]をタップしてください

パスワードは英数字使い6文字'"20文字以内

で入力してください

登録が完了したら右の写真のようになります
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Hello， 

Your e-mail Activat旧ncode is 

隠~
This isthe四 rif回 tion叩 defor the mail 
activation.lfyou do not adIv副e曲e刷 ilbox
w柚in15 minu胎saf加『岡崎ivingthe mail. 
them回目ge田川朋twillbein咽 lid.

This message was sen! by !he sy計em，
do no! reply 

〈

パスワ ド設定

確認コ ドが@ロム@Yahoo.cojpf::送信されました。
確認してください =

確箆コードの入力 LヨJ
確認コードをもう一度取掃してください.('9S) 

パス'7-"

パス'7-"

⑥ 

⑦ 
パスワードは、英数字・記号在住い'-20文字
で入力して〈ださい.大文字‘小文字は匡別さ
れます.

@デバイスを追加



4-3.カメラの登録

(1台のスマートフォンに2台目以降の登録はここから始めてください)

カメラの電源を入れて初期動作が終わったら

力メラのリセットポタンを 5......10秒押してください

リセットスイッチ

【すべての設定をリセット中ですカメラが再起動します】とアナウンスがあります

30秒後に再起動して【設定モードを起動します】とアナウンスします

" 

〈 到 tイスの糊 困

|:コみTE弘11国|
@ 

T 
カメラ登録のために【WlW-EAGLE】アプリを起動してください

【デバイスの追加】をタップしてください

2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください

画面下の【他の方法で追加する】をタップしてください
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【バッテリーカメラを追加】をタップしてください

【ランプが点滅している】をタップしてください

E~JIc"rÆI}f-TIi[i]I ••• 

ID'またはPで追加

【リモート接続】をタップします

E・・Eヨ四宮方方r.周司・・・
デバイスのリセ引ト

リセ~トポ書シ量畢押Lする~.デバイス由
リセットで曹ます.デパイえのラシプが属国

1，."，"10..が完Tです.

砂 e見
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E・・E司市吉宮古$1;

リモート按鏡
WiFi事"，"1岳そ由他国串ツトワ-!1・E由で限定
す晶帽骨i章、リモート指.壷温択してださい.
【推聾〕

AP接観:
輔Rまたはネットワ--{}壷使用せず阻定する
場合l私AP接観壷量択して〈控齢、

手匁'"創血圃宮古晶司島歯圃



Wト円接続名(55ID)を確認してください

2.4GHzと5GHzの 5SID名の遣いとして

ルーターのメーカーによって遣いはありますが

5SID名の 中間や末尾に -GやーAがあります

回 Gは 2.4GHzです 圃Aは 5GHzです

Wト円接続用のパスワードを入力してください

ルーターの側面などに記載されている

認証キーや暗号(化)キーを入力してください

入力の際は 大文字と小文字の区別、

英数字のゼ口とオーの

違いに気を付けて入力してください

入力が完了したら【次へ】をタップしてください

次を押したときに右のメッセージが出た場合は

2.4GHzではなく 5GHzに接続していますので

スマートフォンの設定を 2.4GHzに接続して

もう一度設定を行ってください

表示している QRコードを力メラのレンズに

向けてください

カメラから【 WiFi接続中です】

とアナウンスがあるまで向けてください

【WiFi接続に成功しました】が聞こえたら

【音声アナウンス/ライトが点滅しない】

をタップしてください
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z・・・・・F用T"I'"・・・・・・・
デバイスを仕事用楠町二披模する
デバイスr=且.4G聞Rネヲトワ-'J豊遺書Rして
〈ださい.己申ヂ，{.イスは.5QWiFiネットワー骨
量ザポート」てUません.

守 TP-Unk4F-2踊

ロ叩⑮ @ 

一

ヒント

調書@規'軍医肱5GWI円民健.a
れτいま曹~i:C7Jテリtイス肱5Gネ

ヲトヲークを耳目ートしτません.2AG
W胴を切り・昆τ〈揺さb、

WI円を切り.える

キャシセ11.

E・・町官官宮守プヲ芳明明・・・

ト一一一 1吾-'.!5Gm 一一一一→



E・・・E胃需型開田2;:

接続する
1.Jレー夕、携帯電話、ピテオカメラできるだけ近
いです.
2接続プロセスには約n分かかります。
ネットワーウから切断LtJ:いてください.

紅も
匂グ

OWiFiに篠続吉れたデ"イス

。デバイス釜録タラウドサーピス

Oデバイスの初期化

'惨

-・・E盟国盟理圃圃

@ 
設定が完了しました

デバイスのパスワードを設定する

デバイスのパスワードの入力

デバイス由パスワ ドは空にすることができ
ます

[ベアリングに成功しました]とアナウンスがあると成功です

[ネットワークの設定に失敗しました]と

アナウンスがあった場合はパスワードを

確認してもう一度最初から設定してください

デバイス名を任意で入力してください

カメラのパスワードを任意で入力してください

英数字 1文字から 20文字で設定してください

入力が完了したら

[デバイスリストに追加]をタップしてください

登録が完了するとカメラ情報が表示されます

10 

共有

@スマートをデバイスを追加



固 トップペ一三人設定、録画再生、共有

5-1. トップページ

① WTW-EAGLEのAPP設定に移行します

通知を ONにすると消えます(iphoneのみ)

②カメラタイトル・通信状態を表示します

③カメラの ID番号を表示します

④リスト順番変更・設定画面・スクリーンショッ卜・

タイトル変更が出来ます

⑤カメラの映像を表示します

⑥他のスマートフォンにカメラを共有できます

⑦動体検知した映像を確認できます

⑧録画した映像を再生できます

⑨デバイス表示画面に戻ります

⑩デモ(現在使用できません)

⑪弊社のショップに移行します

⑫ログイン内容やアプリの各種設定を表示します

⑬カメラの設定画面を表示します

⑭日付時刻表示します

⑮通信速度を表示します

⑩画面横表示切り替え

⑫再生・インタホーン画面に戻ります

⑩画面白ツク:画面を触っても旋回しなくなります

PTZ調整:旋回の自動チェックを行います

PTZ速度:旋回スピードの変更ができます

⑩よく見る場所:本機非対応

⑮上下左右移動することができます。

画面をスワイプしでも移動します

⑪デジタルズーム・広角の操作ができます

⑫スマートフォンに写真を記録します

⑫カメラからの音声が聞こえます
@スマートフォンに動画を記録します

@スマートをデバイスを追加

@ 

⑪⑤ ⑮τ" @D⑩ 

張所ヲdr
l圃&|ふ |P2皮 l
@⑥ ⑫⑨ @⑨ 

写真 サウンド 録画

※⑫⑫を押したとき[アクセス拒否】と出る場合はスマートフォンの設定か
らアプリに対して写真やストレージ項目を許可設定にしてください
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⑪@ ⑨トCT¥4 @⑩ " ⑮ 戻る 詳細

思 8 ⑩よく見⑨る場所 ズー@ム機⑪能 ⑧ 
ライト 通話 PTZ 

⑫⑥ ⑮⑨ ⑫⑥ ⑥ ⑨ ⑧ 
写真 サウンド 録困

写真 サウンド 録画

⑫を押すと右図画面が表示します。

.砂

⑫を押すと右図画面が表示します。

⑧録画した映像を再生できます @画面表示画質の変更が出来ます
⑫サブ、画面に移行する ⑫この機種は対応しません
⑮この機種は対応しません ⑩デジタルズームが可能です。
⑨参照⑩ ⑨参照⑩
⑮全画面表示
@ライト:赤外線(夜間赤外線が作動し白黒撮影)・フルカラー(夜間ホワイト

LEDが作動しカラー撮影)・スマート(センサーライト作動:モーション働
くとホワイ卜 LED作動、通常は赤外線撮影)

⑮【長押しで話す】を押しながら話すとカメラから音声が出ます。
⑮上下左右の操作ができます ⑨参照⑮
⑩参照⑪ ⑩参照⑫
⑩参照⑫ ⑩参照⑮
⑫参照⑫ ⑩参照⑮
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5・，2.各種設定

【@】を押し、設定モードに移ります

5-2・1.設定項目

デバイス情報

①デバイスID :カメラの ID番号を

表示します

②モデル :デバイス名表示します

③デバイスパージョン:力メラのパージョンを表示

します

④信号

一般設定

:WトFiの電波状況を表示し

ます

⑤音声録画を有効 :音声の ON/OFF

⑥デバイスインジケーター;動作ランプ

⑦音声ガイダンス :言語選択、日本語で

⑧音量設定

⑨モーション検知

⑩電源管理

⑪利用シーン

⑫ファームウェアの更新

使用してください

:音量の調整が出来ます

:動体検知設定が出来

ます(参照 5・2・2)

:省エネモード・省エネ

録画・アダブティモード

の切り替えができます

:屋内とアウトドア(屋外)

:ソフトの更新ができます
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-u・・・・・・・・・・ :'fl己a・・・・・・・.~"l"・
デバイス情報 司・F

デバイスJD ① 12捕前

宅ヲ勺レ ②固A市問問

デバイス骨パ:-!}ョシ ③ U43.o 

信号 ④ 中

一偉世定 、，

ストレージ管理 、，

時事~I!t定 、，

群細I!t定 " 
パスワ-j:の限定 、，

カメラを再起動

(カメラを削除してリセヲトします〉

〈 限定 保存

一種設定 司，

音声飯圃在有抽 ⑤ E 
デバイスインジ←--;- ⑥ E 
音抱a声aラ創瞬車世時同...'"ガイダンス@曾司 庁¥.1)、わ〉

音，量イ固ス岬定量- ⑧ 〉

宅一+司シ輸銅 金三三
電思管理 ⑩t酬ー担率掴〉

利用シー!I 窃 E排〉

ヲアームウ%.7のo ⑫ 〉

ストレージ管理 t 

時事Ui!t定 、，

群.段定 t 

パスワ一戸のE定 、，

カ;1.ラを再起動

(加費削除してリセヲトし討〉



ストレージ管理/デバイスストレージ

⑬ Micro50力一ド設定 :マイクロ 50の残り容量とフォーマットが出来ます

micro50カード状態 :正常

空き容量

フォーマット

: 50% 

:フォーマットをします 7Tームウェ7の買斬

ストレージ管理

1141目。SD抱一戸Itlt

‘' 
〉

、，

⑬ 〉

....1時刻眠 .... 

時刻設定

⑭時刻を同期する :タイムゾーンに合わせてイン

ターネット時間と同期します

タイムゾーン設定:アジア/東京 GMT+9を

選択してください

サマータイム :オフで使用してください

詳細殴定

⑮力メラ映像の反転 :画像を上下左右反転

させます

⑮映像設定 :自動で使用してください

⑫プライバシーゾーン設定:最大3か所設定可能

です。

緑・青・赤をタップしIヱリアを追加Iをタップします。

4闘の円をドラックすることで範囲の変更可能

削除は、編集を押し、右上の【×】をタップします

⑩ PTZ調整 :旋回の自動チェックを

行います

パスワードの殴定

⑩パスワードの変更ができます
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時刻豊岡期す晶 門前
スマート~7'#':シ@賢司陪聞編する '<.y 

。
タイムゾ-~霞定
タイムゾ'-，，*陵定し奮す QMT'・〉

詳細限定

パスワードの陵定

( カメ号明醐 ) 

(由均酬除してリセツ凡ます)

( カメ予告再圃 ) 

(カ月量削除してリセットし計)

砂

ー



5-2岡2.モーション検知(モーション録画霞定}

〈 陵定 保菩 く モーション検知

一館設定 、， モーション掴圃 ①E 
音声録画を有劾 征〉 人感または題担知

デJ(，イスインジャー者一 竃〉 人A・.瞳鎗掴掴さ遭れる伺と‘jν~，.JII却されます 斤'6昔、ノ

音カメ声ラガ血ィ皐e時rz@，膏.~戸ガイダシス4J・守可 オシ〉 検知・E匝 ③ 中〉

期堕 〉

民 アヨン蜘

モーション撹知

モ-~司シ樋掴・E ④ 高〉

録国限定
.嵐瞥理 1側諸 4歯"'*慢圃〉

利岡シ-:- 屋外〉

~ モmー..，シsヨるシ・掴骨由を・慢畑圃し先居に..~ます 8、邑~ .司且rー)

ファームウ"-7のu 〉
録画時咽干-'_，ヨン樟却

通知限定

ストレージ管理 " モ一歩司シ通知

時書11111:定 砂 号~-'""4師岡崎にjU置し奮す

鮮細設定 " 
ヒュ-"lJ.イ戸マーカー

パスワ一戸の111:定 砂 アラーふ昔

カメラを再起動

〈カメラを削除してリセ札前〉

設定→モーション検知の順番にタップしてください

①モーション検知を ONにしてください

②人感検知通知 :人感検知すると通知されます

⑥ 山〉

⑦C 
⑧ オシ〉

金子

③検知感度 :人感センダーの感度調整ができます

④モーション検知感度 :モーション検知の感度調整ができます

⑤モーション検知録画 :モーション録画が有効になります

⑥録画時のモーション検知:モーション検知後、録画時間を選択できます

(10秒・ 20秒・ 30秒)

⑦モーション通知 :モション検知すると通知されます

⑧ヒューマノイドマーカー :検知した時に赤枠が表示されます

⑨アラーム音 :ONにするとモーション検知時に力メラから

サイレンが鳴ります

15 



.砂

⑨ ⑧ ⑨ 一個 岳町 1>Gl 
ライト 通話 PTZ 

⑥ ⑨ ⑧ 
写真 サウンド 録画

5・3.再生

映像を見ている時に⑮をタップすると SDカード録画再生モードに移行します

①画面中央のカレンダーマークをタップすると

日付を変更できます | 再生時間訟定

②下に出てきたタイムパーから再生したい

時間帯にスライドして再生をしてください

赤色:動体検知(モーション検知)

③写真:タップするとスマートフォン内に

静止画が保存されます

④録画:タップするとスマー卜フォン内に動画

のパックアップが取れます

⑤表示時間の変更ができます。

パソコンでの再生{音声不可)

回
園
田
口

回
園
田
町

田
園
田

E
①を押すとよ図画面が表示します

カメラからマイクロ SD力一ドを取り出してパソコンに認識させると再生できます

GOM Player文はVLCPlayerをダウンロードして再生してください
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5・4.共有(シェア)

複数のスマートフォンで共有(シェア)する

※複数のスマー卜フォンでシェアする場合

シェアされたスマートフォンには

通知が来ません

4-3カメラ登録を参考に

1台目のスマー卜フォンにカメラを登録してください

2台目のスマートフォンにアプリCWTW-EAGLE)を

インストールしてください

1台目のスマートフォンにカメラの映像を表示してく

ださい

[共有]①番をタップしてください

E 軍曹夜寝写司・・・・関~

アクセス権限

リアルヲイム映像 、ノ

録画の再生

アラーム通知 .砂設定

QRコードの有効期間

期限の設定をしない

有効期限を設定 、J

有効期限を入力してください 5分

右上の[v']をタップしてください

ORコードが表示したら 2台目のスマートフォンの

アプリCWTW-EAGLE)を起動してください

+ボタンをタップしてください

1台目のスマー卜フォンに表示されている

ORコードを 2台目のスマートフォンでスキャンしてください

スキャンが完了すると共有完了です

シェアの ORコード有効時間を設定できます

17 



5-5.グループ(マルチ)画面設定方法

[WTW EAGLE 1アプリを利用するデバイスが複数台ある場合マルチ画面で見

ることが可能です。

@グループの追加

回 園 田 担問開閉E 圏

.砂

〈

①【グループ]をタップします。 ②[+】をタップします。

③複数台のリストが表示されますので写真をタップし、リストに追加します

回
目
回
目
盛

田
日
目
亙

日
囚
囚
正
-

回
目
ヨ
一
一
一

町山田]市土
自
一一

日
回
壬
一
空
一一

日
回
目
」
一
一
一

日
〕
間
]
口
山
「
」
-

回

目

囚

.

園貝圃圃 晋弔問Iグループ・・':::11

.砂

@グループの追加

9 @旨.R
デバイス デモ ショップ アカウント

④グループ名を入力します(任意)、【完了]をタップして終了で=す

⑤デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。

4画面もしくは8画面で見ることが可能です。

注意)シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加える事はできません。
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保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

、『弘ー
T TEL 機種名 製造No.

お
イF主f WTW・E1212W/B

客 住所 寸ー

名前お
ふりがな

お

様 様
貝
し、

上聖底げ
TEL 

保期証間

お買い上げ日
庖名

ケ月 年 月 日から

年 月 日まで

販売庖様へのお願い:本保証書に貴庖の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、
必ずご記入ください。

保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、乙の保証書によっ

てお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買

い上げ販売居または弊祉にお問い合わせ下さい。

1.取級説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせて頂きます。

2.保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。

(イ)本保証書のご提示がない場合。

(口)本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売庖名の表示のないもの。

(ハ)お買い上げ後の取付場所の移動 ・輸送 ・事故 ・箔下等による故障または損傷。

{二)火災・地震・落雷 ・水害 ・塩害 ・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障また

は損傷

(it¥)ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が

本製品以外の機器等にある場合。

(へ)本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。

(ト)製品番号の改変及び取り外した製品。

(チ)トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。

(リ)他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などによリ正常に動作しない場合。

3.修理を依頼される場合には、お買い上げの販売庖または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず

郵送される場合は、送料をと負担下さい。

4.本保証書は再発行致レませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。

5この保証書は日本圏内のみについて有効です。 Thiswarranty is valid only in Japan 

6.予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがありますが、お買い上げの製品に闘しましては改良などの

申し受けを致しません。

口】月年施実理修 故障状況 修理実内容

冨
株式会社塚本無線 干510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1丁目16-21

TEL 050-1752-8000 (代表) FAX 059-387-6999 


