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充電式バッテリーカメラ 目次

2.製品詳細

カメラキー 

パワーキー

リセットキー 

3

2

秒間押し続けると、電源がON/OFF
になります

操作

リセットキー5秒間押し続けると、カメラが

リセットされます。

3.アプリ「CloudEdge」インストール

3.1 Google PlayあるいはApp Storeで「CloudEdge」を検索し、又は下記

に表示されているQRコードを読み取ってスマートフォンにダウンロー

ドし、インストールしてください。

ご注意：初めてアプリを起動する際に、下記に表示されてい

る二つの許可を行ってください

1.「CloudEdge」にモバイル通信データ及び無線LANを許可してくださ

い（そうしなければ、ネットワークカメラの追加は失敗することがあり

ます)

3.2 アカウント登録

新規ユーザーはメールでお申し込み、「登録」をクリックし、手顺に従っ

てアカウント登録を完了させ、ログインしていただく必要があります。

4.アプリにカメラの追加

4.1 マイクロSDカードの挿入

動き検出·再生の際にビデオを録画できるために、マイクロSDカードを挿入

してください。（カードは含まれなく、最大128Gまでサポートされます）

4.2 カメラパワーオン

カメラをオンにするために、上部の電源ボタンを５秒間押し続け

（パワーオンできない場合、最初にDC5V 1A/2A電話アダプターを差し込んで

15分間充電）、インジケータライトがゆっくり赤く点滅するのを確保してく

ださい。

ご注意：

DC5V 1A/2A電源アダプターはパッキン グリストに含まれません

4.3 WIFI設定

カメラ及び携帯をルーターの付近（1-3フィート/30-100cm以内）4.3.1
に置いてWi-Fiに接続してください

カメラ

ルーター

30-100 cm スマートフォン

ご注意：カメラは2.4GWi-Fiの場合のみ作動し、5GWi-Fiをサポートしないこ

とに注意してください

アプリを起動し、「+」をクリックし、「バッテリーカ4.3.2 メラ」を選択して

ください

「デバイスがゆっくり赤く点滅する状態になっているあ4.3.3 るいは音が聞こえ

ます」を選択し、「次へ」タップしてください

 2.4Ghz WiFi SSIDを選択し、パスワードを入力し、4.3.4
「次へ」タップしてください
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* ご注意：SDカード挿入はパワーオンの前にしてください、

そうしなければ、SDカードの読み取りはできません

2.「CloudEdge」にシステムからの通知を許可してください（カメラにより

動体検知あるいは可聴アラームが作動する場合、携帯でアラーム通知受信

ができます)

PIRセンサー

マイク

On状態インジケーター

スロット

パワーキー

充電指示ライト

リセットキー

USB電源

Micro SD Card

 QRコードをデバイスのレンズの前に15cm離れて置いて4.3.5 ください

15 cmデバイスのレンズを携帯にお

けるQRコードに向けます。向

ける際は15cm程度離してくだ

さい。読み込みが完了すると

音「bugu」が流れます。そこ

で、「次へ」タップしてくだ

さい

 「音が聞こえます」をクリックすると、カメラはWiFi4.3.6 に接続し始め、

起動後ページ「デバイス検索」へ移動することがあります。ここで、

カメラ名の編集ができます。「完了」をクリックして「デバイスリスト」

におけるカメラを開くと、リアルタイムビデオもご覧になれます。

5. デバイスメニュー 1. カメラを追加する 16. ビットレート
2. カメラの時間 17. ネットワーク信号強度
3. ライブビューボタン 18. ライブビューオプション
4. カメラタイプアイコン 19. ローカル再生オプション
5. カメラ名 20. スクリーンショットボタン
6. アラーム情報アイコンにおける赤
点がアラーム発生を示す場合、ク
リックするとアラームビデオ或いは
スクリーンショットがご覧になれま
す。

21. インターホンオプション、長押す
と、通話ができます。

7. 私的デバイスリスト 22. 録画ボタン

8. メッセージオプション
23. 人体検知オプション、有効状態
が緑で、オンが既定、人体赤外線
検知により検出されます。

9. フレンドオプション
24. アラームビデオ、クリックする
と、再生/一時停止ができます

10. 私的ホームページ
25. ビデオストライプ、アラーム時間
点は赤で、アラーム後のビデオ録画
は緑で表示されす。

11. カメラ設定オプション（アラーム
SDカード等）

26. カレンダーオプション、クリック
すると、日付の選択ができます

12. バッテリー容量 27. スクリーンショットボタン
13. SD、HDオプション 28. 録画オプション

14. 全画面オプション

29. アラーム時間点、クリックする
と、アラームイベント発生の場合に
おいて素早くプレビューすることが
できます

15. 音量オプション、スタートで聞こ
えます。

6. PIR検知の距離調整

PIR「人体検知」においては、状態はONに、感度は「中感度」に、検知距離

は6m (20ft)に既定されます。「デバイス」ー「デバイス設定」ー「人体検知」

という経由で調整することができます

感度

低感度

中感度

高感度

検知距離（動体及び生き物に対し）

4m(13ft)まで

6m(20ft)まで

8m(26ft)まで

ご注意：感度の増加は、検知可能な距離を伸ばせますが、誤報の数も増やす

恐れがあります。カメラ室外設置の場合は、感度レベルを「低感度」或いは

「中感度」に設定することをお勧めします。

7. アラーム通知及び再生

PIRセンサー付きのバッテリーカメラは、7x24終日録画するように設計されて

いなく、携帯におけるアプリにアラーム通知を送ったり、PIRセンサーによ

り人体動体イベントが検知される場合、SDカードにビデオを録画したりし

ます。なお、「CloudEdge」アプリを通じていつでもその動画を再生すること

ができます

PIRが起動すると、下記のカメラ及びシステムによるリスポンス があります

1.アプリのアラーム音（携帯設定において「CloudEdge」アプリに通知許可を

行い、音量もONにすることをお願いします

2. アラーム通知（携帯設定において「CloudEdge」アプリに通知許可を行うこ

とをお願いします）

3. スナップショット及びSDカードにおけるビデオ録画（TFカードを入れてく

ださい）

クリックすると、１秒間に2フ
レームでアラームスナップシ
ョットのプレビューができます。

アラーム録画

アラームスナップショット

クリックすると、アラームビデ
オの録画クリップの再生ができ
ます

8.壁に取り付け

ネジを通じて、屋外用スタンドで壁にカメラを固定してください。
取り付けも角度調整が簡単です。

9.誤報減少の為になる重要事項

9.1 誤報を減少する為に下記の事項にご注意ください

カメラを何らかの明るい光源に向けてインストールしないでください

（太陽光、明るい灯など）

走行車両がよくある場所に近すぎないようにカメラを置いてください。

数々の試験により、カメラと車両の間のお勧め距離は15m（55ft）
とします。

カメラを空調機と加湿器の引出し口、及びそのプロジェクターの排熱口

等から離れてください

日中でも、ガラスの反射が映りこむことがありますので、窓ガラス越し

の撮影はおすすめしません。

ドアホン、インターホン、リモコンなどのワイヤレス機器の干渉を避け

るために、カメラを無線デバイスから少なくとも１mの距離で離れてく

ださい

9.2 モニタリングエリアのカバー

カメラ設定角度には、PIRセンサーを動体に対して垂直に設置することが推

奨されていません。その場合には、動体イベントが検知されない可能性があ

り、且つ、PIRセンサーと検知対象の間には、10度以上の度数がお勧めです

動体の経路入り口

PIRセンサーを動体に対して

垂直に設置することが推

奨されていません

3
新たなネット
ワークにの変
更

１リセットキーを押すと、工場出荷時設定に入るこ
とができます。
２再接続してください。

4 デバイス追加
不能

携帯設定において「CloudEdge」アプリにモバイル通
信データ許可を行ってください

5
アラーム通知
無し

携帯設定において「CloudEdge」アプリに通知許可を
行ってください

6 アラームビデ
オ録画無し

Micro SD Card カードを入れてください

付録：LEDステータス説明及びトラブルシューティング シート

LEDステータス説明
No． LEDステータス カメラステータス

1 ゆっくり赤色で点滅します Wif 接続待ち
2 速く赤色で点滅します Wif に接続中
3 赤色で点灯します ネットワーク異常
4 青色で点灯します Wif に接続完了

トラブルシューティング シート

No． 説明 解決方法及び操作

1 接続不能

１WiFi名及びパスワードをご確認ください。
２ 2.4GのWiFiを確保してください（５Gはサポート
されません）
３カメラと携帯がローターに近く置かれることを確
保してください

2 リセット
１リセットボタンを５秒間押し続けてください
２「bugu」という音が聞こえます
３赤ライトがゆっくり点滅し始めます

理想的な距離
2-10m(7-33ft)

常連客の割引サービス

二年間品質保証で商品に何か不具合がありましたら、いつで

もお気軽にお問い合わせください。

弊社ほかの機種を購入したい場合、５０％オフ可能で、気軽に

連絡してください。

 

メール：support.jp@ctronics-tech.com
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https://jp.ctronics.com ctronics_japan          

Ctronics support.jp@ctronics-tech.com
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(ネジと組み合わせて使用する)

1.パッキン グリスト


