オプション品
NS-SB81C
ソーラーバッテリーカメラ
取扱説明書
[ 箱の中身を確認します ]
ソーラーバッテリーカメラ x1

カメラ用取付金具用ビス・アンカー x3

カメラ用隙間電源ケーブル ( 約 6.5m)

カメラ用 AC アダプタ x1

ソーラーパネル ( ケーブル：約 10m)x1

取付金具用ビス・アンカー )x2

クランプ ( カメラ / ソーラーパネル用 )：x2 セット

( クランプ専用ビス x4)x2 セット

※設置方法は、セットに同梱の取扱説明書をご覧ください。
[ 設置前にご準備ください ]
・SD カード ( 推奨：32GB)

・各ビスを取り付けるためのドライバー

※本機は最大 128GB までの SD カードに対応しています。
ただし、すべての SD カードの動作を保証するものではありません。
[ 必要な場合はご準備ください ]
・防水テープ

・有線のインターネット環境

・スマートフォンやタブレット

・パソコン

・LAN ケーブル

・取付金具用ビス等 ( カメラ、ソーラーパネル用 )

※SD カード 64GB･128GB をご使用の場合、必ずスマートフォンの [ 設定 ] より「メモリーの初期化」を行って
ください。( スマートフォンをご使用にならない場合は、パソコンより FAT32 でフォーマットを行ってください。)

SB802E1C

受信機でペアリングをする
※注意※
必ず、受信機とカメラが近い場所にて設定してくださ
い。カメラは AC アダプタを利用して設定を行ってく

隙間電源ケーブル
( ご使用は任意 )

AC アダプタ

ださい。

カメラ

また、増設カメラを設置する際、カメラとカメラの間
は、5m 以上離してご使用ください。
AC アダプタ

①ペアリングするカメラを選択します。
※注意※すでにペアリング済の CAM を選択すると上書

AC アダプタで通電中の受信機

きされ、最初のカメラのペアリングが無効になります。

RESET

・CAM1 にペアリングする場合：受信機の Pair ボタン
を 1 回押します。CAM1 の LED が赤色に点灯します。
・CAM2 にペアリングする場合：連続 2 回 Pair ボタン
を押します。CAM2 の LED が赤色に点灯します。

PAIR

※アンテナを接続
してください。

①受信機側 PAIR ボタンを 1 ～ 4 回、ペアリング
するカメラに合わせて押します。

・CAM3 にペアリングする場合：連続 3 回 Pair ボタン
を押します。CAM3 の LED が赤色に点灯します。

PAIR1 回 PAIR2 回 PAIR3 回 PAIR4 回
CAM1
CAM2
CAM3
CAM4
赤色点灯 赤色点灯 赤色点灯 赤色点灯

・CAM4 にペアリングする場合：連続 4 回 Pair ボタン
を押します。CAM4 の LED が赤色に点灯します。

CAM1

CAM2

CAM3

CAM4

受信機正面
②ペアリングモードに切り替ります。
受信機の Pair ボタンを 5 秒間長押しすると、LED が緑
色でゆっくり点滅し、ペアリングモードとなります。

③ペアリングします。
30 秒以内に、カメラ正面の Pair ボタンを５秒間長押

②ペアリングするカメラが、赤色点灯している状態
で受信機側 PAIR ボタンを 5 秒間長押しします。
赤色点灯が、ペアリングモードの緑色点滅に切り
替ります。

③30 秒以内にカメラ側の PAIR キーを押します。

しします。ペアリングに成功すると、受信機正面 CAM
の LED が緑色に点灯します。30 秒以上経過してしまっ
た場合は、再度試してください。
※ペアリングを他の CAM でやり直す場合、前回設定し
た場所が緑色点滅します。一度リセットをしてからペ

緑色点灯すれば
ペアリング成功

CAM1
受信機正面

アリングをやり直してください。

パスワードを忘れた場合
受信機の CAM1 ～ CAM4 の LED が赤く点灯するまで、受信機の Reset ボタンを長押ししてください。パスワード含め
すべての設定が工場出荷状態に戻ります。ペアリングは解除されません。
各種設定の変更

録画時間やその他詳細設定を変更するには、受信機設置環境にインターネット回線・ルーター、

スマートフォンが必要となります。

カメラをフル充電する
ソーラーパネルを使用する前にカメラをフル充電します。

②

①

AC アダプタ

隙間電源ケーブル
( ご使用は任意 )

①隙間電源ケーブル ( 任意 ) とカメラ用の AC アダプタを
接続します。( 隙間電源ケーブルを使用しない場合は、②
へ)

③

②カメラの室内 100V コンセントに AC アダプタを接続し

カメラ

ます。
③カメラ ( 背面の電源ジャック ) と隙間電源ケーブル ( 任
意 )、もしくは、AC アダプタを接続します。

④受信機の LED が赤色点灯してる時は、充電が不十分で
すので、緑色点灯になるまで充電をしてください。

④
CAM1

CAM2

CAM3

CAM4

※注意！）
工場出荷時は、カメラ内部バッテリーが十分ではござい

赤色点灯：カメラバッテリー不足です。

ません。カメラを取り付ける前に、カメラ用 AC アダプタ

バッテリー残量が 20％未満の状態です。

で 6 時間程度充電を行ってから取り付けてください。

緑色点灯：充電されました。

CAM1

CAM2

CAM3

CAM4

受信機正面
受信機 LED 一覧表
点灯
緑色

点滅

赤色

点灯

橙色

点滅
消灯

カメラと受信機が正常に接続されている状態です。
( ゆっくり点滅 ) ペアリングモードの状態です。
未接続の状態です。
ペアリング時に、受信機 CAM が選択された状態です。
カメラバッテリー不足です。バッテリー残量が 20％未満の状態です。
カメラ PIR センサーが反応して録画している状態です。
カメラと受信機がペアリングされていない状態です。
もしくは、受信機の電源が入っていない状態です。

続いて、取扱説明書 P17 をご覧ください。屋外に設置する前に屋内で受信と録画の確認を行います。

