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1920x1080
NORMAL

10フレーム /秒
166時間

画像サイズ
画質

フレーム数
録画時間

1920x1080
HIGH

4フレーム /秒
140時間

1920x1080
NORMAL

4フレーム /秒
260時間

1920x1080
BASIC

4フレーム /秒
340時間

録画時間の目安 (SDHCカード：64GB)

※上表は録画時間の目安です。録画時間は設置場所の環境によって大きく変わります。
※音声を録音されますと20%～40%録画時間が短くなります。
※SD/SDHC/SDXCカードは別売です。(最大128GB)
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本製品をお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。本製品を安全に正しくお使いいただき、お使いにな
る人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために、ご使用前に必ず本書をお読みいただき、内容をよく理解され
たうえでご使用くだいますようお願いいたします。

■分解・改造・修理はしない
火災、感電の原因になります。
■異常な状態で使用しない
（発熱、発火、発煙、異臭、異音がする）火災、感電の原因になります。すぐに電源プラグやACアダプタを
抜いて、販売店に修理をご依頼ください。
■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、AC100V以下での使用はしない
たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。
■雷が鳴ったら本体やACアダプタに触れない
感電の原因になります。
■ACアダプタ、コードなどを破損しない
（傷つける、加工する、無理やり曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を乗せる、加熱するなど）傷んだまま使
用すると火災、感電、けがの原因になります。電源プラグやACアダプタ、コードなどの修理は販売店にご
依頼ください。
■SDカード挿入部や、接続端子に、水をかけたり、ぬらしたりしない
火災、感電、けがの原因になります。
■ACアダプタ、コードに水をかけたりしない
感電の原因になります。ぬれた場合は、すぐに電源プラグやACアダプタを抜いて販売店にご相談ください。
■医療機器の近くで使用しない
医療機器に電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
■低温・高温・高湿度の場所に設置しない
-10°以下の低温、50°以上の高温の場所に設置しないでください。
動作不安定や故障の原因となります。

この警告事項に反した取扱いをすると、
人が死亡または重症を負う可能性がある
ことを示します。

警告

注意
ここの注意事項に反した取扱いをすると、
人が傷害または物的損害を負う可能性が
あることを示します。

禁止

実行

してはいけない内容です

実行しなければならない内容です

警告

禁止

絵表示について

◇機器の重量などを満たす強度で設置する・・・・・落下などにより破損やけがの原因となります。
◇取り付けや配線を行う場合は必ず電源を切る・・・感電の原因となります。

注意

実行

は じ め に
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◇異物が入ったときは使用を中止する

火災、感電の原因になります。すぐに電源プラグやACアダプタを抜いて販売店にご相談ください。
◇落としたり、破損したときは使用を中止する
そのまま使用すると火災、感電の原因になります。すぐに電源プラグやACアダプタを抜いて、販売
店に修理をご依頼ください。
◇電源プラグやACアダプタは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
◇電源プラグやACアダプタのほこりは定期的にとる

プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災、感電の原因になります。電源プラグや
ACアダプタを抜いて、乾いた布でふいてください。

警告

実行

■不安定な場所や振動の多い場所には設置しない
（ぐらつき、傾きのある場所）落下などにより破損やけがの原因になります。
■高温になる場所に設置しない
（直射日光の当たる場所、車のトランク、ダッシュボードなど）機器の変形、電子部品の誤作動、故障、
劣化などの原因になります。
■ヒーターなどの熱器具の近くに設置しない
コードが溶けて火災、感電の原因になります。
■埃の多い場所に設置しない
火災、感電の原因になります。
■機器に重いものを置いたり引っ掛けたりしない
落下物などにより破損やけがの原因となります。
■コードを引っ張らない
電源プラグやACアダプタを抜くときはコードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・
感電の原因となります。
■電子レンジの近くで使用しない
無線通信への電磁妨害が発生します。
■心臓ペースメーカの近くで使用しない
ペースメーカの動作に影響を与える場合があります。

注意

禁止

は じ め に



●本製品は、監視防犯をはじめさまざまな映像を録画する事を目的とした装置ですが、すべての映像を監視する事を保障したも

のではありません。

　機器の不具合によって映像が録画されていない場合、弊社および販売店では責任は一切負いません。あらかじめご了承願います。

●本製品は事故が起きた時の検証の補助として使用することもできますが、法的証拠として効力を保障するものではありません。

●本製品で録画した映像は、場合によっては被撮影者のプライバシー権利を侵害する事があります。映像を活用する場合は注意

してください。撮影した映像に関するプライバシートラブルなどに関しまして弊社は一切の責任を負いません。

●本製品の記録媒体に使用しておりますSDメモリーカード (サイズ : 縦 32mm×横24mm×厚さ2.1mm) は、振動、外的

衝撃などの物理的耐久性、電源の入り切り、停電からの復旧による突入電流などによる電気的耐久性が低く、永久的に使用可

能な媒体ではありません。長期使用により書き込みエラーが発生しやすくなり、寿命に至ります。大切な録画データを破損、

損失させないためにも機器周辺温度を20℃以下に保ち、定期的にSDメモリーカードを交換することをお勧めいたします。

は じ め に

設置環境からの影響について
ご使用の際、下記の影響を複合的に受けた場合、機器の仕様（耐久性）の限度を超える場合があります。
設置の際に配慮をお願いします。
・直射日光などの影響
・夏の高温などによる影響
・降雨、強風、突風、台風などによる影響
・冬の低温、湿気、結露などによる凍結、積雪などによる影響
・塵、ほこり、土、砂などによる影響
・海風などによる塩害の影響
・虫や動物、またそれらが出す有機物（糸、毛、抜け殻、糞、尿、体液）による影響
・熱源などによる影響
・特殊環境による液体や気体などによる影響
・その他機器に有害な影響を及ぼすもの

その他
以下の行為を絶対におこなわないようにお願いします。
・分解や改造
・本製品に貼り付けてあるラベルをはがしたり、改ざんなどの行為
・日本国外での使用。

プライバシー、肖像権について
本製品の設置や使用は、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮の上
行ってください。

SD(SDHC) カードについて
一般的にSDカードは消耗品として位置づけされており、長時間の保存としては十分な媒体ではあり
ません。必要なデータ（証拠映像など）は他の記憶媒体にもバックアップを取っていただくことをお
勧めいたします。
万一故障や不具合が発生し ,SDカードのデータ損失や機会損失があった場合、その補償についていは
弊社では責任を負いかねます。予めご了承ください。

夜間撮影について

◦暗所撮影の赤外線機能は若干の個体差があります。
◦夜間撮影時は昼間の映像に比べてノイズが多く、被写体や周囲の明るさで映像品質が異なります。
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商品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



NS-SD33AHR専用リモコン NS-SD33AHR専用ビューアソフトCD-R

NS-SD33AHR録画機本体 NS-SD33AHR録画機専用ACアダプター
12V1A

MANUAL

取扱説明書兼保証書 (本書 )

6 

箱 の 中 身 を ご 確 認 く だ さ い

形状、デザイン等予告なく変更される場合があります。

OSDon/off

REC

MENU/ENTERPLAYEXITREC

6  LED－

5  LED+

4  GND

3  MOTION OUT

2  GND

1  ALARM IN

PWR
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< 配 線 例 >

DC12V

NS-SD33AHR 付属の
AC アダプター (12V/1A)

電源スイッチ電源スイッチ

リモコン
受光部
リモコン
受光部

SD カード
挿入口
SD カード
挿入口

VIDEO OUT

AHD/CVBS IN

カメラの映像線と接続

(5C-FB 等の同軸ケーブル )

本機電源の

ON/OFF 切換

をします。

向きに注意

してください。

カメラの音声線

と接続

(ピンケーブル )

もしくは、マイク

と接続

NS-SD33AHR 本体と付属の AC アダプター
以外は、付属しておりません。
また、イラストは、全てイメージです。

AUDIO IN

HDMI OUT

AHD 防犯カメラ (例 )

モニターの外部入力、

ビデオ入力へ

モニターの HDMI 入力へ

PTFBJA-22W 等

100V のコンセントへ

100V のコンセントへ

カメラの AC アダプター

AHD/CVBS IN

AUDIO IN

H.264 AHD 1080P RECODER
HDMI OUT VIDEO OUT

DC12V

O
N

/O
FF

USB
6

5
4

3
2

1

REC

MENU/ENTERPLAYEXITREC

6  LED－

5  LED+

4  GND

3  MOTION OUT

2  GND

1  ALARM IN

PWR



❶
❷

❸
❹

❺

❻

❼

❽

❾
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接続部分に関しては、配線例をご覧ください。

◆各部名称◆

❶「REC( 手動録画 )」・「上へ移動」ボタン
❷「EXIT( 戻る /録画停止 )」ボタン
❸「FORWARD( 早送り )」・「右へ移動」ボタン
❹「PLAY( 再生 )」・「PAUSE( 一時停止 )」・「下へ移動」ボタン
❺「MENU/ENTER( 決定 )」ボタン
❻「REC」LED：SDカードに録画中、黄緑色で点灯します。

❼「PWR」LED：本機に電源が入ると、黄緑色で点灯します。
❽1.「ALARM IN( アラーム入力 )」：NO/NCの選択可
　2.「GND」：アラーム入力のグランド
　3.「MOTION OUT( モーションアラーム出力 )」：(NO)
　4.「GND」：モーションアラーム出力のグランド
　5.「LED+」：NS-AH3301BOX
　6.「LED－」：NS-AH3301BOX
❾「USBポート」：ミニUSBデバイスを介して、PCにレコーダーのファイルをアクセスさせる
　ことができます。

❶「REC( 手動録画 )」・「上へ移動」ボタン
❷「EXIT( 戻る /録画停止 )」ボタン
❸「FORWARD( 早送り )」・「右へ移動」ボタン
❹「PLAY( 再生 )」・「PAUSE( 一時停止 )」・「下へ移動」ボタン
❺「MENU/ENTER( 決定 )」ボタン
❻「REC」LED：SDカードに録画中、黄緑色で点灯します。

❼「PWR」LED：本機に電源が入ると、黄緑色で点灯します。
❽1.「ALARM IN( アラーム入力 )」：NO/NCの選択可
　2.「GND」：アラーム入力のグランド
　3.「MOTION OUT( モーションアラーム出力 )」：(NO)
　4.「GND」：モーションアラーム出力のグランド
　5.「LED+」：NS-AH3301BOX
　6.「LED－」：NS-AH3301BOX
❾「USBポート」：ミニUSBデバイスを介して、PCにレコーダーのファイルをアクセスさせる
　ことができます。

LED点滅：SDカードが正しく挿入されていない、SDカードエラーの状態
LED点灯：SDカードが正常に録画されている状態
LED消灯：録画していない
※SDカード未挿入の場合、状況により消灯もしくは、点滅します。

※BOXをご使用の場合、底部の LEDと連動します。

本体❻「REC」Led と連動します。｝



OSDon/off

録画機のメニューを表示するには！

通常画面の状態で　　　を押すと録画機の

メニューが表示されます。
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※手動録画中は、メニューを表示できません。
　一旦録画を停止してからメニューボタンを押してください。

メニュー /決定ボタン /ENTER

上ボタン

下ボタン

左ボタン

右ボタン

再生 /一時停止ボタン

停止ボタン /戻るボタン /EXIT

手動録画ボタン /モード変更ボタン

OSD切替ボタン

メインメニューの表示 /決定・次頁切替

カーソルが上 (前の列 ) に移動

カーソルが下 (次の列 ) に移動

カーソルが左へ移動 /選択変更 /再生中の巻戻し

カーソルが右へ移動 /選択変更 /再生中の早送り

再生中の一時停止 /再生
選択している項目の前の動作に戻る
再生の停止、録画の停止

手動録画のオン
「動作検知エリア」設定の中のモード変更用ボタン

フルスクリーン画面⇄通常画面の切替
画面上の時計表示のオン /オフ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ OSDon/off

①
⑤

③

⑧

⑨

②

④

⑥

⑦

<リモコン操作について>
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メインメニュー

　　は現在選択中

メインメニュー

検 索 / 再 生 　 ＞
日 付・時 間 設 定　＞
動 作 検 知 設 定　＞
手 動 録 画 　 ＞
予 約 録 画 　 ＞
SD　カードオプション　＞
シ ス テ ム 状 況　＞
電 源 設 定 　 ＞
設 定 初 期 化 　 ＞

⇅
　
　
　
上
下
の
ボ
タ
ン
で
移
動
し
ま
す

　　で決定すると、
次の階層へ進みます

P12
P15
P16
P17
P17
P19
P20
P20
P20

このメニューを表示するには！
　　　ボタンを押します。

◆スタートアップ◆

◎録画中の画面について◎
<録画設定時、録画時の画面表示>

ライブ映像画面
2016/07/27　09:39:45　　　1080P30

(C)RECORDING

現在の年月日　時間　　カメラ解像度 (1080P・720P)

(H) 手動録画
(C) 連続録画
(A) アラーム録画 (イベント録画 )
(M) 動体検知録画 (イベント録画 )
※(x) の後ろに RECORDING が表示されると、録画中
　になり、(X)のみの場合は、現在どの録画モードで
　設定されているか分かるようになっています。
　
　(x) は、表示されません。

1. 本機付属の AC アダプターを 100V コンセントに差し、本機の「DC12V」に接続します。
2. SD スロットに SD カードを挿入します。(SD カードのラベル面が上になります。)
3. 本機の電源スイッチを「OFF」から「ON」に切り換え、電源を入れます。
4. ライブ映像が表示されます。(表示されない場合は、配線を再度ご確認ください。)
5. 録画をする場合は、メニューより予約設定をするか、もしくは、録画ボタンを押して、手動録画をします。
※手動録画中のメニュー操作はできません。
※SD カード未挿入時は、「SD NONE」と表示されます。認識されない時は、本機でフォーマットをしてください。
※デバイスは、FAT32 ファイルシステムをサポートしています。SD カードは定期的にフォーマットしてください。

1. 本機付属の AC アダプターを 100V コンセントに差し、本機の「DC12V」に接続します。
2. SD スロットに SD カードを挿入します。(SD カードのラベル面が上になります。)
3. 本機の電源スイッチを「OFF」から「ON」に切り換え、電源を入れます。
4. ライブ映像が表示されます。(表示されない場合は、配線を再度ご確認ください。)
5. 録画をする場合は、メニューより予約設定をするか、もしくは、録画ボタンを押して、手動録画をします。
※手動録画中のメニュー操作はできません。
※SD カード未挿入時は、「SD NONE」と表示されます。認識されない時は、本機でフォーマットをしてください。
※デバイスは、FAT32 ファイルシステムをサポートしています。SD カードは定期的にフォーマットしてください。



OSDon/off

①

⑦

<警告が表示された場合>

<警告が表示されない場合>

・「いいえ」の場合は「⑦停止 /戻る
　ボタン」を押します。
　フォーマットはされません。
・「は　い」の場合は「①決定ボタン」
　を押します。
　SDカードはフォーマットされ録画
　・再生が可能になります。

新品のSDカードや、FAT32でフォーマットされていないSDカードを挿入すると、
下記のメッセージが表示されます。
リモコンの①の決定ボタンを押してフォーマットをしてください。

1.①の決定ボタンを押してメニューを表示します。
2. メインメニューの「SDカードオプション」へ　　　でカーソルを移動します。
3.「SDカードオプション」で①の決定ボタンを押します。
4.「フォーマット　　　>　」まで　　 でカーソルを移動します。
5. 下記の画面が表示されます。

SDカードフォーマット

警告！
ファイルシステムエラー
FAT32でフォーマットしてください

いいえ：EXIT　はい：ENTER
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「いいえ」の場合は「⑦停止 /戻るボタン」を押すと前頁に戻ります。
「は　い」の場合は「①決定ボタン」を押すと前頁に戻ります。
SDカードはフォーマットされ、録画・再生が可能になります。

SDカードフォーマット

警告！
SDカードのデータ
消去します !

いいえ：EXIT　はい：ENTER

SDカードに録画する場合は、必ず本製品でフォーマットを行ってください。

本製品でフォーマットしないと

パソコンで再生できなかったり、

録画できない場合があります。



日付

　2016/04/09

　2016/04/10

　2016/04/11

　－－－－/－－/－－

　－－－－/－－/－－

ページ

時間 :

ファイル :251

17:54:53

ファイル　

　141

　254

　34

　0

　0

1/1　

検索 /再生

1. 検索 /再生
再生したい録画データを検索し再生します。

SDカードに保存されているデータは、左のアイコン (最古データ )から順番に並んでいます。

一番古いファイルにカーソルがある場合、左ボタンで一番新しいファイルに移動できます。

一番新しいファイルを再生し終わると、一番古いファイルの再生が始まります。

一番古いファイルを再生中に巻き戻しボタンを押すと、次に一番新しいファイルへ続きます。

再生中の早送り・巻き戻しは5段階倍速 (×2、×4、×8、×16、×32) が可能です。

再生を終了する時は、　　　「停止 /戻るボタン」を押してください。(次頁参照 )

⑴再生する日付を上下ボタン
　で選択 (→が移動します。）

録画ファイルなし

連続録画ファイル

手動録画ファイル

イベント録画設定ファイル

プリレコーディング
(イベント前記録時間設定中のみ
  イベント録画設定のアイコンの
  前に表示されます )
アラーム録画モード

⑵再生するファイル
　(□が移動します。）を、左右
　ボタンで選択後決定をする
　と再生開始

－録画ファイルアイコン－

カーソル

ファイルの録画開始時間
例 )イベント前記録時間
　　3秒に設定中

ファイルナンバーを表示

17:54:50
17:54:53

12

{ファイル数を表示
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◎再生について1◎
<本機で再生中の画面表示と操作方法>

OSDon/off

「検索 /再生」画面より再生したいデータ (日時 ) を選択すると再生が始まります。
　
◦再生中：再生が始まると「PLAY」が表示されます。

◦早送り再生：再生中に「▶▶」を押すと早送り再生になり「FORWARD(x2)」が表示されます。
　1回押すと (x2) になり、押す毎に (x4)(x8)(x16)(x32) と変わり、2、4、8、16、32倍速に
　なります。再生に戻るときは「>ll」を押します。

◦逆戻り再生：再生中に「◀◀」を押すと逆戻り再生 (巻戻 ) になり「REWIND(x2)」が表示されま
　す。1回押すと (x2) になり、押す毎に (x4)(x8)(x16)(x32) と変わり、2、4、8、16、32倍
　速になります。再生に戻るときは「>ll」を押します。

◦一時停止：再生中に「>ll」を押すと「PAUSE」が表示され、一時停止状態になります。
　再生に戻るときは再度「>ll」を押します。

◦コマ送り再生：「PAUSE」の状態で「▶▶」を押すと、「FORWARD STEP」が表示され、「▶▶」
　を押す毎に映像が1コマずつ進みます。「▶▶」を押し続けても同じようにコマ送りされます。
　再生に戻るときは「>ll」を押します。
　
◦コマ送り逆戻り再生：「PAUSE」の状態で「◀◀」を押すと、「REWIND STEP」が表示され、
　「◀◀」を押す毎に映像が1秒ずつ逆戻り再生されます。「◀◀」を押し続けると3倍速くらいの
　速さで巻き戻ります。)再生に戻るときは「>ll」を押します。
　
◦再生の停止：再生中に　　　を押すと再生は止まり、「検索 /再生」の前頁画面に戻ります。

※再生映像は、停止しない限り「検索 /再生」画面のリストの順番で繰り返し再生し続けます。

再生画面
2016/07/27　09:39:45　　　1920x1080(HQ)

　　　　　　　　　　　　　PLAY

年月日　時間　　録画解像度 (画質 )

　　　　　　　　

録画データ作成時の

PLAY
FORWARD(x2)
REWIND(x2)
PAUSE
FORWARD STEP
REWIND STEP



◎再生について2◎
<パソコンでの再生方法>

－パスワードを変更している場合－

パスワードを間違えると「OK」を押し
ても、再生できません。

－パスワード (0000) を変更していない場合－
※ファイル名は録画の日時になっています。
例 )20160707 145818MO

　　  年　 月 日　時  分 秒  イベント録画設定

MA: 手動録画　　　　 CO: 連続録画

PA: イベント前記録時間　　　MO:動体検知 (イベント録画設定 )

AL: アラーム録画 (イベント録画設定 )

14

録画停止を確認の上、SDカードを本体から抜いてください。
SDカードは、(上下を間違えないように )カードリーダ等でパソ
コンと接続します。
SDカードの中から、「DVH264」のフォルダーをWクリックし、
その中の1ファイルを選択し、Wクリックで開きます。パスワー
ドの変更をしていない場合は、「Windows Media Player」が
起動し、選択中の映像がご覧になれます。

再生前に「Windows Media Player」がインストールされていることをご確認ください。

付属の8cmCD-R もしくは、弊社ホームページ「http://n-sk.jp/」より「PC再生用ソフト」をインストールしてください。
・File Lister32:Windows XP(32bit)、Windows 7(32bit) 用再生ソフト
・File Lister64:Windows XP(64bit)、Windows 8(64bit) 用再生ソフト
ご使用のパソコンに搭載されているOSに合わせて、どちらかのソフトウェアを機動させてください。
※Readmeには上記OSの解説が記載されています。

SDカード内の「DVH264」のフォルダーを選択してください。
通常Windows8の場合、PC内のリムーバブルディスクにあります。(見つからない場合は、パソコンご購入店にご相談ください。)
各録画ファイルは3MB～100MBの容量で古い日時のファイルからリスト化されます。
再生したいファイルを選択するとファイルが青色になります。
画面右下の「PLAY」を選択します。
※パスワードが「0000( 初期設定値 )」の場合はそのまま再生が開始されます。

パスワード設定してある場合は、パスワード入力画面に、パスワードを入力し「OK」を
押します。

Media Player での再生画面として表示されます。
終了する場合は、映像右上の「X」で閉じてファイルリストに戻ります。それからファイルリストの画面で「Exit」を
選択して終了します。

「Play」を選択した時に、ご使用のパソコンにより動画ファイル (.m3u形式 ) をどのソフトウェアで開くかを聞く、
メッセージウインドウが開きます。
この場合、必ず「Windows Media Player」を選択してください。他のソフトウェアでは動画ファイルが開けません。

Password Check

Skip OK
□ apply the password to all files

Password

X

パスワードの変更方法はP20(8. 電源設定 )をご覧ください。

デスクトップに
置いてください。

FileLister

Play Exit

DVH264

20160726-174933MA.AVI

20160726-175116MA.AVI

AVI

AVI
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2. 日付・時間設定

年月日時分を現在に設定します。

⑴変更する項目を「上下ボタン」で選択 (□のカーソルが移動します。)※時間設定も「下ボタン」で「時」から「分」

　に移動し、「分」から「秒」に移動します。

⑵「左右ボタン」で日付のパターン、年 /月 /日、時 /分 /秒を変更します。

　(右で数値が上がり、左で数値が下がります。)

⑶設定終了後、　　　「キャンセル /停止ボタン」で前頁へ戻ります。

日付表示のパターンを変更します。
Y/M/D( 年 / 月 / 日 )⇄D/M/Y( 日 / 月 / 年 )⇄M/D/Y( 月 / 日 / 年 )

年設定：00 ⇄ 99(20XX年の下2桁を設定できます )

月設定：01 ⇄ 12(1 月～12月 )

日設定：01 ⇄ 31(1 日～31日 )

時設定：00 ⇄ 23(00時～23時 )
分設定：00 ⇄ 59(00分～59分 )
秒設定：00 ⇄ 59(00秒～59秒 )

データフォーマット：

年　　　設　　　定：

月　　　設　　　定：

日　　　設　　　定：

時  　間  　設　  定：

Y/M/D

16

04

11

13：40：19

日付・時間設定 カーソル

※「日付・時間設定」画面を表示している間は、時間が止まっています。
　必ず最後に設定内容と現時刻をご確認ください。

※本機内蔵のクロックは水晶発振子を使用している為、時間経過とともに、時計のくるいが生じます。
（電波時計の様に自動で時間合わせはしません。）従って、本設定によって、定期的な時計合わせを行って下さい。



動作検知エリア設定　　>

動作検知感度設定　　　>

動作検知設定

3. 動作検知設定
イベント録画設定の範囲と感度を設定します。

1) 動作検知エリア設定を選択すると下図が赤色の画面で表示されます。

「セル編集」：指定した場所のみ検知しないようにします。
　「上下左右ボタン」で動作検知をしない場所に移動し「決定ボタン」
　を押します。決定された場所は白いセルで表示されます。
　白いセルの上で「決定ボタン」を押すと赤いセルに戻ります。

※初期設定の赤い画面は、全検知を意味します。

カーソル
「上下ボタン」でカーソルを移動します。

「手動録画ボタン /モード変更ボタン」でモードを選択します。
「セル編集 (1マスずつ設定 )」→「ブロック消去 (複数消去 )」→「全て消去 (全エリア設定しない )」
→「ブロック追加 (複数エリア設定 )」→「全て追加 (全エリア設定 )」カーソルを移動します。

「決定ボタン」

動作検知エリア設定　　

モード：　　セル編集

モード変更：「録画」

「ブロック消去」：指定した場所のみ検知しないようにします。
　セル編集と違い複数のセルを一度に選択できます。
　「上下左右ボタン」で動作検知をしない場所に移動し「決定ボタン」
　を押すと水色のセルに変わります。この状態で「上下左右ボタン」を
　押すとブロック単位で選択できます。もう一度「決定ボタン」で確定
　すると選択された場所は白いブロックで表示されます。

動作検知エリア設定　　

モード：　　ブロック消去

モード変更：「録画」

設定終了後は　　　　「停止 /戻るボタン」を押して戻ります。

設定終了後は　　　　「停止 /戻るボタン」を押して戻ります。

2) 動作検知感度設定
動作検知感度を設定します。

現在撮影中の動く物体の動きの強さを表しています。

「右ボタン」で動作検知の感度を設定します。

　　　　「停止 /戻るボタン」で前頁へ戻ります。

※必ず設置前に感度を確認しながら設定してください。

動作検知基準をモーションエネルギーが超えた時、初めて動作検知
をします。モーションエネルギーで確認しながら動作検知感度を強
くする場合は、動作基準値の白色を多くし、動作検知感度を弱くす
る場合は、動作基準値の青色を多くします。

モーション感度　　

モーションエネルギー：

　　　動作検知基準値：

　　　基準値　R：　+
感度最大

リモコンの「右ボタン」
を押すと、このメモリが
変わります。

動作検知エリア内 (青 )
検知場所が赤く表示されます。

感度最小

16



4. 手動録画
手動録画の設定をします。

「1920x1080」⇄「1280x720」より解像度を設定します。

カーソルを「上下ボタン」で移動し、「左右ボタン」で設定します。

1秒間あたりのコマ数を「01」⇄「02」⇄「04」⇄「10」⇄「15」⇄「20」
⇄「25(1920x1080)」もしくは「30(1280x720)」
より設定します。数値が高いほど動画に近い速度になります。

「HIGH( 高 )」⇄「BASIC( 普 )」⇄「NORMAL( 中 )」より設定します。

「ON」⇄「OFF」より設定します。不要の場合は、OFFでご使用ください。

手動録画　

映像サイズ

フレームレイト

画質

音声

1920x1080

25FPS

HIGH

OFF

予約録画設定

予約： OFF
「予約」の「ON」⇄「OFF」を選択します。予約録画を設定したい時は、
必ず「ON」にしてください。

予約時間に連続録画をします。(1時間撮り続けます。)
( 連続録画中に「検索 /再生」画面に入ると、録画は止まります。)

予約時間にイベント録画設定をします。(イベント録画設定中に
「検索 /再生」画面に入ると、録画は止まります。)

アラーム録画モード：設定中は、画面左上に (M) が表示されます。
アラーム検出した時に録画をします。

予約した時間に録画しますが、動作の無い時は連続録画の設定
、動作の有る時は動作検知の設定になります。
優先順位：手動>アラーム>動体検知>連続

予約録画をしません。

5. 予約録画
予約録画の設定をします。未設定の場合、手動録画以外の録画はされません。

次ページの「イベント録画設定」で設定された内容の
「1920x1080」で25FPS、HQ( 高画質 ) が表示されています。

次ページの「イベント録画設定」で設定された内容の
「1920x1080」で25FPS、HQ( 高画質 ) が表示されています。

次ページの「連続録画」で設定された内容の
「1920x1080」で4FPS、HQ( 高画質 ) が表示されています。

「イベント録画設定」の詳細設定をします。

連動します。

「連続録画」の詳細設定をします。

※音声を「ON」に設定した場合のアイコンが　　　から　　　に変わります。

カーソルを「上下ボタン」で移動し、「左右ボタン」で設定します。

1時間単位でスケジュール録画の録画条件の設定を行います。

1) 予約設定

予約録画　

1920x1080

1920x1080

1920x1080

予約設定

イベント録画設定

連続録画

25FPS

25FPS

　　　　4FPS

　　　　>

　　　　>

　　　　>

00
01
02
03
04
05
ALL       NONE

06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

※　　や　　や　　や　　で予約設定するとリモコン
　の「停止 /戻るボタン」では止まりません。
解除する時は予約：「OFF」もしくは、現在時刻の所
を　　　に変更してください。

00時～23時まで、1時間単位で録画の予約設定ができます。
　　⇄　　⇄　　⇄　　⇄　　より設定します。(下図参照 )

17

( 初期値 )
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解像度を設定します。

1秒間あたりのコマ数を設定します。

画質を設定します。

ON/OFF より設定します。

動作を検知し始めてからの録画時間を「05秒」～「90秒」(5秒間隔 )より設定します。
※SDカードオプションの「最大ファイルサイズ」の設定によっては、ファイルがいくつか作成されます。

動作を検知前の録画時間を「0秒」～「10秒」より設定します。

イベント録画設定　

映像サイズ

フレームレイト

画質

音声

録画秒数

イベント前記録時間

：1920x1080

：25FPS

：HIGH

：ON

：10SEC

：10SEC

2) イベント録画設定

「手動録画」は、

リモコンの　　　を押すだけで録画が開始します。

録画を停止させる場合は　　　を押します。

解像度を設定します。

1秒間あたりのコマ数を設定します。

画質を設定します。

連続録画　

映像サイズ

フレームレイト

画質

音声

：1920x1080

：04FPS

：HIGH

：ON

3) 連続録画

◎録画について1◎
本機で設定できる録画モードは「手動録画」、「イベント録画設定」、「連続録画」の3種類です。

「イベント録画設定」は、予約録画をONに設定してご使用ください。

動作検知センサーにより、動きがあった時だけ録画をします。

または、アラームセンサーが働いた時だけ録画をします。

動きの少ない環境ではSDカードの使用量を抑えることが可能です。

「連続録画」は、予約録画をONに設定してご使用ください。

予約した画像を1時間単位で録画するため、容量の小さいSDカードでは、

短時間でいっぱいになってしまうため長時間の録画には適しません。

どうしても連続録画で撮りたい場合は、容量の多いSDカード使用したり、

解像度、画質、フレーム数を下げてご使用ください。

イベント録画設定

連続録画 ｝スケジュール中でも手動録画可



※　　や　　や　　や　　で予約設定するとリモコンの         「停止 /戻るボタン」では録画は止まりません。
解除する時は予約：「OFF」もしくは、時間の所を　　に変更してください。

◎録画について2◎

「イベント録画設定」や「連続録画」を停止する時は、

ここを「ON」から「OFF」に変更してください。

今は停止したいが、次の時間は予約録画をしたい

場合は、今現在の時間 (昼の12時なら「12」)

までカーソルを下げて、アイコンを　　　に変更

してください。

設定例：
2時、3時、13時、14時、16時は「イベント録画設定」設定。
1時、20時～22時は「連続録画」設定。
4時と9時はALL設定 (「イベント録画設定」もしくは「連続録画」での録画設定。)
午前0時、5時～8時、10時～12時、15時、17時～19時、23時は、
録画されない設定となっています。

予約録画設定

予約： ON

00
01
02
03
04
05
ALL       NONE

06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

6.SDカードオプション
SDカードの設定をします。

挿入しているSDカードの容量を表示しています。(未認識の場合は0MBと表示されます。)

挿入しているSDカードの残量を表示しています。(未認識の場合は0MBと表示されます。)

SDカードに作成する1ファイルのサイズを
「20MB」⇄「50MB」⇄「100MB」⇄「3MB」⇄「10MB」より選択します。

内のカーソルを「上下ボタン」で移動し、「左右ボタン」で選択します。
フォーマットはそのまま「決定ボタン」で次頁にすすみます。

「いいえ」の場合は「停止 /戻るボタン」を押すと前頁に戻ります。
「は　い」の場合は「決定ボタン」を押すと前頁に戻ります。データは消去されました。

SDカードの録画データを全て消去します。(下図参照 )

SDカードに録画できる残量が無くなった時に録画を停止するのか、一番古いファイルに
自動で上書きをしていくのかを「上書き」⇄「停止」より選択します。

SDカードオプション

ディスク容量　　　　    ：
ディスク残り容量　    　：

最大ファイルサイズ　　：
カードフル　　　　　　：
フォーマット　　　>

965MB
729MB

50MB
上書き

SDカードフォーマット

警告！
SDカードのデータ
消去します !

いいえ：EXIT　はい：ENTER

※

※ 最大ファイルサイズと録画可能時間
解像度1920x1080、25FPS、HIGH画質の場合、最大ファイルサイズ3MBで動きの少ない録画の場合は、
約20秒の録画が可能です。イベント録画設定の録画秒数を60秒にしている時は、3ファイル程作成されます。
撮影環境・暗視撮影など設定したファイルサイズにならない場合もあります。
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「いいえ」の場合は　　　　「停止 /戻るボタン」を押すと前頁に戻ります。

「は　い」の場合は　　　　「決定ボタン」を押すと前頁に戻ります。設定は初期化されました。

設定初期化

初期化しますか？

いいえ：EXIT　はい：ENTER

7. システム状況
バージョン情報と現在の設定状況が確認できます。

この録画機のバージョンを表示。

SDカードの設定内容を表示 (「上書き」もしくは「停止」)。

手動録画の設定内容を表示。

連続録画の設定内容を表示。

イベント録画設定の設定内容を表示。(モーション録画 )

イベント録画設定の設定内容を表示。(アラーム録画 )

システム状況

バージョン　　　：V2.0012
SDカードフル　：上書き

　1920x1080　25FPS
　1920x1080　25FPS
　1920x1080　25FPS
　1920x1080　04FPS

8. 電源設定
この録画機用メニューの言語、映像出力信号を設定します。(そのままご使用ください。)

メニュー表示の言語を「左右ボタン」で「日本語」⇄「英語」⇄「中国語」より選択できます。

映像出力信号を「左右ボタン」で「1080i60」⇄「720P60」⇄「720P30」⇄「1080P60」
⇄「1080P30」⇄「1080P50」⇄「1080P60」より選択できます。
※モニターによっては映像が表示されなくなります。初期設定のままご使用ください。

N.C.( ノーマルクローズ )か N.O.( ノーマルオープン )を選択します。

パスワードを入力しないと再生できないようにすることができます。

0 0 0 0 カーソルのある場所の数字を変更できます。　　　　0,9,8 ～ 1　　　　0,1,2,3 ～ 9　　　　 次の数字に移動

        「停止 /戻るボタン」を押して確定します。

※パスワードは0001～ 9999まで設定可能です。定期的に変更されることをお勧めします。また、忘れると見れなくなります。ご注意ください。

パスワードの変更方法

パソコンでの再生方法は、P14をご覧ください。

電源オン設定

言語　　　　　：日本語

テレビ出力　　：1080i60

パスワード　　：００００

アラーム入力　：N.O.

9. 設定初期化
この録画機で設定した内容を全て初期化して、出荷状態に戻します。
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「RET⏎」(前の設定画面に戻る )

⇄　「SAVE&END⏎」(保存して終了 )

株式会社ＮＳＫ
〒461-0043 名古屋市東区大幸 1丁目 10-15

弊社 HP：http://www.n-sk.jp

お問合せ Mail：hp@nsk-sec.co.jp

保　証　書
株式会社NSKは、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けてお
ります。
本製品は人命にかかわる医療機器等の用途には使用しないでください。
高い信頼性が求められる用途に使用する場合はシステムの故障等の処置に万全を期
してください。
その場合、その結果に対しての損害賠償責任について弊社は負担いたしません。
本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保障期間内に故
障・不具合が発生した場合、本保障規定に基づき無償修理・交換対応を行います。
ただし、次のような場合には保障期間内であっても有償修理となります。
(修理を依頼される場合の往復の送料はお客様のご負担となります)
1.本保証書がない場合

2.本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店の印字等の記入がない場合、または購
入先や購入日が改ざんされている場合
注：太字及び※印の項目は必ず記入願います。

3.取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障および損傷である場合

4.ご購入後の輸送・移動・移設・落下による故障および損傷

5.火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびそのほかの天変地異など
、外部に原因がある故障および損傷である場

6.他の機器との接続に起因する故障・損傷である場合

■電源は家庭用AC100V(50Hz/60Hz)のコンセント以外で使用しないでください。また、タ
コ足配線はしないでください。火災、感電の原因となります。
■必ず付属のACアダプターを使用してください。
■ACアダプターのコードを傷つけたり、破損させたり加工したりしないでください。
　重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると、コードを傷め、火災・感電
の原因となります。
■ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがありま
す。
■万一、発熱していたり、煙が出ている、異臭がするなどの異常があるときは使用しな
いでください。異常状態のまま使用すると、火災･感電の原因となります。すぐにACアダ
プターをコンセントから抜いてください。
■動作環境範囲外で機器をご利用にならないでください。
■本機を改造あるいは、分解しないでください。火災・感電の原因となります。
　また、内部には電圧の高い部分があり、感電の恐れがあります。
■長期間使用されないときは、安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いておい
てください。
■落雷の恐れがある場合は、すみやかに本機を停止させ、コンセントからACアダプター
を抜いてください。(停電時のブレーカーの入切りによる突入電流が原因で機器が故障
する場合があります。)
■本機を次のような場所での使用や保管はしないでください。
　●直射日光のあたる場所　●特に高温低温になる場所　●温度変化の激しい場所　
　●振動の多い場所　●油煙、湯気、湿気があたる場所　●静電気が多く発生する場所
　●強い磁気や電磁波が発生する装置(発電機やアンプ)が近くにある場所
　●機器の仕様に合わない不安定な場所や、落下の危険がある場所
■本機を移動、移設させる場合は、ACアダプターをコンセントから抜き通電停止の状態
になってから配線を抜いて下さい。
■金融機器、医療機器など人命に直接または間接的に関わるシステムなど、高い安全
性が要求される用途には使用しないでください。

■湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災･感電の原因となることがありま
す。　
■本機の通風孔をふさがないでください。
内部に熱がこもり、機器の不良や火災の原因となることがあります。
内蔵の記憶媒体は高温に弱い場合もあるため、適度な換気が必要です。
■3年に一度を目安に内部の清掃や稼働点検を販売店に依頼してください。
なお、内部清掃点検費用については、販売店にご相談ください。
■主に録画装置に使用している記録媒体としてのハードディスクは、永久的に使用可能
な媒体ではありません(消耗品扱いとなります)。
次の留意点踏まえたうえでご使用ください。
●衝撃、振動をあたえないでください。
●電源の入切りを頻繁に行わないでください。
●推奨環境：周辺温度25℃以下
●稼働時間18,000時間を超えた場合は交換を推奨します。
●録画データや運用設定などは必要に応じてバックアップをおこなってください。
■本機の利用に際し、故障や誤動作、不具合などによってデータの消失などの障害が
発生しても、弊社では保証しかねることをあらかじめご了承ください。

■初期不良交換、修理の手続き
●保証期間発生日より1ヵ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象と
なります。
●お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場
合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。
(送料については弊社負担とさせていただきます)
ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不
良交換サービス対象とはなりません。
また、当サービスをご利用いただくには、お買い上げ商品のすべての付属品が揃ってい
ることが条件となります。
●弊社では、出張修理あるいは不具合原因の現地調査は行っておりません。
●弊社ではセンドバック(先に修理依頼品または不具合品をお送りいただき、弊社より修
理完了品または初期不良交換品をご返却する)方式でのみ、対応を行っております。
●修理費用については販売代理店や購入店を通しての対応となります。

■ご注意

●本機の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による
妨害行行為などの
要因によって、通信、撮影、録画機会を逃したために生じた経済損失につきましては、
当社は一切その責任を負いかねます。

●通信、録画内容や保持情報漏えい、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害に
つきましては、当社は一切その責任を負いかねます。

●本機のパッケージ等に記載されている機能、性能値は当社試験環境下での参考測
定値であり、お客様環境下での性能を保障するものではありません。
また、バージョンアップ等により予告なく性能が上下することがありす。

●ハードウェア、ソフトウェア(ファームウェア)、外観に関しては将来予告なく変更される
ことがあります。

●ソフトウェア(ファームウェア)、更新ファイル公開を通じた修正や機能は、お客様サー
ビスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切
ありません。

●一般的にインターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必
要となります。

●通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末の台数、機能、回線の使用率などに
ついて設定を行っている場合がありますので、通信事業者と端末機器の導入に際して
契約内容などをご確認ください。このため弊社機器はすべての公衆網との接続を保障
するものではありません。
通信事業者側の環境においては通信機能を有効にできない場合もありますのでご了承
ください。

●公衆網に関連してDDNSサーバーのサービスを利用できる機器については、サーバ
ーの臨時メンテナンスや、サーバー設備の障害、やむをえない事情によるサービス提供
の停止、などの理由によりサービスを継続的に提供できない場合もありますので、あら
かじめご了承願います。

●本機を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

●本機及び弊社製品は日本国内での利用可能な製品であるため、別途定める保証規
定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。
また、ご利用の際は各地域の法令や政令、ガイドラインなどに従ってください。

■免責事項

●お客様が購入された製品の使用において、録画映像の流出や、不法行為に基づく損
害賠償責任は、弊社では一切責任を負いません。

●お客様および第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生に
つきましては、弊社では一切責任を負いません。

●製品の使用および不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断およ
び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化・消失、また建物の現状復帰や取り外し施
工についての費用・損失)につきましては、弊社では一切責任を負いません。

●製品の装着することによりほかの機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品
以外についての修理費等は一切保障いたしません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in japan.

！　録画機についての注意

！　注意

製品保証書

※保証期間

※製造番号
シリアル NO.

製品型番

お客様

連絡先

ご購入

代理店様

所在地

お名前

ご住所

ご購入日　　  　　年　　　　月　　　　日　　より 1 年間

NS-SD33AHR

見本




