
QGIPC022301

同梱品 /各部の名称 ………………………………………………… P.1

設置の方法 …………………………………………………………… P.2

接続の方法 …………………………………………………………… P.3

設定PCの IPアドレス設定 ………………………………………… P.4

IPカメラのアクティベート設定 …………………………………… P.5

IPカメラへのアクセス ……………………………………………… P.7

ウェブブラウザ画面 ………………………………………………… P.9

PCやスマホから遠隔監視の設定…………………………………… P.13

安全上のご注意 ……………………………………………………… P.18



/18 

PoE給電されない場合は、電源端子（φ5.5x2.1㎜プラグ）より、
別売のACアダプタを使用ください。

マイクロSDカードスロット、リセットボタン
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PCと１対１での接続
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IPカメラのアクティベート設定

SADPツールで、パスワードを設定して、アクティベート（有効化）を行います。

1. IPカメラをネットワークケーブルで、ネットワークに接続します。

2. 同じネットワークに接続されているPCからSADPツールを実行し、ネットワーク上のデバイスを

検索します。ネットワークに接続されているデバイスが表示されます。

3. Inactive とが表示されているデバイスを選択し、リスト左端の □ をチェックします。

PCのIPアドレスを設定後にSADPツールを起動してください。設定が反映されない場合があります。
また、直接ブラウザのアドレス欄に　192.168.1.64を入力することで設定も可能です。
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7. IPカメラの左側をチェック し、Modify Network Parameters でIPアドレスを設定します。
IPカメラのIPアドレスをご使用のPCと同じサブネットにする必要があり、手動で変更するか
自動的に取得する場合は、 □ Enable DHCP を チェック します。
パスワードを入力し、Modify をクリックし確定します。
Refresh をクリックし、リストを更新すると付与された
IPアドレスが表示されます。
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4.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3.Guading Visionアプリ
を起動します。最初に
地域を選択します。

QRコードがスキャン
されるとデバイスの種
類の選択になりますの
でカメラ（有線）を選
択します。

カメラをネットワーク
に接続されていること
を確認し、接続済みを
タップします。

デバイスの認証コード
を求められましたら、
カメラをアクティベー
ションした時のパス
ワードを入力ください。

追加されるとかカメラ
の品番とシリアル番号
が表示されますので確
認ください。

登録を終えるとデバイ
スの追加画面になりま
すので中央の　　を
タップするとQRコー
ドのスキャン画面にな
ります。

カメラ本体のラベルに
あるQRコードをス
キャンします。

メールアドレスまたは
電話番号とパスワード
で、アカウントを登録
します。
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ホーム画面右上の　　を
タップし、選択バーから
QRコードスキャンを
タップします。

前ページの 4. のQRコー
ドスキャン画面が開きま
すので、以後同様の手順
です。

QRコードスキャン画面の右上の　　　をタッ
プします。

または、 ホーム画面右上の　  をタップし、手
動追加 をタップします。

シリアル番号を入力し、画面右上の　　　を
タップします。

前ページの 5. のデバイスの種類の選択画面が
開きますので、以後同様の手順です。
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映像の確認

画像のキャプチャー（シャッター釦）※1

録画のスタート・ストップ※1

音声のオン・オフ

デバイスの選択 その他※2

画質の変更

ライブ映像の
再生・停止

画像の
反転

再生映像

ホーム画面左上の　　　をタッチすれば、録画された再生映像
を確認できます。再生したいカメラやDVRをタップして選択し、
再生開始をタップします。

再生日の選択 クリップ
表示へ

タイムバー表示 クリップ表示

再生したい時間
のところに移動
します

再生したい
クリップを
タップします。

ツールバー※2
スライドすると
すべてのアイコンを確認出来ます。

スライドすると
すべてのアイコンを確認出来ます。

ここからでも再生できます

タイムバー
表示へ

デジタルズーム
（x2、x4、x8押すごとに切り替え）

デバイスの画像を
タッチすれば、
ライブ映像が確認
できます。

ライブ映像

※2ツールバー

ウインドウの分割

※1

（※1）スマートフォンの写真フォルダに保存されます。カメラのマイクロSDカードへの操作ではありません。
（※2）機種により表示が異なります。対応していない操作もあります。

再生したい
日時を
設定します。
（再生画面でも
選択できます）

ダウンロード（アプリに保存）

再生スピード (x1/8～x8）

再生画面の一時停止・再生

画像のキャプチャー（シャッター釦）

録画のスタート・ストップ※1

4画面切り替え

デジタルズーム（x2、x4、x8押すごとに切り替え）

音声のオン・オフ

ノイズリダクションレベル（０～５）
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上記、再生画面で、保存したいクリップを選択します。ツールバーの

ダウンロードをタッチし、ダウンロード画面の をタップします。

スマートフォンにビデオファイルをダウンロードするには

詳細

ファイルは、
GardingVisionアプリの
写真と動画に保存されます。

/18 

この画面がポップアップした場合は、ダウン
ロードをタップするとスマートフォンの写真
フォルダに保存されます。

保存したファイルは、詳細→ 写真と動画で確認できます。
取り出すには、クリップをタップし、下部の保存をタップします。

　　保存をタップすると
スマートフォンの
写真フォルダに保存されます。
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お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

警告

注意

誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの

誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

一般的な
注意事項 接触禁止 指示を

守る
水ぬれ
禁止

一般的な
禁止事項

ぬれ手
禁止

機器の
分解禁止

次の場所に設置しない

◇強度の不足する場所、不安定な場所
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

◇人や車両の通行の妨げになる場所
ぶつかったり、接触してけがや破損の
原因となります。
◇直射日光の当たる場所、熱器具の付近や
　高温になる場所、湿気やホコリの多い所
火災や感電、故障の原因となります。
◇塩害や腐食性ガスが発生する場所
取付部が劣化し、落下によるけがや事故、
故障の原因となります。

◇可燃性ガスの雰囲気中
爆発によるけがの原因となります。

異常があるときは、
すぐに使用をやめる
次のような異常時は、放置せずに電源を
切り、販売店・工事店に連絡してください。
◇煙がでる、においがする
◇内部に水や物が入った
◇画面が映らない
◇接続ケーブルや外部が劣化
　火災、感電、けが、故障の原因となります。

工事に関しては工事店などに依頼する
工事には技術と経験が必要です。
お買い上げの販売店や工事店にご依頼ください。
火災、感電、けが、故障の原因となります。

定期的に点検する

取り付けがゆるんだり、取付装置やネジ
がさびると、落下による破損、けがの原因となります。

指定以外の機器・アクセサ
リーは使用しない
指定品を確かめ、使用機器の取扱説明書もよく
お読みください。
性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原
因となります。

結露した状態で使用しない
故障の原因となります。
電源を止め、結露がとれた後に電源供給し直し
てください。

設置、点検時は次のことに注意する
◇設置・配線・点検時は電源を切ってから
　行なってください。
感電やショート・誤配線による火災の原因と
なります。
◇足場と安全を確保し、強風、雨、嵐、雪、霧
などの天候が悪い日や暗い所では、危険
ですから設置工事や点検をしないでく
ださい。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

◇本体や部品、工具類を落としたり、強い
衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。
◇ケーブル類は正しく配置してください。
引っ掛けると落下や転倒によるけがや故障の
原因となります。
◇組み立てや取り付けのネジやボルトは、
締め付け力（トルク）指定がある場合は
その力（トルク）で締め付け、堅固に固定
してください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

◇台風の後や積雪の後などは、取付装置に
緩みや異常が生じることがあります。
点検はお買い上げの販売店または工事店にご
相談ください。
そのままにすると破損して、けがや故障の原因
となります。
◇カメラや取付装置などに乗ったり、無理
な力を加えないでください。
落ちたりして、破損、けがの原因となります。

無理な力を加えたり傷つけない
接続ケーブルなどを傷つけたり、加工し
たり、無理に曲げたり、ねじったり、重いも
のをのせたり、加熱したり（熱器具に近づ
けたり）、引っぱったりしないでください。
電源ケーブル、LANケーブルなどが傷んだとき
は（心線の露出、断線など）お買い上げの販売店
もしくは工事店に交換をご依頼ください。そのま
ま使用すると火災・感電などの原因となります。

ぬれた手でさわらない
感電の原因となります。

分解や改造はしない
内部の分解、改造や修理はしないでくだ
さい。故障の原因となります。
内部の点検・調整・修理は、販売店にご相談く
ださい。

雷が鳴り出したら本機や接
続ケーブルに触れない
感電の原因となります。

安 全 上 の ご 注 意

指定の電源電圧で使用する

火災や感電の原因となります。

ACアダプタ電源使用の場合は必ず
DC12Vで使用してください。


