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1TB対応無線4CH録画装置  
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1 ハードディスクの取り付け説明 

 

1 図のようにハードディスクラックを矢印の方向へ引いて頂き 

ハードディスクラックを取り外します。 

2 ハードディスクを挿入します。 

※ハードディスクは 500GB 以上のハードディスクをご利用ください。 

500GB 以下の場合認識をしない恐れがあります。 

 

矢印の方向へハードディスクをスライドさせ電源、データコネクタへ接続してください。 



 

3 しっかりハードディスクがコネクタへ挿入されましたら 

固定用ネジでハードディスクを固定します。 

 

4 ハードディスクラックを本体に取り付けます 

図のようにしっかりとハードディスクが本体に挿入されているかをご確認ください。 

（ハードディスクラックがずれていますとハードディスクを認識致しません） 

取り付けが完了しましたらハードディスクのフォーマットを行ってください。 

ハードディスクのフォーマットは 10 ページハードディスクのフォーマットの項目を 

ご参照ください。 



2 電源オン 

 

アダプターを差し込み、電源スイッチを「○」から「－」に変え 

録画装置を立ち上げます。 

 

フォーマット中に電源を落とさないようご注意ください、 

不具合、故障の原因となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 リモコンキーの説明 

 

 

 

◄◄ 巻き戻し 再生中×2 ×4 ×8 倍速 巻き戻しを行います。 

 
メニュー/ESC キー メニューの表示/キャンセルキー 

▲◄▼► カーソル移動キー メニュー設定項目のカーソル移動 

 1 画面表示 4 画面を指定のチェンネルのみの表示にします 

►║ 再生/一時停止 録画した映像を再生/一時停止を行います。 

■ 停止 再生中の映像を停止します。 

►► 早送り 再生中 2× 4× 8× 倍速再生を行います。 

● 手動録画/録画停止 手動録画を開始します/手動録画を停止します。 

 4 画面表示 1 画面表示から 4 画面表示に切り替えます。 

 エンターキー 設定を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 フロントパネルキーの説明 

 

 

 1 画面表示 4 画面を指定のチェンネルのみの表示にします 

 4 画面表示 1 画面表示から 4 画面表示に切り替えます。 

 
メニュー/ESC キー メニューの表示/キャンセルキー 

◄◄ 巻き戻し 再生中×2 ×4 ×8 倍速 巻き戻しを行います。 

►/║ 再生/一時停止 録画した映像を再生/一時停止を行います。 

►► 早送り 再生中 2× 4× 8× 倍速再生を行います。 

■ 停止 再生中の映像を停止します。 

● 手動録画/録画停止 手動録画を開始します/手動録画を停止します。 

▲◄▼► カーソル移動キー メニュー設定項目のカーソル移動 

 エンターキー 設定を決定します。 

 

5 マウス操作 

マウスを録画装置の後部のＵＳＢ端子に接続します。 

左クリック 決定キー 

左ダブルクリック 1 画面表示/4 画面表示 

右クリック ハードディスクの容量 時間等 表示 

右ダブルクリック メニューバーの表示 

 

 

 

 

 

 

 



6 バックパネルの説明 

 

① アンテナ差込コネクタ 付属のアンテナを取り付けます。 

② USB マウス、USB メモリー等を挿入できます。 

③ 有線/無線切り替え 有線と無線の切り替えスイッチです。 

④ 映像入力端子 有線カメラを使用する場合に映像ケーブルを接続します。 

⑤ 映像出力 モニターへ映像ケーブルを使い映像を出力します。 

⑥ VGA 端子 パソコンのモニター等 VGA 端子にて映像を出力します。 

⑦ LAN ポート インターネットに接続する際に LAN ケーブルを接続します。 

⑧ 電源 「○」から「－」に変え録画装置を立ち上げます。 

⑨ アラーム/PTZ 接続  外部アラームや PTZ 対応カメラを操作を行う際に接続します。  

⑩ AC 電源口 付属の AC アダプターを接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 画面メニュー説明 

 

 

 

① システム設定 システムの設定メニューに入ります。 

② 再生 録画した映像の再生検索メニューを表示します 

③ 手動録画 手動録画を開始/停止を行います。 

④ 消音 ON/OFF システム音の ON/OFF を行います。  

⑤ ロック パスワードを設定した際にキーロックをかけます。 

⑥ PTZ カメラ PTZ カメラをご使用の場合の操作を行います。 

⑦ オートシーケンス オートシーケンス（自動チャンネル切り替え）の ON/OFF 

⑧ 拡大 画面の一部を拡大します。 

⑨ 次の項目へ 次の項目へ移ります。 

⑩ 録画 録画中の表示マークとなります。 

⑪ モーション検知 モーション感知した場合表示されます。 

⑫ 2 画面表示 1 画面の中に小さく他のチャンネルを表示します 

⑬ 3 画面表示 1 画面の中に小さく他のチャンネルを 2 チャンネル表示します。 

⑭ 操作切り替え モニターとVGA モニターの 2 台のモニターを使用の場合通常のモニタ

ーと VGA モニターの操作を切り替えを行います。※ 

※ご注意ください。 

VGA 操作切り替えにした場合 VGA 画面のみの操作しかできなくなります。 

VGA モニターをお持ちでない方は VGA 切り替えをしないでください。 

 



8 録画開始前の設定 

 

ハードディスクのフォーマット 

商品がお手元に届きましたらハードディスクを取り付けます。 

（1 ハードディスクの取り付け説明をご参照ください） 

※ハードディスクは付属品には含まれません、別途ご用意が必要となります。 

次にハードディスクのフォーマットを行い、正常に録画をできるようにいたします。 

リモコン、マウス、パネル操作より画面上にメニューバーを表示させます。 

 

システムセッティングを選択しメニューへ入ります。 

 

HDD を選択します。 

 

 



 

①のFORMATにチェックを入れ②のHDDを押してハードディスクのフォーマットを行い

ます。 

Finished formatting の表示がでればフォーマット完了となります。 

設定完了後 ③（設定の保存）をして設定を録画機に反映させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ブザー音の ON/OFF 

初期設定ではデフォルトで動きを感知した場合にブザー音が鳴るように 

設定が行われております。 

ブザー音のオフは次の手順で解除をすることができます。 

 

ALARM より ALARM の項目（赤枠で囲っている場所）を選択します。 

 

BUZZER を OFF にします。 

設定完了後  （設定の保存）をして設定を録画機に反映させます。 

 

 



時間の設定 

録画装置の時間設定を行います。 

 

SYSTEM より TIME の項目を選択します。  

 

DATE FORMAT・・・MM（月）/DD（日）/YY（西暦）の表示順を設定します。  

DATE・・・システム表示の年月日を設定します。  

TIME FORMAT・・・24 時間表示が 12 時間表示かを選択します 

TIME・・・時間設定を行います。  

DST・・・サマータイム（夏時間）の設定のを行います 

設定完了後 （設定の保存）をして設定を録画機に反映させます。 

 



9 録画の設定 

映像の録画設定を行います。 

 

システムセッティングを選択しメニューへ入ります。 

 

RECORD 設定 

CHANNEL(チャンネル) 

設定を行うチャンネルを設定します 

RECORD（レコード） 

録画を有効（ENABLE）にするか無効（DISABLE）にするかを選択します。 

BITRATE（ビットレート） 

録画の画質になります、良い（GOOD）>普通（NOMAL）>低い（LOW） 

画質が良い程容量を多く取り録画時間が短くなります。 

RESOLUTION（レゾリューション） 

録画の解像度（大きさ）になります D1＞HD1>CIF の順に画像を大きく録画します。  

バックアップデーターより再生時に大きく録画した映像は大きく表示されます。 

画像を大きく録画する程容量を多く取り録画時間は短くなります。また D1 画質の場合 FRAMERATE 値

が少なくなります。（4CH 全て D1 の場合最大 54 フレームまで） 

FRAMERATE（フレームレート） 

0～30 フレームの設定を行うことができます、フレーム数が多いほど滑らかな動きを再現することができ

ますフレーム数が少ないとカクカクした映像の録画となります。 

AUDIO、PACKTIME 

使用しません。 

設定完了後    （設定の保存）をして設定を録画機に反映させます。 



RECORD MODE 

スケジュール録画（SCHEDULE） 連続録画（ALWAYS）を選択します。 

 

スケジュール設定 

 

スケジュール設定を行う CHANNEL（チャンネル）を選択します 

1~4CH ALL 

ALL を設定しますと全部のチャンネルに月曜日～日曜日までの設定が反映されます。 

ALARM（動体検知） NORMAL（通常録画） NO RECORD（録画なし） 

を選びチェックを入れます。 

曜日と時間ごとに設定を行っていきます。 

 

例）図の設定の場合月曜日の 0 時から朝 6 時までは動き感知の設定で 6 時から 16 時までは 

通常の録画、16 時から翌日火曜日の朝 6 時までは動き感知の設定となります。 

水曜日は全く録画を致しません。 

この様にシーンごとにスケジュールを設定して頂くことが可能です。 

 

設定完了後  （設定の保存）をして設定を録画機に反映させます。 

 

 

 

 



動体検知の設定 

動体検知の設定を行います。 

 

ALARM より MOTION を選択します。 

 

CHANNEL 

設定を行うチェンネルを選択します。 

SWITCH 

モーション検知の ON/OFF を行います。  

SENSITIVITY 

モーションの感度の設定を行います。 

HIGHEST＞HIGH＞MEDIUM＞LOW の順に感度が高くなります。 

虫やノイズにモーションが反応してしまう場合感度を下げてご利用ください。 



MD AREA 

モーションの感知エリアを設定します。 

 

図のように動き感知を設定したい場所を青で塗りつぶします 

モーションの録画を有効にする場合は 15 ページスケジュール設定より 

アラーム録画のスケジュール設定を行う必要があります。 

 

設定完了後  （設定の保存）をして設定を録画機に反映させます。 

 

手動録画 

モーションの設定と録画をしないスケジュール設定時 

●を押すことで手動で録画の開始/停止を行うことができます。 

画面内に●が表示され録画を開始します。 

 

連続録画設定時は使用することができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 録画した映像を再生する 

 

検索メニューの表示 

録画した映像の検索を行います 

 

PLAY を選択し検索画面に入ります。 

 

①CHN・・チャンネル 

②TIME・・検索する時間  

③検索開始ボタン 

④再生ボタン 

⑤月（英語表記） 

⑥日 

⑦日 

⑧時間 

⑨選択した、日付の録画データーをリストで表示します 

⑩システムログの表示 

 



映像の再生 

⑥の赤くなっている日付が録画のある日付となります。 

⑥を選択し次に⑧の時間を選択することで映像の再生を行うことができます。 

 

モードごとの詳細の再生 

⑨の LISTING をクリックします 

 

選択した日付の録画データー一覧が表示されます。 

最大 6 項目のデーターが表示されます。 

 

⑦のボタンで一番最初のページを表示します 

⑥のボタンで前のページを表示します。 

⑤のボタンで次の 6 つ目以降のデーター表示を行います 

④のボタンで最後のデーター6 件を表示します 

③のボタンで全てのファイルを選択します 

②のボタンで全てのファイルの解除と選択を行います 

 

TYPE を選択することで通常録画（NORMAL）とモーション録画（ALARM）の絞り込みを行

うことができます。 

時間を選択し再生をすることができます。 

 

 

 



バックアップ 

USB 端子に USB フラッシュメモリーを挿入します。SELECT のチェックボックスに 

バックアップを取りたいデータファイルをチェックをいれます。 

①のバックアップボタンで選択したデーターファイルを USB メモリーに移すことができます。 

バックアップデーターは AVI ファイルデータで保存されますので 

パソコン等で再生を行うことができます。 

 


