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内容物 
・ カメラ（1） 
・ モニター（1） 
・ A/V (オーディオ/ビデオ)ケーブル（ミニ-RCA またはミニ-Scart） 
・ 取付クリップ（1） 
・ 取付ネジ、ボードプラグ 
・ スタンド（1） 
・ ユーザーマニュアル（1） 
 
図面とクイックガイド 
 
製品見取り図 

 

モニター（Fig.1） 
1. アンテナ 



2. 液晶画面 
3. 電池充電インジケーターLED 
4. チャンネル・インジケーターLED 
5. CH:チャンネル選択ボタン（参照：カメラ及びモニターは同じチャンネルに設定する必要

があります） 
6. VOX：自動音声スイッチボタン及び VOX インジケーターLED 
7. 設定調整ボタン 
8. モード選択ボタン 
9. 電源/音量コントロール 
10. 電源アダプター差込口 
11. フック 
12. VOX レベル：音声感度調整 
13. 電池ボックス 

14. A/V 出力: A/V 外部出力 

 
 
カメラ（Fig.2） 
 

 
 
 



 

セットアップ 
① カメラのセットアップ 
1.1 電源 
 
 カメラは単三電池 3 本（充電式ニッケル電池またはアルカリ電池）または AC アダプター

を使用してください。（Fig 3 参照） 
 
電池 
1. カメラの背面にある電池ボックスのカバーを開けてください。（Fig 3 参照） 
2. 単三電池を入れ、プラス端子とマイナス端子が中の図と同じになるようにしっかりとは

め込んでください。（Fig. 3 参照） 
3. 電池ボックスのカバーを閉じ、しっかりとロックされていることを確認してください。 
注意 1：古い電池と新しい電池を一緒にしないでください。 
注意 2：長時間使用しない時は、カメラから電池を取り出してください。 
4. カメラの電源を入れるには、電源スイッチを押してください。LED 電源スイッチが光

ります。（Fig 3 参照） 
 
コンセント接続 
1. コンセントに電源アダプターの末端部分を差込み、もう一方はカメラの下の部分に差し

込んでください。（Fig 4 参照） 
2. カメラの電源を入れるには、電源スイッチを押してください。LED 電源スイッチが光り



ます。 
 

 
 
1.2 チャンネルの設定 
スライドスイッチをスライドさせ、チャンネルを選択してください。（Fig. 4 参照） 
参照：カメラとモニターは同じチャンネルを選択してください。 
 

 
1.3  微調整 
適度な場所にカメラを置き、レンズを撮りたい位置に向け、レンズ上部を回転させ角度を

調整します。（Fig. 5 参照） 
 
1.4 カメラを壁に取付ける 



 
参照：モニター受信はカメラを設置する前にテストする必要があります。モニター上の受

信テストの際は、位置を決めた場所の壁を背にして他の人にカメラを持ってもらってくだ

さい。障害または他に問題が発生した場合はトラブルシューティングの項目を参照してく

ださい。カメラの取付は、決めた場所ではなく室内の別の場所に設置する必要がある場合

もあります。 
 

 
1. カメラの取付け位置に 52mm の穴を二箇所、ドリルで図のように離してあけます。 
（Fig 6 参照） 
2. ボードプラグと付属の取付ネジで付属の取付クリップを壁に固定してください。 
3. 取付クリップ上の金具がカメラ裏側のフックとそろうように取付クリップの反対側にカ

メラを置いてください。金具がカットアウト・チャンネルの中にスライドできるようにカ

メラを下に動かしてください。（Fig. 7 参照） 
 
1.5 暗視 
このカメラは暗い場所でも鮮明に画像をとらえる高強度 9LED を使用しています。内蔵の

画像センサーが周囲の明るさが暗いと測定すると LED が自動起動します。 
 
②モニターのセットアップ 



 

 
2.1 電源 
モニターは単三電池（ニッケル推奨）または AC アダプターが使用できます。 
 
電池の取り扱い方 
 
1. モニター背面の電池ボックスカバーを開けてください。(Fig.9. 参照） 
2. 単三電池を入れてください。その時、プラス端子とマイナス端子の端が電池ボックス内

の図の方向と同じになっていることを確認してください。（Fig. 9 参照 ） 
3. 電池ボックスカバーを閉めてください。カバーがしっかりとロックされてあることを確



認してください。 
注意 1 : 古い電池と新しい電池を一緒に入れないでください。 
注意 2 : 長期間使用しない場合は使用後はカメラから電池を出してください。 
 
4. モニターの電源を入れてください。チャンネル 1 のインジケーターの LED が光ります。

CH ボタンを押してカメラと同じチャンネルを設定してください。（Fig. 9 参照） 
5. 音声を適度な音量に調整してください。 
 
電池を充電する 
 
モニターの電池ボックスは電池を充電するために使用されます。（充電式ニッケル電池の

み） 
 
1. モニター背面の電池ボックスを開けてください。 
2. 充電式ニッケル電池を入れてください。その時、プラス端子とマイナス端子の端が電池

ボックス内の図の方向と同じになっていることを確認してください。 
3. 電池ボックスカバーを閉めてください。カバーがしっかりとロックされてあることを確

認してください。 
4. 壁のコンセントに電源アダプターの端を、もう片方はモニターソケットが"DC IN"と書

かれた側に差し込んでください。 
5. 充電が始まると赤い電池充電インジケーターLED が光ります。 
6. 充電が終了すると赤い LED が消えます。 
 
注意 1: モニターの充電システムにはニッケル充電式電池のみが充電できます。電池のタ

イプを間違って使用すると爆発する恐れがあります。 
注意 2: 電池は充電式のものでなければなりません。 
注意 3: 再充電の必要がある場合は、電池充電インジケーターLED が緑色に光ります。 
注意 4:間違ったタイプの電池を使用した場合、電池充電インジケーターLED が赤色に光り

ます。 
 
コンセント接続 
 
1. 壁のコンセントに電源アダプターの端を、もう片方はモニターの背面に差し込んでくだ

さい。（Fig9. 参照） 
注意: モニターにある電源アダプターのみを使用してください。 
2. モニターの電源を入れてください。チャンネル 1 が光ります。CH ボタンを押してカメ



ラと同じチャンネルを設定してください（Fig.9 参照） 
3. 音声を適度な音量に調整してください。 
 

 
 
 
2.2 VCR に録画する 
1.モニターには録画用 VCR に接続するための AV（オーディオ/ビデオ）出力ジャックがあ

ります。 
2. モニター背面の AV ジャックに付属の AV ケーブルのミニプラグを接続してください。

ケーブルのもう片方の端を"LINE OUT"とある AV 部品の AV ジャック（または Scart コネ

クター）に接続してください。 
（Fig. 10 参照） 



 
2.3 音声作動モード機能（Auto モード） 
音声作動モードはモニター始動時にオーディオレベルを設定できます。音声作動機能を使

用するには次のステップに従ってください。 
 
1. 適度な音量にするために、モニターの感度調整を設定します。 
注意: 0 は最低限の感度です。9 は最高感度です。 
2. モニター前面の VOX ボタンを押してください。そうするとディスプレイの電源が切れ

ますが、チャンネルインジケーターLED はまだオンになっています。（Fig. 11 参照） 
3. カメラ側のサウンドレベルが設定レベルに達すると、ディスプレイの電源が自動的につ

きます。30 秒後に再度電源が消えます。 
 
注意: VOX モードでは、モニターは一度にカメラからの信号入力のみを検知します。 
 
2.4 モニターの配置 
 
壁に取付 
 
1. モニターの取付位置にドリルで 52mm の穴を離して 2 個あけます。（Fig.6 参照） 
2. マソンリープラグと付属の取付ネジで付属の取付クリップを壁に固定してください。 
3. 取付クリップ上の金具がモニター背面のフックとそろうように取付クリップの反対側に

モニターを置いてください。金具がカットアウト・チャンネルの中にスライドできるよう

にカメラを下に動かしてください。 
 



ベルトに付ける 
付属の取付クリップを使用すれば、携帯用として簡単にベルトにモニターを付けることが

できます。 
 

 
フリースタンド 
二つ目の視角モニターには付属のスタンドを使用してください。 
 
その他の機能 
 
画面に時刻を表示させる 
 
1. 時計のスイッチを入れるには＋ボタンを押してください。 
2. 時計のスイッチを切るには－ボタンを押してください。 
3. 時計の設定 
時間： 
・時間設定が選択されるまで"MODE"ボタンを押してください。（数字が光ります） 
・設定を調整するには"＆"ボタンを使用してください。 
 
分 
・時間設定が選択されるまで"MODE"ボタンを押してください。（数字が光ります） 
・設定を調整するには"＆"ボタンを押してください。 
 
明るさの調整 



 
1. ディスプレイ上に明るさ調整が表示されたら"MODE"ボタンを押してください。 
2. 設定を調節するには＋ボタンと－ボタンを押してください。 
 
コントラストの調整 
 
1. ディスプレイ上にコントラスト調整が表示されたら"MODE"ボタンを押してください。 
2. 設定を調節するには＋ボタンと－ボタンを押してください。 
 
オンスクリーンタイマー 
 
1. タイマーが表示されるまで"MODE"ボタンを押してください。 
2. スタートまたは停止させるには＋ボタンを押してください。 
3. タイマーをリセットさせるには－ボタンを押してください。 
 
トラブルシューティング 
 
信号が全くない場合 
・カメラとモニターの電源が入っているか確認してください。 
・電源プラグが奥までしっかりと差し込んであるか確認してください。 
・カメラとモニターのチャンネルが同じ番号で設定してあるか確認してください。 
・カメラまたはモニターが電池で作動している場合、電池を全て新しいものに交換してく

ださい。 
 
信号が弱かったり、障害が起こる場合 
 
・カメラとモニターのチャンネルが同じ番号に設定してあるか確認してください。 
・電子レンジがカメラとモニターの間にあり使用中である場合、電子レンジを移動させる

か電源を切ってください。 
・カメラとモニターの両方が範囲内の距離にあることを確認してください。（明るい透視線

で最大 100m） 
・LED の電源がオンになっているのに、音声信号だけが検知された場合、モニターは音声

作動（VOX）モードになります。ディスプレイをオンにするには VOX ボタンを押して下さ

い。 
 
お手入れ方法とメンテナンス 



 
・全部品と付属品は幼児の手の届かないところに保管してください。 
・レンズ上表面の指紋または汚れはカメラ撮影の支障となります。レンズ表面に指があた

らないように注意してください。 
・レンズが汚れた場合は、汚れとほこりを取り除いてください。軽いほこりは乾いた布で

レンズから拭きとってください。 
・カメラを濡らさないようにしてください。雨、湿度、その他、無機化合物が含まれた液

体は電子回路を腐食させる可能性があります。 
・ほこりっぽいところや汚れた場所で使用したり保管しないでください。 
・高温環境で保管しないでください。高温は電子機器の寿命を短くし、プラスティックに

よっては曲がったり溶けてしまう要因となります。 
・低温環境で保管しないでください。システムが温まった際（常温になった時）、ケース内

の湿度が影響して電子回路基盤にダメージを与える可能性があります。 
・ケースを開けないようにしてください。機器を取り扱う専門業者でない場合はシステム

にダメージを与える可能性があります。 
・落下または強い衝撃からは避けてください。 
・この製品は付属している電源のみを使用して作動させてください。 
・電気コンセント、または延長コードに過重電流を流さないでください。火事または電気

ショックの原因となります。 
・このシステムを使用する際は公共電波を使用しています。音とビデオは他の 2.4GHz 受信

機にも送信される可能性があります。カメラから近い部屋からの会話も送信される可能性

があります。 
ご家庭のプライバシー保護には、カメラを使用しない時は電源をお切りください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
仕様 

カメラ 
周波数 
チャンネル 
A/V mod/demod,  
方式 
アンテナ 
CMOS ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰ 
有効画素数 
 
レンズ 
サイズ 
 
重量 
 
電源 
動作環境 

 
2.4GHz 
3 チャンネル選択式 
 
FM 
オムニ内蔵指向性アンテナ 
NTSC:1/4”, CCIR:1/3” 
NTSC:510 (H) x 492(V) 
 
F6.0mm, F 2.0 
8.6(W) x 13.5(H) x (D)cm 
 
185g(6.52 オンス) 
※ 電池除く 
DC6V,400mA または単三電池

0℃～40℃（華氏 32～104 度）

モニター 
周波数 
チャンネル 
A/V mode/demod 
方式 
アンテナ 
画面カラー 
サイズ 
 
重量 
電源 
 
動作環境 
 
 

 
2.4GHz 
3 チャンネル選択式 
 
FM 
オムニ内蔵指向性アンテナ 
フルカラー 
8.6(W9 x 13.5(H)x6.7(D)cm
(3.3x5.5x2.1 インチ) 
155g(5.16 オンス) 
DC 6V, 1000mA または 
単三ニッケル充電式電池 
0℃～40℃ 
（華氏 32～104 度） 
 
 

仕様は予告なしに変更する場合があります。              
                                   


