


1. 製品紹介
防犯カメラ用のモニターを用意しなくても、すぐに防犯カメラの映像を見ることが出来る便利な録画装置。

液晶サイズは弊社取り扱い商品の中でも 大の10.2インチ。

録画装置とモニターを設置すると場所を取ってしまう等の悩みが改善されます。

再生中も録画が出来る高性能タイプ。再生中も大事な場面と取り逃がしません。

モニター一体型の便利さに加え、日本語メニュー、マウス・リモコン対応、動き感知録画、USBバックアップ等、高機

能を搭載。

録画はハードディスクに録画するので、ビデオの様に映像の劣化がありません。

初めて防犯カメラシステムを導入される方にもオススメの商品です。

録画するにはハードディスクを取り付ける必要があります。この商品には、ハードディスクは付属しておりませんので、

別途、ご用意下さい。弊社でもハードディスクを出品しております。 

2. パネル紹介
2.1上部ボタン

1). MENU/POWER — LCDメニュー項目表示。長押し：LCDOFF　

2). DOWN — カーソル移動

3). UP — カーソル移動

4) + — 設定値変更

5) — — 設定値変更

2.1.2 Menu

上部ボタンのメニューボタンを押すと、LCDメニューが表示されます。

MENUボタンで、設定項目切り替え、UP/DOWNボタンで、選択、+-ボタンで設定値を変更します。

PICTURE

LCDの明るさ、コントラスト、カラーを変更します。

UP/DOWNボタンで、選択、+-ボタンで設定値を変更します。

AUDIO



音声ボリュームの調整をします。

UP/DOWNボタンで、選択、+-ボタンで設定値を変更します。

FUNCTION

画面の上下反転、画面の大きさを調整します。

UP/DOWNボタンで、選択、+-ボタンで設定値を変更します。

SYSTEM

信号方式の設定をします。

設定変更すると、画面に影響が出ますので、基本的に設定変更

はお止めください。

PRESET

LCDの自動ON/OFF設定をします。

SLEEP：0～240分まで設定可能です。

設定すると、設定した時間が過ぎると、自動的にLCDがOFFになります。

TIME：OFF-TIME、ON-TIME用の基本時間の設定をします。

OFF-TIME：設定した時間になると、自動的にLCDがOFFになります。

ON-TIME：設定した時間になると、自動的にLCDがONになります。

2.2前面パネル



１．CH1～CH4：各カメラの映像を1画面表示に切り替え

　　QUAD：4分割表示切替

２．録画・停止ボタン

３．再生停止ボタン

４．再生ボタン

５．早送りボタン

６．巻き戻しボタン

７．一時停止ボタン

８．メニュー画面切り替えボタン

９．カーソル移動ボタン

１０．選択、変更ボタン

１１．PWR：電源LED　HDD：ハードディスクアクセスLED

２．３背面パネル



１．音声出力

２．音声入力

３．カメラ映像入力

４．映像出力

５．PS2マウスポート

６．センサー、アラーム接続端子

７．電源

８．ハードディスク取り付け口



２．４側面パネル

USBポート：USBバックアップ時使用

２．５リモコン
1.CH1↑ ch1 1画面表示　PTZモードの際は、カメラ角度変更

2.CH2↓ ch2 1画面表示　PTZモードの際は、カメラ角度変更

3.CH3← ch3 1画面表示　PTZモードの際は、カメラ角度変更

4.CH4→ ch4 1画面表示　PTZモードの際は、カメラ角度変更

5.QUAD 4分割表示

6.◄◄ (Z－) 巻き戻し、PTZモードの際は、PTZズーム

7.► (F+) 再生、PTZモードの際は、PTZフォーカス

8.►► (Z+) 早送り、PTZモードの際は、PTZズーム

9. ●

録画、停止

10. ▌▌ (F－) 一時停止、PTZモードの際は、PTZズーム

11. ■ 再生停止、PTZモードの際は、PTZ停止

12. PTZ PTZスイッチ

13.Menu/ESC メニュー画面切り替え、EXIT

14.Select/Enter 選択、決定

15.UP カーソル移動

16.DOWN カーソル移動



３．システム起動
(1) ハードディスクを録画装置に取り付けて下さい。

(2) 録画装置とTVモニターを接続して下さい。

(3) 録画装置とカメラを接続して下さい。

(4) 遠隔監視を行う場合、LANケーブルで録画装置とルーター又はハブを接続して下さい。

(6) 付属ACアダプタを接続して下さい。.

(7) 録画装置の電源スイッチをONにして下さい。
(8) TVモニターに録画装置の画面が表示され、監視、録画が可能となります。

カメラとハードディスクの取り付けに関しましては、Chapter.4の“機器の取り付け“

をご参照下さい。

ハードディスクのジャンパー設定は、“master”に設定して下さい。

√ 録画装置のトータルフレームは60フレームです。各カメラごとにフレーム設定(1～30)が

可能です。フレーム設定は1秒間に録画するコマ数となりますので、フレーム数が低いと

コマ落ちした再生映像となります。録画装置の録画時間は 終ページの録画時間目安表をご

参照下さい。

√ 録画装置起動時には、カメラ映像は録画されておりません。録画ボタンを押し、録画を開始

して下さい。録画中に停電等で、電源がOFFになった場合、再起動の際にデータの復旧を行い

ます。

４．機器の接続

４．１テレビモニターとの接続
(1) 映像接続

録画装置の”VIDEO OUT”とTVモニターの映像入力をケーブルで接続して下さい。
映像接続は付属のケーブルをご使用下さい。



(2) 音声接続

録画装置の”AUDIO OUT”とTVモニターの音声入力をケーブルで接続して下さい。

音声接続は市販のAVケーブルで接続可能です。

４．２カメラ接続
(1) マイクが内蔵されていないカメラの接続

カメラの映像出力と録画装置の“VIDEO IN”をケーブルで接続して下さい。

カメラの電源はカメラ付属のACアダプタを接続して下さい。

弊社取り扱いの電源・映像一体型ケーブルを使用しての接続図



(2) マイク内蔵カメラの接続

マイク内蔵カメラを接続する場合、カメラの音声出力を録画装置の“AUDIO IN”に接続して

下さい。

４．３センサー・アラーム接続
録画装置は最大4台までの外部センサーと接続可能です。

センサーの接続は、録画装置リアパネルの”SENSOR”と外部センサーの信号ケーブルを接続

して下さい。

2種類のタイプのセンサーを接続可能です。
(1) Normal-Close (2) Normal-Open

センサーを接続した後、センサー録画を開始する際には、“録画設定”の設定を

“センサー記録”にする必要があります。

* センサーは付属しておりませんので、別途、ご用意が必要です。



録画装置は1台のアラームを接続することが出来ます。

. センサーの接続は、録画装置リアパネルの”ALARM”と外部アラームを接続して下さい。

アラーム接続例

４．４マウス接続
PS2のマウスを接続可能です。

付属のマウスを、本体背面のPS2ポートに接続して下さい。

４．５電源接続

付属の電源アダプタを本体背面の電源ジャックに接続して下さい。

４．６ハードディスクの取り付け
ハードディスクは3.5インチ、S-ATA対応となっております。

本体背面のハードディスク取り付け口カバーを外し、ハードディスクとケーブルを接続後、カバーを閉めて下さ

い。



４．７初回起動時のフォーマット
新規のハードディスクを取り付けた際には、システム起動時にフォーマットが必要です。

システム起動後、下記の画面が表示されたら、「PLAY」ボタンを押して下さい。

フォーマットが開始され、ハードディスクを使用出来る状態になります。

日本語バージョンでは「ディスク配置を変更」と表示されます。同じく「PLAY」ボタンをクリックして下さい。

５．設定
本体前面ボタンまたは、リモコンの「MENU」ボタンを押すと、設定メニュー画面に切り替わります。

ユーザ名とパスワードの入力が必要です。

UP/DOWNボタンで、カーソル移動、SEL/EDITボタンで選択します。

初期設定

ユーザー名：admin

パスワード：111111



パスワードとユーザ名入力画面では、UP/DOWNボタンでカーソル上下移動、CH3･CH4ボタンで左右の移動

となります。

SEL/EDITボタンで入力します。

入力完了後は、「ENTER」で決定します。

ユーザ名とパスワード入力後、ログインにカーソルを合わせて、SEL/EDITボタンを押して下さい。

マウス操作の場合
マウス操作の場合には、右クリックで、マウスメニューが表示されます。

マウスメニューに 　　　　マークがある場合、パンチルトモード切替ボタンとなります。

PTZカメラを接続の際に、使用可能です。　



設定メニュー画面

カーソル移動は、UP/DOWMボタン、

設定変更はSEL/EDITボタンとRECボタンで変更します。

MENUボタンで完了とEXITになります。

マウス使用時は、左クリックで選択、右クリックで完了とEXIT、

　　　をクリックすると、設定変更となります。

５．１カメラ
各カメラの設定をします。



チャンネル：設定変更するカメラを選択します。

チャンネル名：チャンネル名を変更します。

チャンネル名入力画面では、UP/DOWNボタンでカーソル上下移動、CH3･CH4ボタンで左右の移動となります。

SEL/EDITボタンで入力します。

入力完了後は、「ENTER」で決定します。

ディスプレー：カメラ映像表示のON/OFFを変更します。

明度：カメラ映像の明るさ調整をします。

コントラスト：カメラ映像のコントラスト調整をします。

色調：カメラ映像の色調調整をします。

彩度：カメラ映像の彩度調整をします。

５．２レコード
録画設定をします。



フレームレート： 録画フレームの設定をします。

フレーム設定は1秒間に録画するコマ数となりますので、フレーム数が低いと

コマ落ちした再生映像となります。録画装置の録画時間は最終ページの録画時間目安表をご

参照下さい。

フレームレートの設定は各カメラごとに設定が可能です。

カメラ1台の設定は最高30フレームまで設定出来、トータルのフレームは60フレームまで設定が可能で

す。

カーソル移動は、UP/DOWMボタン、

設定変更はSEL/EDITボタンとRECボタンで変更します。

MENUボタンで完了とEXITになります。

マウス使用時は、左クリックで選択、右クリックで完了とEXIT、

　　　をクリックすると、設定変更となります。

レコード品質： 録画映像の品質を決定します。1～3までの設定が可能です。

　　　　　　　　　レコード品質の数値を高くすると、高品質での録画が可能ですが、録画時間が短くなります。



録画設定： 1時間ごとの録画モード設定をします。

手動録画：RECボタンを押すまで、録画しません。

タイム：設定された時間に通常録画します。

位置移動アラーム：動き感知設定時、動きを感知すると録画します。

センサー記録、MD+センサー記録がタイプの場合

センサー記録：接続したセンサーから入力があった時、録画を開始します。

MD+センサー記録：センサーからの入力と動きがあった時、録画を開始します。

５．３アラーム



ブザー継続時間： 動きを感知した際に、ブザーを鳴らす時間を設定します(秒)

（アラーム継続時間があるバージョンの場合、アラーム継続時間の設定で、接続したアラーム機器に信号を出

力する時間を設定します。）

録画時間： 動きを感知してからの録画時間を設定します。(秒)

センサー入力がある場合、センサー入力があった場合の録画時間を設定します。

モーション設定

チャンネル：動き感知を設定するチャンネルを選択します。

感度：動き感知の感度を設定します。数値が数値が高いほど感度が高くなります。

移動エリア設定

動き感知で感知するエリアを設定します。



マウスまたは、SEL/EDITボタンとUP/DOWM、ch3・ch4ボタンで設定します。

センサー設定があるバージョンでは、「センサー」でセンサータイプを設定します。

センサータイプは、NORMAL-OPEN,NORMAL,CLOSEを設定可能です。ご使用のセンサーに合わせて設定変

更して下さい。

５．４スクリーン

LCD画面の設定をします。

ボーダー：カメラの境界線のON/OFFを設定します。

自動シークエンス：カメラ映像映像の自動転換設定のON/OFFを設定します。

ビデオ調整：
画面の位置を調整します。

UP/DOWN、ch3/ch4ボタンで画面位置を上下左右に調整します。



５．５音声
音声の設定をします。

チャンネル：設定するチャンネルを選択します。

レコード：音声録音のON/OFFを設定します。

ミュート：音声ミュートのON/OFFを設定します。

音量：音量調整をします。

カメラの音声入力は、バージョンにより、1chまたは、2chとなります。

５．６システム
システム全般の設定をします。



ハードディスクセットアップ：ハードディスクの設定とフォーマットをします。

上書き：「はい」を選択するとハードディスクの容量が一杯になった場合に、古い映像から上書き保存します。

　　　　　「いいえ」を選択するとハードディスクの容量が一杯になった場合に、録画を停止します。

　HDDフォーマット化：ハードディスクを初期化し、映像をすべて消去します。

ユーザ名：ユーザ名とパスワードを変更します。

UP/DOWN、ch3/ch4ボタンでカーソルを上下左右に移動し、SEL/EDITボタンで、選択します。

ユーザー名を空欄にすると、ユーザーが削除されます。

権限でadmin、user、operatorのレベルを設定します。

adminは管理者として、すべての設定変更を行うことが出来ます。

adminは管理者として録画操作等を行うのに必要です。削除しないで下さい。

キーパッド音：ボタン操作時の音のON/OFFを設定します。



時間設定：システムの時間を設定します。

イベントリスト：手動録画や動き感知録画等で、録画が開始された時間のリストを表示します。

UP/DOWNボタンでカーソルを移動し、PLAYボタンで、選択した時間からの再生が可能です。



ソフトウェア更新： ソフトウェアのバージョンアップの際に、USBからバージョンアップが可能です。　　　　　　

　　　　　　　　　　　 基本的にバージョンアップされることありません。

　　　　　　　　　　　工場でのメンテナンスの際に使用しますので、操作していただくことはありません。

USBディスク測定：USBメモリを接続し、USBディスク測定を行うと、USBディスクのフォーマットを行います。

　　　　　　　　　　　　現在のバージョンではWindowsでフォーマットされたUSBメモリでバックアップが出来ます

　　　　　　　　　　　　ので、操作の必要はありません。

５．７サーチ
日付時間を指定して再生を行います。

SEL/EDITボタンで日付の変更をします。

UP/DOWNボタンで、日付、時間の設定変更場所を変更します。

再生する日付を設定したら、MENUボタンを押し、UP/DOWNボタンで「サーチ」にカーソルを合わせ、

SEL/EDITボタンを押して下さい。

再生が開始されます。

マウス操作で日付時間を変更する時には、変更する日付時間をクリックし、　　　をクリックし、変更

します。

変更後、「サーチ」をクリックしてください。

再生のマウスメニュー

再生中にマウスの右クリックで、マウスメニューが表示されます



映像のバックアップ
録画映像はUSBメモリにバックアップが可能です。

再生中に、MENUボタンを押して下さい。

バックアップメニューが表示されます。

UP/DOWNボタンで、スタートタイム、終了時間、USBバックアップのカーソル移動をします。

スタートタイムと終了時間は、SEL/EDITボタンで1秒ごとに変更します。

スタートタイムと終了時間を変更後、USBバックアップにカーソルを合わせ、SEL/EDITボタンで、

USBメモリにバックアップします。

USBバックアップの際は、USBメモリを接続した後に、バックアップ操作を行ってください。

５．８言語設定
システムの言語設定をします。



５．９帳消し
設定変更前の状態に戻し、設定メニューを終了します。

5.10終了

保存して終了：設定を保存して設定メニュー画面を終了します。

保存せずに終了：設定を保存せず、設定メニュー画面を終了します。

工場出荷設定に戻す：設定値を工場出荷じの状態に戻します。



６．バックアップデータの再生
付属CD-ROMよりVxSLPlayerをインストール後、ソフトを起動して下さい。

映像をバックアップしたUSBメモリをパソコンに接続後、OPENボタンをクリックして下さい。

「ファイルを開く」Windowが表示されますので、ファイルの場所をUSBメモリのフォルダに選択し、該当ファイル

をクリックし、「開く」をクリックして下さい。



バックアップされた映像が再生されます。



７．仕様



８．録画時間目安


