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メガピクセル Wi-Fi 対応ネットワークベビーモニター 

NC532/NC530/NC540/NC430/NC440 

NC400/NC500/NC420/NC520 

取扱説明書 

 

 

 

 

 

ご使用前に、正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずお読みくだ

さい。 必要に応じてダウンロードをして保管下さい。 

最終更新：2020 年 10 月 2 日 
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注意事項 ～必ずご確認下さい～ 

 

●本製品はネットワーク環境が必要となります。 

 

●本製品は 2.4Ghz の周波数帯にのみ対応しております。 

 

●外出先からの閲覧にはインターネット環境が必要となります。 

 

●WiMAX やポケット Wi-Fi など、モバイルルーターをご利用のお客様は、 

無線配置機能によってカメラ接続が可能です。 

 

●UPnP 機能に対応していないルーターは、外出先からのアクセスが出来ない可能

性がございます。 

 

●ルーターが２つ以上カメラ設置場所にある場合は、外出先からのアクセスが出来

ない可能性がございますので、ルーター機能を切っていただく必要がございます。 

 

●ルーターと無線接続を行う場合、ルーターのパスワード（暗号化キー）は 20 文字以

内となっておりますので、それ以上の文字数の場合は 20 文字以内のパスワードに変

更して無線接続設定を行ってください。 

 

●ルーターとカメラの無線接続設定は同じ LAN 内からのアクセスのみ設定可能で

す。 

 

●インターネットマンションなど共用ネットワークの場合、外部ネットワークからのアク

セスが制限されてしまっている可能性がございます。 

（プロバイダ契約を個人で行っていない場合など） 

 

●社内ネットワークで利用される場合はネットワーク管理者へ確認をお願いします。 

 

●3G や 4GLTE でカメラ本体に接続される場合はパケット通信料が発生いたしますの

で、定額制以外のお客様はパケット通信料にご注意下さい。 
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●カメラ ID は第三者に流出しないように注意して下さい。 

第三者からの不正アクセスに繋がる可能性がございます。 

●ユーザー名とパスワードは定期的に変更を行って下さい。 

また、カメラ ID 同様に管理をお願いします。 

 

●無線 LAN（Wi-Fi）を使って接続される場合は、無線 LAN のセキュリティについても

第三者に傍受されないように管理して下さい。 

 

●microSD カードの種類によっては相性の問題により、正常に録画や上書きが出来

ない可能性がございます。 

当店では Transcend 社の Class10 の microSD カードを推奨しております。 

 

●ソフトウェアを安定稼働するために、不定期で自動再起動がかかる仕組みになっ

ておりまして、再起動後は、上下左右にウォーミングアップを行います。 

 

●カメラ底面は非常に熱くなりますので、プラスティック製やビニール製の上に設置す

るのは避けて下さい。また、やけどの原因になる恐れもございますので、カメラを移動

する場合は電源を切ってから移動して下さい。 

尚、発火の恐れなどはございません。 

 

●革製品の上にカメラ本体を設置する場合、熱によって変形したり跡が付いてしまう

可能性がございますので、別の場所へ設置して下さい。 

 

●アプリの更新、カメラのプログラム更新は、更新ソフトウェアがある場合は、 

なるべく早く更新して、ご使用下さい。 

  



- 6 - 

 

付属品 

 

 

・カメラ本体 1 台 

 

・電源アダプタ 1 個（DC5V） 

 

・LAN ケーブル 1 本 

 

・ブラケット 1 本 

 

・ネジセット 1 セット 

 

※付属品は商品によって異なります。 

※付属品の外観などは予告なく変更する場合がございます。 

※取扱説明書は付属しておりません。 

※PC 用ソフトは CDROM が付属しておりませんので当社 WEB サイトよりダウンロード下さい。 
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NC400 仕様 

 

商品名 メガピクセル WiFi 対応ネットワークベビーモニター 

型式 NC400 

操作方法 スマートフォン／パソコン 

対応アプリ Eye4 

レンズサイズ 3.6mm 広角レンズ 

圧縮方式 H.264 

フレーム数 25 フレーム 

解像度 1280×720／640×480／320×240 

赤外線 LED 9 個／10m 照射 

音声機能 あり 

可動領域 上下 80° 左右 280° 

プリセット機能 あり 

パトロール機能 あり 

録画機能 あり 

microSD カード機能 あり MAX32GB 対応 

上下反転／左右反転機能 あり 

ネットワーク端子 LAN 端子（10/100MbpsRJ-45） 

無線規格 IEEE802.11b/g/n 

対応スマートフォン／タブレット iPhone（iOS6 以上）／Android（4.0.3 以上）／iPad 

対応 OS 
WindowsXP/Vista/Windows7/Windows8 

※MacOS 未対応 

対応ブラウザ IE／firefox／google chrome 

サイズ 
98x105x120mm(D×W×H) 

※アンテナは含みません。 
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NC500 仕様 

 

商品名 メガピクセル WiFi 対応ネットワークベビーモニター 

型式 NC500 

操作方法 スマートフォン／パソコン 

対応アプリ Eye4 

レンズサイズ 3.6mm 広角レンズ 

圧縮方式 H.264 

フレーム数 25 フレーム 

解像度 1280×720／640×480／320×240 

赤外線 LED 12 個／10m 照射 

音声機能 あり 

可動領域 上下 80° 左右 270° 

プリセット機能 あり 

パトロール機能 あり 

録画機能 あり 

microSD カード機能 あり MAX32GB 対応 

上下反転／左右反転機能 あり 

ネットワーク端子 LAN 端子（10/100MbpsRJ-45） 

無線規格 IEEE802.11b/g/n 

対応スマートフォン／タブレット iPhone（iOS6 以上）／Android（4.0.3 以上）／iPad 

対応 OS 
WindowsXP/Vista/Windows7/Windows8 

※MacOS 未対応 

対応ブラウザ IE／firefox／google chrome 

サイズ 
125x110x145mm(D×W×H) 

※アンテナは含みません。 
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NC420 仕様 

 

商品名 2 メガピクセル WiFi 対応ネットワークベビーモニター 

型式 NC420 

操作方法 スマートフォン／パソコン 

対応アプリ Eye4 

レンズサイズ 3.6mm 広角レンズ 

圧縮方式 H.264 

フレーム数 25 フレーム 

解像度 1920×1080／1280×720／640×480 

赤外線 LED 9 個／10m 照射 

音声機能 あり 

可動領域 上下 80° 左右 280° 

プリセット機能 あり 

パトロール機能 あり 

録画機能 あり 

microSD カード機能 あり MAX32GB 対応 

上下反転／左右反転機能 あり 

ネットワーク端子 LAN 端子（10/100MbpsRJ-45） 

無線規格 IEEE802.11b/g/n 

対応スマートフォン／タブレット iPhone（iOS6 以上）／Android（4.0.3 以上）／iPad 

対応 OS 
WindowsXP/Vista/Windows7/Windows8 

※MacOS 未対応 

対応ブラウザ IE／firefox／google chrome 

サイズ 
98x105x120mm(D×W×H) 

※アンテナは含みません。 

 

  



- 10 - 

 

NC520 仕様（旧タイプ） 

 

商品名 2 メガピクセル WiFi 対応ネットワークベビーモニター 

型式 NC520 

操作方法 スマートフォン／パソコン 

対応アプリ Eye4 

レンズサイズ 3.6mm 広角レンズ 

圧縮方式 H.264 

フレーム数 15 フレーム 

解像度 1920×1080／1280×720／640×480 

赤外線 LED 12 個／10m 照射 

音声機能 あり 

可動領域 上下 80° 左右 270° 

プリセット機能 あり 

パトロール機能 あり 

録画機能 あり 

microSD カード機能 あり MAX128GB 対応 

上下反転／左右反転機能 あり 

ネットワーク端子 LAN 端子（10/100MbpsRJ-45） 

無線規格 IEEE802.11b/g/n 

対応スマートフォン／タブレット iPhone（iOS6 以上）／Android（4.0.3 以上）／iPad 

対応 OS 
WindowsXP/Vista/Windows7/Windows8 

※MacOS 未対応 

対応ブラウザ IE／firefox／google chrome 

サイズ 
125x110x145mm(D×W×H) 

※アンテナは含みません。 
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NC520 仕様（新タイプ） 

 

商品名 2 メガピクセル WiFi 対応ネットワークベビーモニター 

型式 NC520 

操作方法 スマートフォン／パソコン 

対応アプリ Eye4 

レンズサイズ 4mm 広角レンズ 

圧縮方式 H.264 

フレーム数 15 フレーム 

解像度 1920×1080 

赤外線 LED 12 個／10m 照射 

音声機能 あり 

可動領域 上下 80° 左右 355° 

プリセット機能 あり 

パトロール機能 あり 

録画機能 あり 

microSD カード機能 あり MAX128GB 対応 

上下反転／左右反転機能 あり 

ネットワーク端子 LAN 端子（10/100MbpsRJ-45） 

無線規格 IEEE802.11b/g/n 

対応スマートフォン／タブレット iPhone（iOS6 以上）／Android（4.0.3 以上）／iPad 

対応 OS 
WindowsXP/Vista/Windows7/Windows8 

※MacOS 未対応 

対応ブラウザ IE／firefox／google chrome 

サイズ 
130 x 100 x 126 mm (H×W×D) 

※アンテナは含みません。 

2018 年 11 月以降は上記モデルへ変更しております。 
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NC530 仕様 

 

商品名 200 万画素 WiFi 対応ネットワークベビーモニター 

型式 NC530 

対応アプリ Eye4 

レンズサイズ 4mm 広角レンズ 

圧縮方式 H.264 

フレーム数 15 フレーム 

解像度 1920×1080 

赤外線 LED 6 個／5m 照射 

音声機能 あり 

可動領域 上下 110° 左右 330° 

プリセット機能 あり 

パトロール機能 あり 

録画機能 あり 

microSD カード機能 MAX128GB 対応 

上下反転／左右反転機能 あり 

ネットワーク端子 LAN 端子（10/100MbpsRJ-45） 

無線規格 IEEE802.11b/g/n 

対応スマートフォン／タブレット iPhone（iOS8 以上）／Android（4.0.3 以上）／iPad 

対応 OS 

対応ブラウザ 

WindowsXP/Vista/Windows7/Windows8/Windows10※MacOS 未対応 

IE／firefox／google chrome 

サイズ 98 x 85 x 85 mm (H×W×D) 
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NC430 仕様 

 

商品名 100 万画素 WiFi 対応ネットワークベビーモニター 

型式 NC430 

対応アプリ Eye4 

レンズサイズ 3.2mm 広角レンズ 

圧縮方式 H.264 

フレーム数 25 フレーム 

解像度 1280×720 

赤外線 LED 6 個／5m 照射 

音声機能 あり 

可動領域 上下 92° 左右 350° 

プリセット機能 あり 

パトロール機能 あり 

録画機能 あり 

microSD カード機能 MAX128GB 対応 

上下反転／左右反転機能 あり 

ネットワーク端子 LAN 端子（10/100MbpsRJ-45） 

無線規格 IEEE802.11b/g/n 

対応スマートフォン／タブレット iPhone（iOS8 以上）／Android（4.0.3 以上）／iPad 

対応 OS 

対応ブラウザ 

WindowsXP/Vista/Windows7/Windows8/Windows10※MacOS 未対応 

IE／firefox／google chrome 

サイズ 112 x 153 x 192 mm (H×W×D) 
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NC532 仕様 

 

商品名 200 万画素 WiFi 対応ネットワークベビーモニター 

型式 NC532 

対応アプリ Eye4 

レンズサイズ 4mm 広角レンズ 

圧縮方式 H.264 

フレーム数 15 フレーム 

解像度 1920×1080 

赤外線 LED 2 個／5m 照射 

音声機能 あり 

可動領域 上下 88° 左右 350° 

プリセット機能 あり 

パトロール機能 あり 

録画機能 あり 

microSD カード機能 MAX128GB 対応 

上下反転／左右反転機能 あり 

ネットワーク端子 LAN 端子（10/100MbpsRJ-45） 

無線規格 IEEE802.11b/g/n 

対応スマートフォン／タブレット iPhone（iOS8 以上）／Android（4.0.3 以上）／iPad 

対応 OS 

対応ブラウザ 

WindowsXP/Vista/Windows7/Windows8/Windows10※MacOS 未対応 

IE／firefox／google chrome 

サイズ 120 x 75 x 85 mm (H×W×D) 
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各部名称・サイズ 

 

NC400／NC420 
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NC520 

 
2018 年 11 月以降は下記モデルへ変更しております。 

変更点：microSD、リセットボタンの位置／電源の仕様／赤外線 LED の位置／一部スペック・サイズ 



- 17 - 

 

NC530 
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NC430 
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NC532 
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1：カメラの接続について 

 

カメラにアクセスする場合は、LAN ケーブルをカメラに接続してスマートフォン、またはパソコンから

アクセスを行って下さい。 

無線 LAN（Wi-Fi）でご利用される場合は、LAN ケーブルを使ってアクセスしたのちに、カメラ設定

画面より無線設定を行って下さい。 

尚、LAN ケーブル接続が出来ない環境の場合はアプリから音声リンクを使って接続して下さい。 

（WiMAX、ポケット Wi-FI などのモバイルルーターなど） 

 

1-1：カメラに LAN ケーブルを接続します 

カメラとルーターを付属の LAN ケーブルを使って接続します。 

※一般的なルーター下図のように 4 つぐらいの LAN ポートがあります。 

※どの LAN ポートをご利用いただいても大丈夫です。 

※LAN ポートが空いていない場合は、HUB などを使って分けていただくか、どれか一時的に外してご使用下さい。 

（一時的に外す場合はネットワーク環境に影響が無い端末をご選択下さい。） 

 

 

【注意】 

下記のようなルーター機能が無いモデムはご使用ができませんので、別途ルーターなどをご用意

いただけますよう宜しくお願い申し上げます。 
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                 左側の図のように LAN ケーブルの差込口が 1 つの端末は、 

                 ルーター機能がなく、モデム機能のみの場合が多いです 

 

                 この場合は、ルーターをご用意して下さい。 

 

 

 

1-2：カメラに電源ケーブルを接続します 

カメラ背面の「DC5V」と記載されている部分に、付属の電源コードを接続して、100Vの家

庭用コンセントに接続して下さい。 

※電源はアダプタからの供給のみとなりますので必ずコンセントと繋がります。 

 

コンセントに接続後は、自動的に上下左右にウォーミングアップを行います。 

※設定によってはウォーミングアップを停止することは可能です。 

※オンオフのスイッチはありませんので、コンセントの抜き差しでご対応下さい。 

※ウォーミングアップ時に「カチ、カチ」と動作音が発生します。 
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2：専用アプリ【Eye4】での使用方法 

 

OS の更新に伴い、アプリも定期的に更新を行っておりますので、ご確認時期によっては取扱説

明書と異なる部分もございますが、随時修正を行っていきますので、ご了承下さい。 

 

 

 【Eye4】                

 

AppStore または Play ストアよりダウンロード下さい。 

アプリは無料です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アカウント登録が必要となります。 

 

◎ パソコン→ブラウザ / インストールタイプ専用ソフト 

●パソコンソフトはこちら 

詳しい使用方法についてはそれぞれのページをご確認ください。 

  

http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/camera/nc100/Eye4.zip
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＜Eye4 のダウンロードと起動＞ 

APP ストア、Play ストアから「Eye4」で検索してダウンロードして起動して下さい。 

※画面は iPhone をベースに作成しておりますので、Android の場合は多少画面が異なります。 

   

 

アカウントの登録 

1：初回起動時、「登録」よりアカウントを作成してください。 

 

 

2：アカウント作成にはユーザー名とパスワードを登

録する必要がございます。 

入力が完了致しましたら、「提出」をタップして、アカウ

ントを登録します。 

 

「注意」 

設定したユーザー名とパスワードは、 

メモなどの保管をお願いします。 
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3：アカウントの登録が終わると、メールアドレスの登録画面が表示されます。 

メールアドレスを登録しておくと、パスワードを忘れてしまった場合に、再設定が可能です。 

登録されない場合はスキップをタップして下さい。 

 

      ↓ 

→  
 

メールアドレスの登録が終わると、登録したメールアドレス宛にメッセージが届きます。 

※メッセージが届いていない場合は、迷惑メールフォルダもご確認下さい。 

※メールアドレスを間違えてしまった可能性がある場合は、時間を開けて再設定して下さい。 

 

メッセージが届いたらメッセージ内の URL にアクセスして下さい。 

下記のチェックマークが表示されたら設定は完了です。 

→  
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カメラの追加 

Wi-Fi 接続と LAN ケーブル接続の 2 つの方法があります。 

1：Wi-Fi 接続（無線配置）※モバイルルーターにオススメ   2：LAN ケーブル接続（LAN 検索） 

 

1：Wi-Fi 接続（無線配置）※モバイルルーター使用のお客様 WiMAX/ポケット Wi-Fi 

 

◎無線 LAN をご利用の場合のみ使用可能です。 

◎Wi-Fi ルーターの近くにカメラを置いて設定して下さい。 

◎カメラを追加する前にスマートフォンのマナーモードを解除して下さい。 

◎カメラを接続予定の Wi-Fi にスマートフォンを接続して下さい。 

◎接続する Wi-Fi は 2.4GHz をご利用下さい。5GHz（NC540 のみ対応）には対応しておりません。 

（注意） 

ご使用環境によって、正常に無線配置機能でカメラを追加することができない場合がございます。 

その場合は LAN 接続環境より、「LAN 検索」でカメラを追加することをお勧め致します。 

 

①：カメラ本体に電源アダプタを接続して下さい。 

 

②アプリを起動して、画面右上の「+」をタップし、カメラ本体にある QR コードを撮影します。 

スマートフォンのカメラを QR コードにかざすと読み込みます。次に無線配置を選択して下さい。 

 

→  
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③カメラに設定予定の Wi-Fi 情報が表示されます。  

SSID と暗号化キーに間違いがなけれ「確定」をタップして、 

次の画面で再度暗号化キーを確認した上で「それを確認します」をタップして下さい。 

→  

 

④：スマートフォンから音声が流れ、60 秒のカウントダウンが始まります。 

カメラが Wi-Fi 接続を行いますので、そのままお待ち下さい。 

※スマートフォンがスリープ状態になると設定がストップしてしまいますので、スリープ状態になら

ないように画面を定期的にタップしておいて下さい。 
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⑤：カメラが Wi-Fi に接続できたら、画面にカメラ情報が表示されます。 

「すぐにバインド」をタップして、カメラを登録して下さい。 

※画面にカメラ情報が表示されない場合でも、Wi-Fi への接続が完了している可能性がございま

すので、その場合、一度「LAN 検索」より LAN 内の検索からカメラ情報が表示されるかご確認をお

願い致します。 

 

 

⑥：カメラが登録されたら初期パスワードを変更して下さい。 

画面をタップして、次の画面で確定をタップし、新しいパスワードを入力して提出をタップします。 

以上でカメラ登録は完了です。 
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2：LAN ケーブル接続（LAN 検索） 

①：カメラ本体に電源アダプタと LAN ケーブルを接続して下さい。 

②アプリを起動して、画面右上の「+」をタップし、カメラ本体にある QR コードを撮影します。 

スマートフォンのカメラを QR コードにかざすと読み込みます。 

画面にカメラ情報が表示されます。 

「すぐにバインド」をタップして、カメラを登録して下さい。 

※カメラ情報が表示されない場合は、少し時間（約 1 分）を空けて試してみて下さい。 

 

→  

③：カメラが登録されたら初期パスワードを変更して下さい。 

画面をタップして、次の画面で確定をタップし、新しいパスワードを入力して提出をタップします。 

以上でカメラ登録は完了です。  
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カメラの映像確認・操作方法について 

 

カメラ映像表示 

◎アプリを起動するとトップページに登録したカメラの映像が映ります。 

複数台のカメラ登録がある場合は下にスライドしてカメラ映像を表示して下さい。 

 

 

◎カメラ映像をタップしていただくと操作画面が表示されます。 
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◎画面右下の矢印をタップしていただくとカメラ映像を拡大することができます。 

矢印が表示されていない場合は画面をタップして下さい。 

 

 

アイコン説明 

トップページ 

 

①分割表示（カメラの複数登録が必要です） 

②カメラの追加ボタンです。 

③カメラ名が表示されます。 

④カメラ映像が表示されます。 

⑤カメラ映像を停止します。 

⑥カメラが左右に自動で動きます。 

⑦カメラが上下に自動で動きます。 

⑧プリセットされた場所が順番に表示されます。 

⑨カメラの操作ボタンが表示されます。 

⑩カメラ映像を拡大できます。 

⑪クラウドストレージ（※別途料金が発生します） 

⑫microSD カード内の再生ができます。 

⑬カメラの各種設定ができます。 

⑭メッセージ、情報の通知が確認できます。 

⑮トップページに戻ります。 

⑯マイページを表示します。 
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①前の画面に戻ります。 

②カメラの各種設定ができます。 

③解像度／速度が表示されます。 

④カメラ映像を拡大できます。 

⑤クラウドストレージ（※別途料金が発生します） 

⑥microSD カード内の再生ができます。 

⑦カメラの操作ボタンが表示されます。 

⑧静止画を撮影できます。 

⑨動画を撮影できます。 

⑩カメラへ音声を送れます。 

⑪カメラの音声を聞けます。 

⑫カメラの自動巡回／プリセット設定が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

①前の画面に戻ります。 

②カメラの画質が変更できます。 

③静止画を撮影できます。 

④動画を撮影できます。 

⑤カメラへ音声を送れます。 

⑥カメラの音声を聞けます。 

⑦カメラの自動巡回／プリセット設定が可能です。 
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4 分割で映像確認 

2 台以上のカメラを登録している場合、4 分割で映像を確認することが可能です。（最大 4 台まで） 

 

トップページの画面左上に表示される 4 分割アイコンをタップします。 

 

 

 

◎1 つのカメラの映像をタッチすると 1 画面で表示されます。 

◎画面左上の矢印をタップしていただくと前の画面に戻ります。 
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microSD カードの初期設定／録画方法／録画映像の再生方法について 

【初期設定について】 

電源が切れている状態のカメラ本体に、microSD カードを挿入し、電源を入れてください。 

1：トップページで設定したいカメラ画像の右下にある歯車マークをタップします。 

 

 

2：メニューより「TF カードの記録設定」をタップします。 

 

 

3：フォーマッティングボタンをタップして確定をタップすると microSD カードを初期化します。 

→  
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4：フォーマットに約 1 分かかりますので、画面左上の戻るボタンで前の画面に戻って下さい。 

 

 

5：約 1 分後に、もう一度「TF カードの記録設定」をタップします。 

保存ステータスに容量が表示されておりましたらフォーマットは成功です。 

 

 

【録画方法について】 

1：録画モードを選択します。4 種類から選択が可能です。 

録画しません→録画なし 

24 時間録画→常時録画が出来ます。 

予約録画→スケジュール録画が出来ます。 

移動探知録画→動体検知録画が出来ます。 
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予約録画（スケジュール録画） 

予約録画を選択して「予約プラン追加」をタップします。 

起動時間と終了時間、曜日を選択して保存をタップします。 

 

（例） 

平日 18 時～8 時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以下のように登録したものが反映される 

 

→  

 
プランを削除する場合は、登録プランをタップして、表示された画面で削除を選択して下さい。 
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移動探知録画（動体検知録画） 

移動探知録画を選択して「移動探知反応レベル（感度）」を設定します。 

 

 

スケジュール設定を行う場合は「予約プラン追加」をタップします。 

起動時間と終了時間、曜日を選択して保存をタップします。 

 

2：音声も一緒に録音する場合は「音声録音」の切替スイッチをタップしていただくと、青色に切り替

わって録画が出来るようになります。※切替スイッチをスライドしてしまうと前の画面に戻ってしま

うことがありますので、タップして下さい。 

→  

 

以上で録画設定は終了です。 

 

※動体検知録画については、アプリからでは詳細な設定ができない為、 

ブラウザアクセスより設定してください。 

 

※画質設定につきましては、ブラウザアクセスより設定してください。 
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【録画映像の再生方法について】 

1：トップページで再生したいカメラ画像の下にある microSD カードアイコンをタップします。 

 

 

2： 録画データが表示されますので、再生したい時間をタップして下さい。 

 

アイコン説明 

①前の画面に戻ります。 

 

②カレンダーを表示します。 

※録画している日に印が付きます。 

 

③日付を切り替えれます。 

 

④録画データの削除ができます。 

 

⑤移動探知録画のアイコンです。 

 

⑥通常録画のアイコンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 38 - 

 

録画データのダウンロード 

録画された時間をタップするとダウンロードボタンが表示されます。 

ダウンロードボタンを押すと映像のダウンロードを開始します。 

ダウンロードボタンが青色に進行してチェックボタンが付いたらダウンロード完了です。 

※録画データの容量によってダウンロードには少し時間がかかります。 

 

 

→ 

 

 

※ダウンロードデータが多数ある場合は、 

パソコン、または microSD カードをパソコンに接続して、データの移行を行って下さい。 

 

録画データの削除 

編集ボタンをタップすると日付の横にチェックボックスが表示されて、 

削除したい録画データを選択して、画面右下の削除ボタンで実行して下さい。 

 

※削除を中止する場合は取消をタップして下さい。 

※すべて削除する場合は「すべてを選択」をタップして下さい。 
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各種設定について 

トップページで設定したいカメラ画像の右下にある歯車マークをタップします。 

 

①前の画面に戻ります。 

②カメラ名を変更できます。 

③カメラ ID などの情報が表示されています。 

④カメラの表示順をトップに変更できます。 

⑤画像の設定や音量調整が可能です。 

⑥動き検知の通知設定が可能です。 

⑦パスワード変更が可能です。 

⑧クラウドストレージ（※別途料金が発生します） 

⑨カメラの Wi-Fi 設定が可能です。 

⑩カメラの QR コードを表示します。 

⑪microSD カードの録画設定ができます。 

⑫ファームウェアのアップデートができます。 

⑬カメラ本体を再起動できます。 

⑭カメラ登録を削除できます。 
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＜ファームウェアのアップグレードについて＞ 

アプリのアップデートとは別に、カメラのファームウェアも定期的に更新が必要です。 

下記より、ファームウェアを確認して、更新データがある場合は更新して下さい。 

 

1：トップページで設定したいカメラ画像の右下にある歯車マークをタップします。 

 

 

2：メニューより「ファームウェアアップグレード」をタップします。 
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3：アップデートファイルがある場合は下記の画面となります。 

アップデートファイルが無い場合は、赤枠の部分が表示されておりません。 

 

 

4：「ファームウェアアップグレード」の部分をタップしていただくと確認画面が表示されます。 

→  
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5：アップデートが開始されます。 

100%になったらアップデートは完了です。 
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3：パソコンからのブラウザアクセスについて 

 

ブラウザ用検索ツールは Windows 用はこちら  Mac 用はこちら  

※NC530 は取扱説明書とブラウザ画面が異なります。 

現在取扱説明書を更新中のため、ご不明な点はメールにてお問い合わせ下さい。 

 

3-1：ソフトのダウンロードと起動について 

ソフトをダウンロードして下さい。 

1：ダウンロードファイル内から“app-find”を起動して下さい。 

2：検索ツールが起動します。 

 

 

 3-2：カメラの検索 

1. 検索ツールを起動すると「Cameras」の中に LAN 内のカメラが表示されます。 

 

2. 表示されたリストからカメラをダブルクリックするとブラウザに選択したカメラのログイン画面が

表示されて、ログインを行うとカメラにアクセスが可能となります。 

http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/netcam/nc530/app-find.zip
http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/netcam/nc530/app-find-mac.zip
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3-3：カメラにアクセスする方法について 

 

1. 検索ツールでカメラを検索してアクセスを行って下さい。 

2. OS のデフォルトのブラウザが自動的に起動してユーザー名とパスワードが求められます。 

初期設定はユーザー名が“admin”、パスワードが“888888”（8 が 6 回）となっております。 

入力が出来たら“OK”をクリックして下さい。 

 

 

3. 使用しているブラウザのアイコンをクリックします。 

※Internet Explorer 以外のブラウザでは一部機能が使用できません。 

※画像はＮＣ100 のものとなり、ＮＣ400 は現在日本語表記に対応しておりません。 
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4. カメラ映像が表示されます。 

 

3-4：表示アイコンについて 

 

（１）カメラを上下左右に操作できます。 

（２）オートでウォームアップされます。 

（３）オートで上下に動きます。 

（４）オートで左右に動きます。 

（５）上下反転します。 

（６）左右反転します。 

（７）GPIO を ON にします。（本製品には未対応） 

（８）GPIO を OFF にします。（本製品には未対応） 

（９）暗い場所での赤外線 LED ライトを ON/OFF 切り替えます。 

（10）カメラ操作時の速度を設定できます。 

（11）明るさを設定できます。 

（12）コントラストを設定できます。 

（13）彩度を設定できます。 

（14）色相を設定できます。 

（15）表示カメラ台数を切り替えます。（１画面、４画面、９画面） 

（16）周波数を設定できます。 

（17）解像度を設定できます。 

（18）ビットレートを設定できます。 

（19）フレームレートを設定できます。 
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（20）マイクの感度調節とカメラ側スピーカーの音量調節ができます。 

（21）プリセット位置の登録と呼び出しができます。 

（22）カメラ側音声を再生できます。 

（23）パソコン側の音声をカメラ側に送信できます。 

（24）パソコン内に録画する事ができます。 

（25）パソコン内に静止画を保存する事ができます。 

（26）microSD カードに録画したデータの再生およびダウンロードをする事ができます。 

（27）カメラの設定ができます。 

※上記画像はＮＣ100 のものとなり、ＮＣ400 は現在日本語表記に対応しておりません。 

※一部機能については、正常に機能しない可能性がございます。 

3-5：カメラの設定画面について 

※画像はＮＣ100 のものとなり、ＮＣ400 は現在日本語表記に対応しておりません。 

※一部機能については、正常に機能しない可能性がございます。 

 

【ネットワーク設定について】 

 

・基本ネットワーク設定 

カメラのネットワーク接続状況を確認できます。 

・WiFi 設定 

無線接続設定ができます。設定方法は下記の通りです。 

 

1：スキャンをクリックしますと使用できる SSID（ネットワーク名）の一覧が表示されますので、所有

されている Wi-Fi ルーターの SSID を確認して選択して下さい。 
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※SSID の一覧が表示されない場合はスキャンを何度かクリックして下さい。 

2：共有キーという場所にルーターのパスワード（暗号化キー）を入力し、設定をクリック致します。 

3：カウントダウンが始まり、カメラが再起動されますので、一度ブラウザを閉じて、再度カメラにア

クセスしてください。 

4：再起動が完全に終了した時点で LAN ケーブル抜いていただきますと、無線接続に切り替わり

映像が表示されれば無線接続設定は完了です。 

※無線接続されるまで多少時間がかかります。 

※暗号化キーは初期設定の状態でしたらルーター本体に記載されていることが多いです。 

※暗号化キーが不明な場合はルーターにログインしてご確認下さい。 

※暗号化キーの間違い入力が多いので正確にご確認をお願いします。 

・UPnP 設定 

サポートしておりません。 

・DDNS 設定 

サポートしておりません。 

【アラーム設定について】 

 

・アラーム設定 

動体検知による録画設定などができます。 
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①チェックを入れる事で、動体検知設定が可能になります。 

②検知感度を設定できます。 

③動体検知時、プリセットに登録したカメラ位置を呼び出す事ができます。 

④動体検知時、指定したメールアドレスにメールを送信できます。（サポートはしておりません） 

⑤動体検知時、指定した FTP サーバーに静止画を送信します。（サポートはしておりません） 

⑥チェックを入れる事で、動体検知時にカメラに取り付けた microSD カード内に録画されます。 

⑦動体検知よるスケジュール録画を行う場合は、こちらにチェックを入れます。 

⑧動体検知で録画する曜日および時間を指定できます。（青マスが設定状態となります） 

・メール設定 

サポートしておりません。 

・FTP 設定 

サポートしておりません。 

【ビデオ記録について】 

 

・SD カード記録 

カメラの取り付けた microSD カードの録画設定ができます。 
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①microSD カードの総容量が表示されます。 

②microSD カードの空き容量が表示されます。 

③microSD カードの現在の状況と、フォーマットを行う事ができます。 

④チェックを入れる事で、映像の音声を録音する事ができます。 

⑤解像度を変更する事ができます。 

⑥スケジュール録画を行う場合はこちらにチェックを入れます。 

⑦録画する曜日および時間を指定できます。（青マスが設定状態となります） 

・保存先 

パソコン内に映像や画像を保存する際の保存先および記録時間などの設定が可能です。 
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【システム設定について】 

 

・カメラ情報 

カメラ情報を確認する事ができます。 

・名称設定 

カメラの名称を変更できます。 

・日付/時刻設定 

カメラの時間設定ができます。 

※直接時刻を手入力する事はできませんので、カメラアクセスしているパソコン時刻との同期か、

NTP サーバーと同期により設定をお願い致します。 

※タイムゾーンを「（GMT＋09：00）ソウル、ヤクーツク、東京」に変更してください。 

・ユーザー設定 

管理者、オペレーター、訪問者それぞれでユーザー名とパスワードを設定する事が可能で、使用

方法を制限する事ができます。 

 

[管理者] 

全ての権限を持ち、カメラ設定が可能です。 

[オペレーター] 

映像の視聴、ＳＤカード録画再生、映像録画のスタート、パン/チルト操作（本製品未対応）、ビデ

オ映像設定の調節が可能ですが、カメラ設定はできません 

[訪問者] 

映像の視聴、ＳＤカード録画再生、映像録画のスタートが可能ですが、それ以外の操作はできま

せん。 

・マルチカメラ設定 

複数台カメラがある場合は、追加登録する事で同時に映像表示する事ができます。 

※カメラ映像の表示サイズは小さくなります。 

※同じ LAN 内にあるカメラのみ登録することができます。 
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・パン/チルト設定 

本製品には対応していない為、使用する事はできません。 

・履歴 

カメラの履歴が表示されます。 

・メンテナンス 

カメラの再起動や、工場出荷状態に戻す事ができます。 

 

3-6：microSD カードに録画した映像の再生およびダウンロードについて 

 

1:「録画ファイルの再生」ボタンをクリックします。 

 

 

2:画面右に表示される録画ファイルをクリックする事で映像が再生されます。 

 

 

3:録画ファイルの右側にありますダウンロードアイコンをクリックする事で、録画データをダウンロ

ードする事ができます。 
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3-7：パソコンでの録画データ再生方法について 

 

microSD カードから取り出した録画ファイルの再生は専用ソフトを使用する事で再生する事ができ

ます。 

 

●動画再生プレーヤーはこちら 

 

【動画再生プレーヤーインストール方法について】 

 

1. ダウンロードされた“Player.exe”ファイルをダブルクリックし、開きます。 

※ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」クリックし、許可してください。  

2.「セットアップに使用する言語の選択」画面が開きますので、日本語が選択されている事を確認

していただき、「OK」をクリックします。 

 

3.「次へ」をクリックします。 

 

http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/camera/nc100/Player.zip
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4.使用許諾契約書をお読みいただき、「同意する」を選択後、「次へ」をクリックします。 

 

5. インストール先に問題がなければ、「次へ」をクリックします。 
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6.「インストール」をクリックします。 

 

7. ソフトがインストールされますので、しばらくお待ちください。 
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8.インストールが完了しますと自動で下記の画面となり、「完了」をクリックして終了です。 

 

※「ビデオプレーヤー」にチェックが入っている場合は、自動でビデオプレーヤーが起動します。 

 

9. デスクトップ上に「Eye4」のアイコンが作成されます。 
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【動画再生プレーヤー使用方法について】 

 

1. デスクトップに作成されました「ビデオプレーヤー」アイコンをダブルクリックします。 

 

2.起動した画面より録画した映像が保存されている場所を選択します。 

 

3.保存場所を選択しますと、下に再生可能な録画データが表示されます。 

 



- 57 - 

 

4.再生したい録画ファイルをクリックする事で、右側に録画映像が再生されます。 

 

 

【アイコンについて】 

 

①一時停止した映像を再生します。 

②映像を一時停止します。 

③再生を停止します。 

④映像再生速度を変更できます。 

「対応再生速度」 

・１倍速 

・２倍速 

・３倍速 

・1/2 倍速 

・1/4 倍速 

・1/5 倍速 

・1/10 倍速 

⑤録画映像の画像撮影ができます。 
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4：パソコンソフトからのアクセスについて 

 

●パソコン専用ソフトのダウンロードはこちら 

 

4-1：ソフトのインストール方法について  

2. ダウンロードされた“Eye4-VStarcam.exe”ファイルをダブルクリックし、開きます。 

※ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」クリックし、許可してください。  

2.「セットアップに使用する言語の選択」画面が開きますので、日本語が選択されている事を確認

していただき、「OK」をクリックします。 

 

3.「次へ」をクリックします。 

 

http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/camera/nc100/Eye4.zip
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4.インストール先に問題がなければ、「次へ」をクリックします。 

 

6.「次へ」をクリックします。 
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7.「インストール」をクリックします。 

 

8.ソフトがインストールされますので、しばらくお待ちください。 
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9.インストールが完了しますと自動で下記の画面となり、「完了」をクリックして終了です。 

 

※「Eye4」にチェックが入っている場合は、自動で Eye4 が起動します。 

 

10.デスクトップ上に「Eye4」のアイコンが作成されます。 
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4-2：「Eye4」ソフト使用方法について 

1：デスクトップに作成された「Eye4」アイコンをダブルクリックしてソフトを起動します。 

 

 

2：起動した画面から「新しいアカウント」をクリックし、アカウントを作成します。 

※すでにスマートフォンでアカウントを作成している場合は入力してログインして下さい。 
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アカウント：ログイン時ユーザー名 

パスワード：ログイン時パスワード 

確認：上記で入力していただきましたパスワードを入力します。 

E メール：お客様がご使用されておりますメールアドレスを入力します。 

※フリーメールアドレスでも問題ありません。 

上記を入力後、「OK」をクリックします。 

 

3.入力に問題がなければ「アカウントが正常に登録！」と表示されます。 
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4.ログイン画面に戻り、制作していただきましたアカウントとパスワードが入力された状態になって

いると思われますので、「ログイン」をクリックします。 

※自動ログインにチェックを入れていただく事で、次回起動時に自動でログインされます。 

 

5.表示された画面の「カメラの追加」をクリックし、カメラを登録します。 
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【同じネットワーク内からでのカメラ登録方法について】 

表示された画面の「検索」をクリックします。 

 

同じネットワーク内に接続されているカメラが検索され表示されます。 
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※表示されない場合は「更新」をクリックし、再度検索してください。 

ご使用のカメラを選択していただくと、青く表示されますので、「OK」をクリックします。

 

 

カメラ追加画面に戻り、「OK」をクリックしてカメラ登録完了です。 

※登録するカメラの名前を変更する場合は、この画面より変更後、「OK」をクリックしてください。 
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【別ネットワークからのカメラ登録方法について】 

表示された画面内にあります「UID」にカメラ本体に記載してある UID を直接入力していただきま

す。 
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入力後、「OK」をクリックしていただきカメラ登録完了です。 

※登録するカメラの名前を変更する場合は、この画面より変更後、「OK」をクリックしてください。 

 

6.カメラ情報を登録していただきますと、右上に登録したカメラ情報が表示されます。 
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7.カメラ情報をダブルクリックしていただくと、画面左にカメラ映像が表示されます。 
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4-3：パソコンソフトからの Wi-Fi（無線 LAN）設定方法について 

無線接続設定していただく際は、カメラをルーターの近くに置いた状態で、設定をお願い致しま

す。 

 

1.登録したカメラ情報の上で、右クリックしていただき、「カメラオプション」を選択します。 

 

2.表示されたオプション画面より「WiFi 設定」をクリックします。 
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3.「WiFi 検索」をクリックして、ネットワークを検索します。 

 

4. 使用できる SSID（ネットワーク名）の一覧が表示されますので、所有されている Wi-Fi ルーター

の SSID を確認し選択していただきまして、「設定」をクリックします。 

※SSID が選択されますと青く表示されます。 

※所有されている Wi-Fi ルーターの SSID が表示されない場合は、再度「WiFi 検索」をクリックして

検索してください。 
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5.表示された画面よりルーターのパスワード（暗号化キー）を入力し、「OK」をクリックします。 

※パスワードは Wi-FI に接続するときの暗号化キーとなります。  

※暗号化キーは初期設定の状態でしたらルーター本体に記載されていることが多いです。 ※暗

号化キーが不明な場合はルーターにログインしてご確認下さい。  

※暗号化キーの間違い入力が多いので正確にご確認をお願いします。 

 

6.設定が完了致しますと下記のように表示されますので「OK」をクリックし、LAN ケーブルを抜いて

ください。 

LAN ケーブルを抜いても無線接続されない場合は、再度無線接続設定していただき、「OK」をクリ

ックした後、約 2 分ほどお待ちいただいてから、LAN ケーブルを抜いてみてください。 

※間違えたバスワードを入力しても、「WiFi 接続が成功しました。」と表示されますので、暗号化キ

ーの入力は正確にお願い致します。 

 

7.正常に無線接続設定がされますと、LANケーブルを抜いた状態でもカメラ映像が表示されます。 
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5:パソコンソフトのアイコン説明 

 

 

 

① 現在の時間が表示されます。 

② 登録したカメラ名が表示されます。 

③ 複数台カメラを登録した状態で、一画面表示にした際、カメラ画面を切り替えます。 

④ カメラを追加します。 

⑤ 選択されているカメラを消去します。 

⑥ 選択されているカメラのオプション画面を開きます。 

⑦ 一度に表示するカメラ画面と、全画面表示を選択できます。 

⑧ 複数台カメラを登録している場合、一度に表示できるカメラ台数分だけ全て表示します。 

⑨ 表示しているカメラを全て停止します。 

⑩ パソコンソフトのシステムオプション画面を開きます。 

⑪ パソコン内に保存した録画データの検索、再生ができます。 

⑫ パソコン内に保存した動体検知での録画データの検索、再生ができます。 

⑬ 使用するアカウントの変更などが可能です。 

⑭ 動体検知録画の設定および、有効、無効の変更ができます。 

⑮ 録画設定および、常時録画、スケジュール録画、録画停止の変更ができます。 

⑯ 表示されているカメラの静止画を撮影します。 
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5-1:カメラオプションについて 

カメラオプションを開いていただきますと、カメラ名下のタブをクリックする事により、それぞれの項

目が表示されます。 

 

【接続】登録したカメラのパスワードや WiFi 設定が可能です。 

UID：カメラ ID が表示されます。 

パスワード：設定しているパスワードの文字数が●で表示されます。 

パスワード変更：パスワードの変更かできます。 

フリップ画像：上下を反転させてカメラ映像を表示します。 

WiFi 設定：WiFi による無線接続設定ができます。 

 

【アラーム】「カメラ設定値」で、動体検知やアラーム入力が有効の場合、動体検知録画の設定な

どができます。 

アラーム通知有効：動体検知録画をする場合、こちらにチェックを入れます。 

スケジュール：動体検知録画など設定が可能です。設定する場合は、「追加」より録画スケジュー

ルを作成します。※詳しい設定方法は 97 ページ 

 

【録画】パソコン内に録画設定する場合、こちらから設定を行う事ができます。 

録画起動：チェックを入れる事により、連続録画、スケジュール録画が選択可能になります。 

連続録画：映像表示しているカメラを常時録画します。 

スケジュール録画：設定した曜日及び時間で録画を行います。 

※スケジュール録画設定は「追加」より録画スケジュールを作成します。 

 

【カメラ設定値】カメラ及びカメラ本体に挿入している microSD カードの設定状況を変更できます。 

取得：カメラ設定値を確認する場合、こちらをクリックします。 

適用：カメラ設定値を変更した場合、こちらをクリックする事で、反映されます。 

「日時/時間」：カメラ内に設定されている時間を表示、変更できます。 

「アラーム」：動体検知録画などに必要な設定を変更する事ができます。 

※DI 有効やアラームアクションは本製品に対応しておりません。 

「SD 録画」：カメラに挿入している microSD カードのフォーマットなどを行う事ができます。 

「ファームウェアのアップグレード」：製品バージョンを確認できますが、アップグレードはできませ

ん。 
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5-2:スケジュール録画について 

カメラオプション内、「アラーム」よりアラーム通知有効にチェックを入れる事で、パソコン内に録画

保存する際のスケジュールを作成する事ができます。 

※カメラ設定値で「動態検知有効」にチェックが入っている必要がございます。 

 

「追加」をクリックし、アラームスケジュール追加の作成画面が表示されます。 

 

日：録画を行う曜日を選択します。 

開始時間、終了時間：録画を開始する時間と、終了する時間を設定できます。 

アラーム接続時間（秒）：アラーム作動時間や録画時間を変更できます。 

Trigger トリガー：動体検知にチェックを入れます。※GPI は対応しておりません。 

動作：動体検知した時に動作する項目および設定ができます。 

※設定する場合は、項目左にチェックを入れます。 

「音声」動体検知した際、アラームを鳴らす設定ができます。 

「録画」動体検知した際、録画する事ができます。 

「写真」動体検知した際、スナップショットを撮影します。 

「プリセット位置」本製品には対応しておりません。 

「アプリケーション」本製品には対応しておりません。 
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6:パソコンソフトの録画データ再生方法 

 

6-1:保存した録画データ再生方法について 

※下記画像はパソコン内に保存した動体検知録画再生画面となりますが、microSD カード内に録

画したデータの再生方法及び、連続録画の再生方法もほぼ同じ操作方法となります。 

 

① 録画したデータを検索します。 

② 選択した録画データを消去します。 

③ 録画データをすべて選択します。 

④ 録画データ再生画面を閉じます。 

⑤ 録画データを検索する際の指定ができます。 

⑥ 録画データを確認したいカメラを選択できます。 

⑦ 動体検知した際の記録が表示されます。 

⑧ 動体検知した時に録画と撮影を行った際、こちらで切り替えます。 

⑨ 録画映像および撮影画像を表示します。 

⑩ 録画データの再生、再生速度、スナップショット、フルスクリーン、上下反転表示の設定ができ

ます。 
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7:FAQ 

 

Q：WiFi（無線）での接続ができない。 

Ａ:下記をご確認の上、再度設定を行ってみてください。 

 

・無線設定方法(アンドロイド） 

 

「無線接続方法」 

※カメラとルーターが近くにある状態で設定をお願い致します。 

※携帯がカメラに接続しているルーターにネットワーク接続している必要がございます。 

 

1.アプリを開き、デバイスマネージメントから、登録していただきましたカメラが有線接続でオン

ラインになっている状態で、右側の「＞」をタップします。 

 

2.WiFi 設定を選択後、カメラが接続しているルーターの暗号化キー（パスワード）を入力し、確

定をタップします。 

 

3.カメラが再起動されますので、再起動が終了しましたら、LAN ケーブルをカメラから抜いてく

ださい。 

 

4.少しお待ちいただきますと、無線接続で接続され、映像が表示されます。 

 

・無線設定方法（iPhone） 

 

「無線接続方法」 

※カメラとルーターが近くにある状態で設定をお願い致します。 

※携帯がカメラに接続しているルーターにネットワーク接続している必要がございます。 

 

1.アプリを起動していただき、有線接続でカメラがオンラインになっている状態で、左上の「家マー

ク」をタップします。 

 

2.左に表示された「機能設定」をタップします。 

 

3.登録しているカメラが「ライン」になっている事を確認し、その右側にあります「＞」のマークをタッ

プします。 
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4.カメラの設定画面が表示され、その中にあります「WiFi 設定」をタップします。 

 

5.お客様環境のネットワーク環境が検索され、使用できる無線の SSID が表示されます。 

 

6.その中で、お客様が使用している無線の SSID をタップします。 

 

7.使用されている SSID をタップしますと、パスワード画面が表示されますので、ルーターに記載さ

れている暗号化キー（パスワード）を入力します。 

※暗号化キーは正確に入力してください。 

※間違えて入力された場合は、無線接続できません。 

 

8.入力が完了致しましたら、右上にあります「完了」をタップします。 

 

9.カメラが再起動を始め、画面には「カメラの WiFi のセットアップ…」などの表示が出ると思います

ので、「OK」をタップします。 

 

10.カメラの再起動が完全に終了した時点で、LAN ケーブルを抜いてください。 

 

11.少しお待ちいただきますと、カメラが無線接続に切り替わり、LAN ケーブルがなくても、 

映像確認できれば、設定終了です。 

 

【Eye4（パソコン専用インストールソフト）】 

 

Q：カメラを登録するとエラーが表示されます。 

Ａ:ソフトを最新のバージョンへアップデートしてみて下さい。 

 セットアップ→新しいバージョンのチェックで確認が可能でございます。 

 

Q：初期パスワードを変更すると「カメラに接続できません」と表示されます。 

Ａ:ソフトを最新のバージョンへアップデートしてみて下さい。 

 セットアップ→新しいバージョンのチェックで確認が可能でございます。 

 

 

Q：新しい NC520 の microSD カード挿入口とリセットボタンについて 

Ａ:microSD カードの挿入口とリセットボタンはカメラレンズ周辺にございます。 

 

Q：NC530、NC440、NC430 の microSD カード挿入口とリセットボタンについて 
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Ａ:microSD カードの挿入口とリセットボタンはカメラレンズ周辺にございます。 

 

Q：Android で NC540 に接続したときに HD 画質が選択できない。 

Ａ:Android の機種によっては未対応のものがございます。 

「未対応」 

HUAWEI P9 lite 

 

Q： NC540：カメラ背面の緑色の LED を消すことはできますか？ 

Ａ: ブラウザからアクセスすることで、点灯、および点滅を消すことが可能でございます。 

設定方法につきましては、以下の通りでございます。 

 

1：下記をクリックしてカメラ検索ツールをダウンロードして下さい。 

Windows 用はこちら  Mac 用はこちら 

2：ダウンロードファイル内から“app-find”を起動して下さい。（取扱説明書 43 ページ参照） 

3：表示された画面の左下にカメラ情報が表示されます。 

（取扱説明書 43 ページ参照／参考画像カメラ検索ツール） 

4：表示された IP アドレスをダブルクリックしていただくと、ご利用のブラウザが起動します。 

5：ユーザー名：adomin とパスワード：カメラに設定したパスワード（初期設定 8 が 6 回）を入力

して下さい。 

※パスワードを変更されていると思いますので、変更後のパスワードを入力して下さい。 

6：ご使用のブラウザに合ったサインイン（Sign in）をクリックします。 

7：画面右下の工具マークのアイコンをクリックします。 

8：System Settings をクリックして、PTZ Settings をクリックします。 

9：Signal lamp の設定項目を Enable から Disable へ変更します。 

10：Sebmit をクリックすると設定完了です。以上の LED は点灯、点滅を行わない状態となりま

す。 

http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/netcam/nc530/app-find.zip
http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/netcam/nc530/app-find-mac.zip

