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ログイン・ログアウト
ログイン

ステップ 1︓マウスのカーソルをパスワードのエリアまで移動させます。

ステップ 2︓ログインダイアログボックスから、「ログイン」をクリックします。

ステップ 3︓ユーザー・パスワード入力欄をクリックし、入力のうえ「OK」をクリックします。

【重要】ユーザー名とパスワードについて

工場出荷時のユーザー名とパスワードは広く公開されているため、変更せずに使用していると大変危険です。
①容易に推測されない文字と数字を組み合わせたユーザー名とパスワードに変更してください。
②また、ユーザー名とパスワードは、定期的に変更してください。
③なお、変更後のユーザー名とパスワードは、漏洩防止にご注意いただくとともに、忘れないようお客様の責任の下で管理をお願いいたします。

※万一、パスワードをお忘れになり、リカバリーが必要になった場合、訪問等に関する費用は有償となりますのでご注意ください。

ゲストモード・機能制限をしたユーザー
モードの場合、いきなりステップ３の画
面が表示される場合があります。

キーボードのマークをクリックすると、
スクリーンキーボードが表示されます。



ログアウト（操作ロック）
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ステップ 1︓マウスのカーソルをパスワードのエリアまで移動させます。

ステップ 2︓ゲストをクリックします。

他ユーザーでログインする場合は、ログインのメニューの通りログインしなおしてください。

ステップ 4︓再度パスワードを入力し、「OK」でログインが完了します。

画面がすべて現状でロックされ、再度
ログインするまで、他の操作をできな
くします。
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再起動

ステップ 1︓マウスのカーソルをパスワードのエリアまで移動させます。

ステップ 2︓再起動をクリックします。

ステップ 3︓パスワード入力欄をクリックし、入力のうえ「OK」をクリックします。

キーボードのマークをクリックすると、
スクリーンキーボードが表示されます。

ステップ 4︓カウントダウン後、再起動します。



パスワードの変更
パスワードの変更

ステップ 1︓マウスのカーソルを「設定メニュー（Set Up)」に移動させクリックします。

ステップ 2︓パスワードを入力し OK をクリックします。

ステップ 3︓ユーザー登録を選択します。

キーボードのマークをクリックすると、
スクリーンキーボードが表示されます。
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ステップ 5︓右下に現在のパスワードが入っているので削除し、新しいパスワードを入力します。
　　　　　　パスワード確認の欄にも先に入力した新しいパスワードを入力します。

ステップ 6︓「OK」をクリックします。

現在ログインしているユーザーのパスワー
ドを変更した場合は、次回ログイン後から
変更後のパスワードが有効になります。※１

右下のキーボードのマークをクリックすると、
スクリーンキーボードが表示されます。

入力されたパスワードは、●●●で表示され
ます。

ステップ 7︓「OK」をクリックし、メニュー画面を閉じます。

（ステップ 8︓ログインをし直し、新しいパスワードを有効にします。）
この作業は※１の場合のみ必要になります。

ステップ 4︓現在登録されているユーザー情報が表示されます。
　　　　　　変更したいユーザーを選択し、「編集」をクリックします。
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ユーザーの追加

ユーザーの追加

ステップ 1︓マウスのカーソルを「設定メニュー（Set Up)」に移動させクリックします。

ステップ 2︓パスワードを入力し OK をクリックします。

キーボードのマークをクリックすると、
スクリーンキーボードが表示されます。

ステップ 3︓ユーザー登録を選択します。



ステップ 4︓現在登録されているユーザー情報が表示されます。
　　　　　　「追加」をクリックします。

ステップ 5︓与えたい権限にチェックを入れ、ユーザー名・パスワード・パスワード確認欄を
　　　　　　入力します。

右下のキーボードのマークをクリックすると、
スクリーンキーボードが表示されます。

入力されたパスワードは、●●●で表示され
ます。

ステップ 6︓「OK」をクリックします。

ステップ 7︓「OK」をクリックし、メニュー画面を閉じます。
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録画映像の再生

ステップ 1︓ 現在画面で画面右下「録画再生」を押します。

ステップ 2︓ カレンダーで再生したい「日付」を押します。
※カレンダーが出ずに録画再生画面が出る場合は、「アーカイブ」を押します。

ステップ 3︓「時間」を押します。再生したい時間が赤で表示されます。

録画映像の再生

ステップ 4︓「OK」を押すと再生が始まります。

時間
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小窓再生

現在画面を映しながら録画映像を再生することができます。

ステップ 1︓ 現在画面で【小窓再生】のアイコンを押します。

ステップ 2︓ このボタンを押して、カレンダー、時間、カメラ番号を選択します。

ステップ 3︓ 選択したカメラの現在時間の「00 分 00 秒」から再生が開始されます。

終了するにはこのアイコンを押します。
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バックアップ

ステップ 1︓USB メモリ(別売り）を本体正面もしくは背面のUSBポートにセットします。

USBメモリへのバックアップ

ステップ 2︓自動で画面上に「自動バックアップ機能」が表示されますが、「キャンセル」を
クリックしてください。

ステップ 3︓「録画再生」をクリック。カレンダーが表示されますが「キャンセル」してください。



ステップ 4︓「エクスポート」をクリックしてください。

ステップ 5︓「バックアップ」を選択してください。
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ステップ 6︓希望の月日を選択してください。※数字が太字になっている分がバックアップ可能です。

ステップ 7︓ 希望の時間とカメラ番号が交差する青マスで、マウスを左クリックします。
（選択された青マスは赤に変わります。）
左クリックで 1 マスが選択され、1 時間分の指定ができます。

細かい時間を指定する場合
は該当マスで右クリックを
行います。
時間選択を行い、「OK」を
クリックして下さい。



ステップ 8︓「必要なスペース」が、USB メモリの容量内である事を確認して下さい。

「CD/DVD・・・」
「バックアップを・・・」の
2 箇所のチェックボックス
にチェックが入っているのを確認してください。
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ステップ 9︓このボタンを押してください。

ステップ 10︓USB（空白もしくは USB のメーカー名などで表示されます）を選択し、
　　　　　　「新しいフォルダの作成」をクリックします。

ステップ 11︓「新しいフォルダ」を選択し、「OK」を押してください。

※わからない場合は一度キャンセルしてから
USB メモリを抜き、「ステップ９」の　　　　を

クリック、現在の項目を把握しキャンセルします。
再度USB を挿し、　　　　をクリック、USB メモ

リを抜いてる時と比べて増えてる項目が録画すべ
きUSB メモリです。
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ステップ 12︓確認後に「バックアップ」をクリックして下さい。バックアップが開始します。

ステップ 13︓「バックアップ完了︕」が表示されましたら「OK」をクリックして下さい。

ステップ 14︓「終了」をクリックして下さい。

ステップ 15︓もう一度「終了」をクリックし、現在画面に戻ります。

ステップ 16︓最後に USB メモリを取り外して終了です。



バックアップデータの再生

ＵＳＢへバックアップしたデータは、ＰＣでのみ再生可能です。

ステップ 3︓「Qplayer」を選択します。

ステップ 4︓ 再生画面が表示されます。

ステップ 1︓ パソコンにバックアップした USB メモリをセットします。

ステップ 2︓ マイコンピューターの中の USB メモリを選択します。
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日時の修正

ステップ 1︓「システム設定」を選択します。

ステップ 2︓本 DVR が設置されている場所のタイムゾーン、時刻、年、日付を選択して現
　　　　　  在の DVR 時刻をセットアップします。  

システム設定のページで、システムの使用言語、設置場所のタイムゾーンを設
定し、ネットワーク時刻を同期する場合は時間サーバーの設定をします。また、
このページで、ビデオ形式の選択もできます。



Q&A
こんなときは

電源が入らない

●電源●

電源が勝手に切れる

● 電源コードのプラグが電源コンセントやレコーダーから抜けていませんか。

● レコーダー周りの塵・埃を清掃してください。
　 ※塵・埃で異常な温度上昇を起こし自動的に電源が切れることがあります。

●録画●

録画されない

録画されない時がある

● 録画開始は、有効になっていますか。

● 年月日時間が”過去”になっていませんか。過去の場合は、現在の年月日時間へ修正してください。

● レコーダーを再起動してください。

● レコーダーの電源を終了し※、HDD（ハードディスク）を抜き入れし、レコーダー電源を入れてください。

● アラームが点灯していませんか。
　（点滅している場合は次頁『アラームが点灯している』を参照下さい。） 

● 録画設定が動作検知の設定になってる場合は連続録画に変更してみて下さい。

● レコーダーを再起動して下さい。

※長年お使いいただいている場合、劣化、塵・埃等の蓄積により、電源を落とした際に、電源部品等が壊れる場合があります。
　レコーダーの電源を切る場合にはフリーコールでご相談ください。

●映像●

● モニター電源コード・通信ケーブルは共にしっかりと刺さっているか確認してください。

● レコーダーの電源を強制的に「切」→「入」してください。※

● モニターの電源スイッチを入り切りしてみてください。

● 代替えモニターで試して下さい。

モニターが真っ暗で
映らない

カメラ映像が映らない

映像が全画面

映像が自動的に変わる

● 画面下の16分割アイコンを選択してください。

● カメラ電源を「切」→「入」してください。

● 高画質カメラ（ＩＰカメラ  ）の場合は本体とハブを再起動してください。

● 高画質カメラ（ＩＰカメラ  ）の場合はハブに接続されているLANケーブルを空きポートへ入れ替え
　 てください。

● レコーダーの電源を終了し※、HDD（ハードディスク）を抜き入れし、レコーダー電源を入れてください。

● 画面右の「オートスキャン」を選択されていませんか。

● レコーダーの電源を終了し※、HDD（ハードディスク）を抜き入れし、レコーダー電源を入れてください。

●  画面下の 16 分割アイコンを選択してください。

●   画面右下にある矢印のようなマーク、もしくは「もどる」をクリックしてください。
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●遠隔●

● レコーダーとルータの電源を切り※、30分間放置の後、ルータ起動後にレコーダーを起動して
　ください。

● レコーダーのネットワークは、有効になっていますか。

● LANケーブルのコネクタがルータや本体から抜けていませんか。

● ルータの電源は、切れていませんか。

● レコーダーとルータを再起動してください。

停電後、遠隔が映らない

遠隔が映らない

●その他●

パスワードがわからない ● お客様の責任の下での管理をお願いしております。
　 お問い合わせ頂きましても納品時の初期設定以外は管理しておりません。

● ハブの電源と通信ランプを確認してください。

● インターネットは接続されていますか。

● プロバイダを変更しましたか。プロバイダの変更・ルーターの交換等を行った場合は再設
　定が必要です。

● ＜設定メニュー＞→＜ユーザー＞内のID等の登録が消えていませんか？　もし消えてい
　れば、再登録が必要です。

マイク音声が聞こえない
外付けスピーカーが聞こえない

マウスが動かない

録画映像から現在画面への
戻し方

USBメモリが認識しない

● レコーダーを再起動してください。

● カメラ映像右上の「スピーカーマーク」　　　を選択してください。

● USBケーブル又は延長ケーブルとの接続を確認し、抜き差ししてください。

● レコーダーの電源を強制的に「切」→「入」してください。※

● 別のUSBポートへ接続してください。

● 代替えマウスで試してください。

● 画面左下の電源マーク　　　、または右上の『×』を選択してください。

● レコーダーを再起動して下さい。  ※USBメモリは、本体から抜いてください。

● スピーカー、モニターの音量を確認してください。

● 他のUSBポートに挿してみてください。

● 他のUSBメモリをお試しください。

● スピーカーとレコーダーの配線を確認してください。
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お問い合わせ先

0800-222-4000（東日本）

0800-222-3333（西日本）

© 2017 SAFETY & SECURITY Co. Ltd. All rights reserved.

● 画面下に、「オートスキャン・アラーム・録画再生・戻る」アイコンがある場合、「戻る」を選択
　して下さい。ログインを選択して、ユーザーIDとパスワードを入力してください。　

操作が出来ない

アラームが点灯している

スクリーンキーボードが
出てこない

● 画面右上のアラームアイコンを選択してから、リセットを選択してください。

●  レコーダーを強制終了※のうえ起動してください。

● レコーダーの電源を強制的に「切」→「入」してください。※

●  「キーボードのマーク」（絵挿入）をクリックしてください。

お問い合わせ先

0800-222-4000（東日本）

0800-222-3333（西日本）

〒160-0005　　東京都新宿区愛住町 23-2　ベルックス新宿ビルⅡ 10F

http://www.saf-sec.co.jp

2017.8.1


