Agregar con cable de red
Conecte la cámara a un enrutador mediante un cable de red para
acceder a la red.

· Elija “ Agragar la cámara con cable de red” . De acuerdo con las instrucciones en la APP, inserte un terminal del cable en la interfaz Ethernet de la
cámara, y conecte el otro terminal al enrutador, al mismo tiempo el teléfono debe estar conectado a la señal de red WIFI emitida por al mismo
enrutador.

· Realice la "búsqueda" después de que se complete la conexión exitosamente, cuando la búsqueda sea exitosa (en la lista se muestra la dirección
MAC del dispositivo alámbrico), haga clic en la dirección MAC del dispositivo para "Agregar este dispositivo", el dispositivo emite un sonido "ding
dong", y la luz indicadora se vuelve verde.

· La cámara emite un mensaje de voz de que "se ha conectada al Internet"
(la luz verde parpadea), lo que indica que la adición ha resultado exitosa.
En este momento, puede nombrar el dispositivo o sólamente omitir este
paso (el nombre no puede contener símbolos especiales).

· Tome una fotografía panorámica de 360 ° u omita este paso en caso de
15 piezas de imágenes. Luego puede ver las imágenes ﬁnalizadas a través
del teléfono.
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Conexión inalámbrica
Empareje la cámara con el WIFI (actualmente no es compatible con
el emparejamiento de red de banda 5G).
· Después de conﬁrmar que el teléfono se ha conectado a un WIFI
estable, puede optar por agregar de una forma inalámbrica. Después
de que la cámara se haya activada correctamente, haga clic en
Siguiente. Si no haya sido activada correctamente, repita los pasos
anteriores de encendido. Ingrese la contraseña del WIFI a que el
teléfono está conectado (haga clic en “

” del lado derecho de la

barra de contraseña para seleccionar el estado visible de la contraseña), haga clic en Siguiente.
· Elija su país, aumente el volumen del teléfono e intente acercarlo a la
cámara, haga clic en Siguiente.
· En este momento, escuchará que el teléfono envia una onda de
sonido para agregar, luego de escuchar el sonido de "Ding Dong"
emitido por la cámara, hace clic en el siguiente paso y espera de
acuerdo con el recordatorio de tiempo inferior de la APP.
· La cámara transmite que "se ha conectada a la Internet" (la luz verde
parpadea), indicando que la adición es exitosa. En este momento,
puede nombrar el dispositivo o sólamente omitir este paso, si se ha
omitido, la APP generará automáticamente un nombre numerado.
· Tome una fotografía panorámica de 360 ° u omita este paso en
caso de 15 imágenes. Luego puede ver las imágenes ﬁnalizadas a
través del teléfono.
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Recordatorio:
· Camera actualmente solo es compatible con la red
Wi-Fi de 2.4GHz. Si no hay una red Wi-Fi de 2,4 GHz
disponible, intente con la conexión por cable.
· Camera admite tarjetas SD de clase 10 de 8G a 64G.
Formatee la tarjeta SD antes de usarla. Conecta o
desconecta una tarjeta SD solo antes de encender la
cámara.
· Con una tarjeta SD insertada, tendrá videos grabados y
guardados en IPC360. Si no hay una tarjeta SD, puede
hacer clic en el icono "grabar video" para grabar el video
en el álbum de la aplicación.
· La función de detección de movimiento está disponible
solo con la tarjeta SD insertada. Los videos de detección
se guardarán en IPC360.
· La parte inferior de reinicio está encima de la ranura de
la tarjeta SD. Mantenga presionado el botón de reinicio
durante aproximadamente 3 a 5 segundos. Suelta hasta
que la cámara haga dos pitidos cortos para ﬁnalizar el
reinicio.
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Funciones detalladas del software
Mi cámara

My camera

360°

: Para ingresar en la interfaz del mapa de navegación panorámica,
haga clic en "Pruébelo" para obtener una visión panorámica en 360
° y con una totalidad de 15 imágenes. Luego puede ver las
imágenes ﬁnalizadas a través del teléfono.
: Haga clic para activar / desactivar la detección de movimiento y
activar la función de alarma.
: Para desbloquear la conexión entre la cámara y el teléfono.
: Haga clic en el icono, haga clic en "+" en la esquina superior
derecha, ingrese el número de teléfono o el correo electrónico
que utilizó para registrarse, luego puede compartir a los usuarios
que se registraron en la APP.
: Establecer.
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Camera setting
Rename

A

Shared camera

B

Shooting angle

C

Indicator LED

D

Alert mode

E

Volume

F

Language&timezone

G

Encryption setting

H

Recording timing

I

Change router

J

Camera information

K

Memory card information

L

Firmware upgrade

M

Restart camera

N

Refresh setting information

O

delete camera

P

A. Para cambiar de nuevo el nombre de la cámara (los símbolos
especiales no son compatibles);
B. Para compartir con los mismos usuarios registrados (consulte por
favor a los pasos anteriores).
C. Puede establecer el montaje frontal o el montaje al reverso, si la
cámara está instalada en el reverso (instalación invertida) , puede
elegir el montaje al reverso,al contrario, puede elegir el montaje
frontal.
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D. Para encender la luz indicadora.
E. Activar / desactivar la detección de movimiento;
F. Puede seleccionar si activar la voz de recordatorio al conectarse
exitosamente al internet o cuando el video está apagado o
encendido, puede ajustar el volumen del intercomunicador, la voz
de recordario y el micrófono;
G. Puede seleccionar el idioma de la voz de la cámara y conﬁgurar la
zona horaria de la cámara;
H. Puede seleccionar el cifrado por defecto (cifrado viene con la
cámara) y el cifrado personalizado (establezca su propia contraseña cifrada).
I. Estableciendo el tiempo de grabación.
J. Restablezca la red alámbrica o inalámbrica después de reiniciar la
cámara (la misma manera que el paso 3.2).
K. Puede comprobar el modelo de la cámara, el nombre del WIFI
conectado, la versión del sistema, la dirección IP, la dirección
MAC y la intensidad de la señal WIFI.
L. Puede veriﬁcar la capacidad total, la capacidad restante y el
estado de los vídeos y las imágenes, al mismo tiempo puede
formatear la tarjeta de memoria.
M. Puede comprobar si hace falta hacer la actualización de ﬁrmware
(si no necesita actualizar el ﬁrmware, mostrará que se ha actualizado a la última versión y no se puede activar esta función).
N. Reiniciar la cámara.
O. Actualizar la información de conﬁguración.
P. Eliminar la cámara.
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Ingresar en la cámara - Haga clic en la cámara que desea seleccionar
Pantalla vertical

A
B

2018-01-23
RealTime
00:00

C

10:00

D

11:00

E

12:00

F

31/01

G

A. Deslice hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para ajustar el
ángulo de la cámara. (También puede deslizar diagonalmente la
pantalla, ajustando la dirección horizontal y vertical).
B. Puede seleccionar la fecha especíﬁca y deslizar para seleccionar
una grabación historial. (Si no tiene ningún imagen en el momento
seleccionado, saltará automáticamente a la hora más última para
la reproducción).
C. Puede seleccionar para activar o desactivar el sonido de
grabación.
D. Tome fotos en tiempo real mediante el teléfono, puede comprobar
las imágenes en el álbum.
E. Intercomunicación en tiempo real-- sostenga y hable, el sonido
puede transmitir por el terminal de la cámara, y cuando habla en
el terminal de la cámara, puede recidir directamente las señales
de voz desde el teléfono.
F. Puede grabar la pantalla actual por el teléfono, luego puede comprobar la grabación en el álbum.
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G. Seleccionar la deﬁnición-- puede seleccionar entre la deﬁnición
ordinaria(720P), alta deﬁnición (1080P) y el modeo adaptativo (
se selecciona automáticamente la deﬁnición según la velocidad
de la red).
Pantalla horizontal

A

D

B

C

A. Al activar la función de corrección de la posición de la cámara, la
máquina girará a 360 grados para hacer un posicionamiento, y
para acertar el centro de calibración .
B. Posicionamiento rápido-- a través de esta función, puede hacer
clic en cualquier parte de la pantalla para ajustar rápidamente el
ángulo de la cámara.
C. Tome fotos y compruébelas en el álbum.
D. Deslice hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para ajustar el
ángulo de la cámara. (También puede deslizar diagonalmente la
pantalla, ajustando la dirección horizontal y vertical).
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Álbum

Album

Select

2018-01-16

2
1

total 1 item

1. Puede comprobar y descargar las fotos y videos historiales de
acuerdo con el tiempo.
2. Mediante el botón "Seleccionar" en la esquina superior derecha,
puede seleccionar en lotes para su eliminación.

Mensajería

Message

1
2

Select

3

2018-01-23

Total 20 Alert Information
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4

1. Conﬁguración de alarma
A. Puede encender / apagar la alarma.
B. Después de ingresar en el restablecimiento,puede conﬁgurar el
tiempo de la alarma: día (08: 00-18: 00), noche (18: 00-08: 00),
todo el día (00: 00-24: 00), el tiempo personalizado.
C. Establezca la sensibilidad de 0 a 5 (mayor valor, mejor sensibilidad), el principio constituye la magnitud de cambio de las
imágenes durante un cierto período de tiempo.
2. Puede comprobar y descargar los mensajes historiales de alarma
según la secuencia de tiempo.
3. Mediante el botón de "Seleccionar" , puede seleccionar en lotes
para su eliminación.
4. Haga clic en el video de alarma, se descargará automáticamente,
puede elegir.

01-23 11:00

A

B

A. Puede compartir el video descargado a otras aplicaciones.
B. Eliminar el video actual.
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Mi Centro Personal

APP setting
Message setting

A

Help

B

About

C

Modify password

D

Sign out

E

A. Activar / desactivar el tono de alarma.
B.Aquí puede encontrar las guías y ayudas de los preguntas
comúnes, que puede facilitar su uso de la cámara.
C.Se trata de la versión actual, póngase en contacto con nosotros
para comprobar si es la última versión.
D.Introduzca la contraseña anterior, introduzca la contraseña nueva,
repita la nueva contraseña para modiﬁcar la contraseña de inicio
de sesión (la contraseña estará formada sólamente por una combinación alfanumérica de 6-18 dígitos, puede ajustar el estado
visible de la contraseña mediante los "ojos" ).
E. Para salir de la cuenta actual.
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Especiﬁcaciones
CPU

T20

Antenna

2.4Ghz-2.5Ghz

Sensor

SC2235

Lens
Infrared LED

Focal length: 3.6mm
Pixel: 2Mp
850nm 9PCS
Protocols: HTTP/DHCP/IP/TCP

WIFI

Frequency band: 2.4G
Channel: 1TX/1RX
Format: H.264

Video

Resolution: 1920X1080
Max. frame rate: 1080P/25FPS
8-64G

SD card

Class 10 Card
Recorded format: AVI

Power

DC 5V/2.0A
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FAQ
Q: ¿Algunos consejos para conectar con WiFi?
A: La cámara solo se puede apoyar a señal de la frecuencia 2.4G, y

la red de WiFi 802.11b/g/n.
1.La contraseña de WiFi debe ser menos de 16 digitals, y no
puede contener los dígitos especiales como @ ¥! , es mejor la
contraseña contiene solamente letras y números.
2.Actualice a la última versión de la APP.
Q: No hay visión nocturna en la noche?
A: 1. Actualice el ﬁrmware y la aplicación de la cámara a la última

versión.
2. Reajuste la cámara.
3.Compruebe si las 9 luces infrarrojas se vuelven rojas al procesar
la cámara en marcha. Si no, contáctese con el vendedor para
obtener soporte técnico.
Q: ¿Qué puedo hacer si la imagen de la cámara está borrosa?
A: 1.Ingrese la interfaz de vídeo, ajuste la calidad de la imagen al

modo
2.Limpie la lente de la cámara.
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Garantía
Este producto tiene una garantía de un año a partir de la fecha de
compra.
Por favor siéntese libre informarnos qué podemos hacer para ayudarle
cuando encuentra cualquier problema al usar nuestro producto.
Atención al cliente de Apeman:

America: support.us@apemans.com
Europe: support.eu@apemans.com
Japan: support.jp@apemans.com
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注意事項
· このユニットは、このマニュアルでのみ使用される意図された使用を意

図しています。
· 感電の危険を避けるために、分解または修理をしないでください。
· 本製品を火や水に入れないでください。爆発やけがの原因となります。
· 雷雨の日や使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてくださ

い。
· 機器は、直射日光やラジエーター、電気ヒーター、ストーブなどの加熱

機器から遠ざけてください。オーディオデバイスの上部を冷却しないで
ください。
· 電源コードが踏まれたり、挟まれたりしないように、特にプラグ、壁の

プラグ、および電源コンセントで電源コードを保護します。
· メモリーカードを抜き差しするときは、メモリーカードの破損やデータの

消失を防ぐため、必ず電源を切ってください。
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製品概要

1
2
3

5
4

6
7

1. フォトレジスタ

5. 電源表示灯

2. レンズ

6. リセットボタン

3. マイク

7. ＳＤカード挿入口

4. 赤外灯
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アプリケーション使用方法説明
アカウント登録/ログイン
IPC360 は、カメラが携帯端末におけるアプリケーションで、iPhone と
Android を両方とも対応できます。当 APP を通して携帯端末から遠隔操
作や監視画面をチェックすることができます。

ＡＰＰダウンロード
下図の QR コードをスキャンしてイ、または APP store（iOS ユーザー）
と Google play（Android ユーザー）で「IPC3」を検索して、
ダウンロード・
インストールしてください。

or
IPC360
IPC360
Download
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新規登録とパスワードの取得

sign in

3
1

sign up

Forgot password?
2

4

Experience

1. 新規登録
ＡＰＰのダウンロードが終了すると、新規登録でます。現在はメールア
ドレスの登録のみサポートしています。
·
「新規登録」をクリックして、国と地域を選択してください。
· メールアドレスを入力して、「認証コード」をクリックして、メールアドレ
スに受信された認証コードを入力して、「次へ」をクリックしてください。
· パスワードを設定してください。設定されたパスワードと同じパスワード
を確認してもう一回入力してください。
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2. パスワードをお忘れの場合
パスワードを忘れたまたは盗難にあった場合は、直ちに「パスワードを
お忘れた場合」の機能からパスワードをリセットしてください。
·
「パスワードをお忘れた場合」をクリックして、国や地域を選択してくだ
さい。
· ご登録の際に使用したメールアドレスを入力し、「認証コード」をクリッ
クして、メールアドレスに受信された認証コードを入力して、「次へ」を
クリックしてください。
· 新しいパスワードを設定して、設定されたパスワードと同じパスワードを
確認してもう一回入力してください。
· 新しいパスワードを使ってログインしてください。

3. ログイン
登録時にご使用のメールアドレスをアカウント欄に入力し、パスワード
欄に登録時にご使用のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックして
次のステップを行ってください。
4.「すぐに体験します」をクリックして、異なる取り付け方法とカメラ型番
による撮影効果を早めに体験することができ、お好みに合わせて選択して
ください。
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ご注意 :
· パスワードは 6-18 桁のアルファベット 小文字 / 大文字 + 数
字の組み合わせのみとしています。
· パスワード欄の後にある「

」をクリックすると、パスワー

ドの可視状態をオン / オフにすることができます。
· 携帯電話番号やメールアドレスは正確で有効であることを
確認してください。現時点では、中国大陸外の地域の携帯
番号による登録をサポートしておりません。
· カメラリストに感嘆符が出た場合、現在携帯番号とデバイ
スとは異なるサーバーで登録されていることを意味していま
す。「デバイスを閲覧」をクリックし、ユーザーがそれを確
認した後、APP が自動的にサーバーを切り替え、デバイス
を閲覧できるようになります。
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カメラを追加する

My camera

No camera,add by +

カメラを起動する
· USB ケーブルとアダプターでカメラに電源を入れます。
· 電気が通った後（表示灯が赤く点滅あるいは青く点灯します）、表示灯
が赤く点滅しない場合は、リセットボタンを３−４くらい押して、カメラ
が自動的に上下左右回転する、または「ピーピー」の音がすると、カメ
ラが起動終了になります。
· カメラに電源が入ったことを確認して、
「マイカメラ」の右上にある「＋」
をクリックしてデバイスを追加してください（ご都合に合って追加方法を
選択してください）。
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有線による追加
ＬＡＮケーブルでカメラをルーターに繋げて、インターネットに接続さ
せます。

·
「有線追加」をクリックしてください。
ＬAN ケーブルをデバイスのイーサ
ネット接続端子に差し込み、カメラをルータに接続させてください。ス
マホも同じルーターの WiFi 環境にあることを確認してください。
· 接続されたことを確認して
「検索」
してください。カメラが検出されたら
（有
線設備ＭＡＣアドレスがリストにあります）、デバイスのＭＡＣアドレス
をクリックして、「カメラ追加」を行い、デバイスから「ding-dong」」の
音がして、表示灯が緑色になります。
· デバイスから「インターネットに接続しました」というアナウンスがして、
カメラ追加が成功します。デバイスの命名指令が現れますが、名前をつ
けるか（名前に特殊な符号がないように気をつけてください）、または
命名ステップをスキップことができます。
· 360°
パノラマ撮影を行ったり、またはこのステップをスキップしたりする
ことができます。撮影する場合は画像が 15 枚撮影され、スマホで撮影
画面をチェックすることができます。
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無線による追加
カメラをＷＩＦＩに接続させます。（WiFi は５ G に対応できません）。
· 安定しているＷＩＦＩに接続したことを確認して、「無線追加」を選択し
てください。カメラが起動されたことを確認して「次へ」をクリックして
ください。起動されていない場合は、
カメラ起動のステップを繰り返して、
スマホが接続しているＷＩＦＩのパスワード（パスワード欄の後にある
「

」をクリックすると、パスワードの可視状態をオン / オフにすること

ができます）を入力して、「次へ」をクリックしてください。
· 国や地域を選択して、スマホの音量を大きくして、なるべくカメラに近
づけて、「次へ」をクリックしてください。
· ス マ ホ か ら の 音 声 に より追 加 を 行ってくだ さ い。デ バ イス か ら
「ding-dong」」の音がしてから「次へ」をクリックして、ＡＰＰ画面の下
に表示される時間でしばらくお待ちください。
· デバイスから「インターネットに接続しました」というアナウンスがして、
カメラ追加が成功します。デバイスの命名指令が現れますが、名前をつ
ける（名前に特殊な符号がないように気をつけてください）、または命
名ステップをスキップことができます。
· 360°
パノラマ撮影を行ったり、またはこのステップをスキップしたりする
ことができます。撮影する場合は画像が 15 枚撮影され、スマホで撮影
画面をチェックすることができます。
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ご注意 :
· 本カメラは現在 2.4GHz の WIFI のみ対応しています。
· 本カメラは最大 64GB までの SD カードをサポートしていま
す。なお、通電時の SD カードの挿入 / 取出をサポートして
いません。
· 無線接続中に、正常に接続できない場合は、一般操作を
繰り返して、再起動またはリセットする必要がありません。
WIFI ネットワークを変えてみてください。
· 本カメラに電源が入り、SD カードが挿入されたら、監視内
容を自動的に記録して SD カードに保存されます。SD カー
ドが挿入されていない場合、直接 APP で映像を録画できま
す（SD カードがなくても警報機能を使うことができます）。
· カメラの名前は特殊な記号をサポートしていません。
· RESET ボタンはカメラ SD カード挿入口の下にあります。
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APP画面のアイコンの詳細
マイカメラ

My camera

360°

: パノラマガイド図作成ページへ移り、「試してみます」をクリックして
360°
のパノラマ画像を 15 枚撮影することができます。撮影された画
像をスマホにチェックすることができます。
: このボタンをクリックするとモーション検知機能と警報プッシュ通知機
能をオン / オフにすることができます。
: カメラと携帯の接続を解除します。
: このアイコンををクリックしてから右上の「＋」をクリックして、共有
するユーザーの携帯電話番号やメールアドレスを入力すると、この
APP に登録しているユーザーに共有できます。
: 設定。
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Camera setting
Rename

A

Shared camera

B

Shooting angle

C

Indicator LED

D

Alert mode

E

Volume

F

Language&timezone

G

Encryption setting

H

Recording timing

I

Change router

J

Camera information

K

Memory card information

L

Firmware upgrade

M

Restart camera

N

Refresh setting information

O

delete camera

P

A. カメラの名前を変えます（特殊記号をサポートしていません）。
B. この APP に登録しているユーザーに共有します（上述の共有ステップ
と同じです）。
C. 卓上と天井取り付けを設置します。天井取り付けの場合は（逆さま取
り付け）天井を選び、正常に置かれている場合は卓上を選択してくだ
さい。
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D. 電源指示灯の入 / 切を選択します。
E. モーション検知機能をオン / オフにします。
F. インターネットに接続する際の音声放送、ビデオを再生 / 閉じる際の
音声をオン / オフを選択します。会話の音量、放送の音量、マイクの
音量を調整します。
G. カメラの音声、放送の言語、カメラのタイムゾーンを設置します。
H. デフォルト暗号化（カメラ自体の暗号化方法）とカスタマイズ暗号化
（暗号化パスワードを自分で設定）を選択します。
I. 録音時間を設定します。
J. カメラを再起動した後に有線または無線のインターネット方法を設定
します（設定方法は 3.2 と同じ）。
K. カメラの型番、接続する WIFI の名称、
システムバージョン、IP アドレス、
MAC アドレスや WIFI 信号の強度を確認します。
L. ビデオと画像の総容量、残りの容量、状態の確認、メモリカードを
フォーマットすることもできます。
M. ファームウェアの更新を確認します（ファームウェアの更新が必要で
ない場合は最新版に更新されており、
この機能をクリックできません）。
N. カメラを再起動します。
O. 設定情報を更新します。
P. カメラを削除します。
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カメラに入りますーーチェックするカメラをクリックします
縦向き

A
B

2018-01-23
RealTime
00:00

C

10:00

D

11:00

E

12:00

F

31/01

G

A. パネルの真ん中の部分で、上・下・左・右・へスライドしてカメラの
角度を調節することができます（斜めにスライドしながら水平と垂直
方向を調節することができます）。
B. 日付を選択して、チェックしたい時間へスライドして録画を閲覧できま
す（選択された時間に録画画面がない場合は、選択時間に最寄りの
時間まで自動的に移ります）。
C. 録音の選択ができます。
D. スマホで画面を撮影します。撮影された写真はアルバムにおいて
チェックできます。
E. カメラに向かってリアルタイムで会話します――このボタンを押し続け
て、話をするとカメラ側で聞こえます。スマホからは直接音声を受信
することができます。
F. スマホで現在の画面を録画します。アルバムにおいてチェックできま
す。
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G. 解像度の選択 -- ハイビジョン（720 P）、フルハイビジョン（1080P）
とアダプティブモード（インターネットスビードにより自動的に解像度
を選択します）。
横向き

A

D

B

C

A. カメラ位置補正機能−デバイスを 360°
回転し、準心を補正します。
B. 快速位置選択 -- タブレットを適当にクリックして、そこを中心点として
カメラ角度を迅速に調節できます。
C. 当時の画面を撮影します。ショットされた写真をアルバムにおいて
チェックできます。
D. 上・下・左・右・へスライドしてカメラの角度を調節することができ
ます（斜めにスライドしながら水平と垂直方向を調節することができ
ます）。
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アルバム

Album

Select

2018-01-16

2
1

total 1 item

1. 日付により録画ファイルと写真をチェック・ダウンロードできます。
2. 右上の「選択」ボタンをクリックして、多数選択して削除を行います。

通知

Message

1
2

Select

3

2018-01-23

Total 20 Alert Information
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4

1. 警報設定
A. 警報通知機能をオン / オフにします。
B. 再 設 定 に な っ た ら、警 報 通 知 時 間 を 昼 (08:00 - 18:00)、夜
(18:00-08:00)、全日 (00:00 -24:00)、お好みの時間を設定できます。
C. 感度を 0-5( 数値は大きいほど感度が高い ) に設定します。その原理
は一定の時間間隔内における画面が変化する程度です。
2. 時間順に警報通知をチェック・ダウンロードします。
3.「選択」ボタンをクリックすると、多数選択して削除することができます。
4. 警報映像をクリックすると、自動的にダウンロードできます（選択でき
ます）。

01-23 11:00

A

B

A. ダウンロードされたビデオをほかのアプリケーションへシェアできま
す。
B. 現在の . ビデオを削除します。
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アカウント
APP setting
Message setting

A

Help

B

About

C

Modify password

D

Sign out

E

A. 通知音をオン / オフにします。
B. ヘルプー本デバイスをより快適にご使用されるために、よくある質問
の回答や取扱マニュアル掲載されています。
C. 現在のバージョン。こちらをご連絡いただき、最新バージョンである
かをチェックできます。
D.以前のパスワードを入力する、新しいパスワードを入力する、新しい
パスワードを再入力すると、パスワードを変更ることができます ( パス
ワードは 6 ~ 18 桁の数字とアルファベットの組み合わせのみ、「目」
ですべてのパスワードを可視にするかを調節することができます）。
E. 現在のアカウントの登録を終了します。
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製品仕様
CPU

T20

Antenna

2.4Ghz-2.5Ghz

Sensor

SC2235

Lens
Infrared LED

Focal length: 3.6mm
Pixel: 2Mp
850nm 9PCS
Protocols: HTTP/DHCP/IP/TCP

WIFI

Frequency band: 2.4G
Channel: 1TX/1RX
Format: H.264

Video

Resolution: 1920X1080
Max. frame rate: 1080P/25FPS
8-64G

SD card

Class 10 Card
Recorded format: AVI

Power

DC 5V/2.0A
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FAQ
Q: 任意の WiFi 接続のヒント？
A: カメラは 2.4G の周波数信号のみをサポートし、802.11b / g / n の

WiFi ネットワーク
1. 接続された無線 LAN のパスワードは 16 文字未満でなければなら
ず、特殊文字を含めることはできません（文字と数字のみを含むパス
ワードを変更することを推奨します）。
2. 最新バージョンのアプリにアップグレードしてください
Q: 夜間視力はない ?
A: 1. IR 機能が有効になっているかどうかを確認します。

2.IR LED が点灯しているかどうかを確認します。
3. カメラを工場出荷時の設定に戻してから、視覚効果を確認します
4. 最新のファームウェアでカメラをアップグレードする
Q: カメラの映像がぼやけた場合の対処方法？
A: 1. ビデオインターフェイスに入り、画質を HD モードに調整する。

2. 綿棒でカメラレンズを掃除する。
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アフターサービス
この製品は、購入日から1年間の保証サービスを受けています。
製品に問題が発生した場合は、速やかにお問い合わせください。お手伝い
致します。
Apeman アフターサービスメールボックス:

America: support.us@apemans.com
Europe: support.eu@apemans.com
Japan: support.jp@apemans.com
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Version 1.3

