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各部の名称

お使いの機器にアプリをダウロードする
⽅法①： App StoreまたはGoogle Playから「YCC365 Plus」を検索してダウンロードします。

⽅法②：下記のQRコードをスキャンしてダウンロードします。

support.jp@heimvision.com

ナイトビジョン

IR LED

レンズ

スピーカー
スピーカー microSDスロット

LAN

マイクロホン

電源⼊⼒端⼦



アカウント登録およびログイン

このアプリを初めて使⽤する場合、有効なメールアドレスでアカウントを登録してからロ

グインしてください。

注意事項：新規登録のメールが届きません場合

メールアプリによっては、迷惑メールフォルダに⼊ってしまう場合があります。迷惑メー

ルフォルダを確認してみてください。

 • 携帯電話会社のメールアドレス(docomo,ezweb,softbankなど)をご使⽤の場合は、迷惑

   メール受信拒否設定によって確認コード通知メールを受信できない設定になっている

   場合があります。携帯電話の迷惑メール受信拒否設定で、「no-reply@best-cam.jp」 

     を「受信許可」（または「受信拒否の例外」）に設定すると受信可能になります。設

     定の⽅法が分からない場合は各携帯電話会社のサポートをご利⽤ください。

 • 以下のようなメールアドレスは、インターネット標準に適合していないため使⽤でき

     ません。

     使⽤できないメールアドレス：

     1. 半⾓英数字と「-」「_」「.」「+」「?」「/」以外の記号が含まれている場合 

         (例：wtw*taro@wtw.jp)

     2. 記号を2⽂字以上連続使⽤している場合 (例：wtw..taro@wtw.jp wtw-_-taro@wtw.jp)

     3. 記号を最初または最後(@の直前)に使っている場合 

         (例：wtw.taro.@wtw.jp -wtw-taro@wtw.jp)

     4. @の前（左）部分で64⽂字以上になっている場合 

     5. メールアドレス全体で256⽂字以上になっている場合 

   * 携帯電話会社やプロバイダ・フリーメールサービス等の登録では⼤丈夫でも、本機 

         の登録ではご使⽤いただけません。

   * ご利⽤のメールアドレスが上記に該当する場合は、メールアドレスをインターネッ

         ト標準に適合したものに変更するか、Yahoo!メールやGmailなどで新規にアドレスを

         取得して再度アカウント作成を⾏ってください。

Hi.
へようこそ。

メールアドレスを⼊⼒

パスワードを⼊⼒

新規登録 パスワードを忘れましたか？

ログイン

携帯電話番号で登録

メールアドレスを⼊⼒

メールアドレスを⼊⼒

次へ

次へ

パスワードを⼊⼒してください

再⼊⼒

パスワードを⼊⼒

パスワードは6~26桁で、英字⼤⽂字•英

字⼩⽂字• •数字を混⽤してください。
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重要：

WIFI 接続失敗の場合以下のことをチェックしてください

（1）本機ではWi-Fi 2.4GHz のみをサポートしています。

（2）安定したネットワークに接続するため、本機とモバイルデバイスは無線LAN親機の近

         くでお使いください。

（3）WIFI のアクティブ状態を確認すること

（4）WIFI パスワードが正しく⼊⼒されたかをチェックすること 以上全部問題なくてもまだ

     接続できない場合には、まず有線で接続して、その後、設定画⾯で WIFI 設定を配置し

         てください；（有線でカメラをAppに追加した後、Wi - Fiでも⾃由的に接続への切り替

         えることができます。「環境設定」インターフェースに⼊り、「Wi-Fiネットワーク」

         を選択して設定します。選択した

（5）本システムは無線通信を利⽤した商品であるため、混信や⼲渉により意図通りに機能

         を使⽤できない場合があります。 

　　  WIFI接続は距離等により、接続切れって、遅れる、ぐるぐるまわりつづける、症状が

　      があり、安定性を考えると有線接続できる場所は有線接続とか機械を無線LANの近く

         に置いてを勧めます

 1. QRコードをスキャンして接続する

+
ステップ1：モバイルデバイスをWi-Fiに接続し、「YCC365 Plus」にログインします。 右

       上の「 」をタップしてから「スマートカメラ」→「デバイスQRコード読み

       込みで追加」を選択し、コードをスキャンします。

本機の電源を⼊れた後に、「QRコード読込みまたはAPリンクモードでカメラを設定してください」

と聞こえます。正常に接続されてから本機の設定を⾏ってください。ガイド⾳声が再⽣されない場

合、リセットボタンを５〜６秒間押し、本機をリセットしてから再設定します。正常にリセットされると

「リセットに成功しました」というガイド⾳声が再⽣されます。

GUIDE

YCC365 Plus

スタートガイド

デバイス追加

スマートカメラ

スマート警報機

デバイスQRコード読み込みで
追加

デバイスで携帯のQRコードを読み込ん

で、Wi-Fiにマッチング

AP

ワイヤ追加
ワイヤインターフェース付きデバイスの

み対応

APリンクモード追加
デバイスAPリンクモードの接続⽅式で、

Wi-Fiにマッチング

デバイス追加



ヒント：「Wi-Fiに接続」の右上にある「ネットワーク診断」をタップすると、Wi-Fiの状

         態を確認できます。

ステップ2：「上記ステップを完成した場合、『ネットワークに接続』をクリックしてく

         ださい」をチェックして、「ネットワークに接続」をクリックします。次に

         お使いの機器が接続されているWi-Fiを選択し、正しいパスワードを⼊⼒して

       「次へ」をタップして続⾏します。

デバイス追加

3. デバイスを可能な限りルーターに近づいて、

ルーターとカメラレンズとの間の障害物を減少

してください

上記ステップを完成した場合、「ネットワークに接続」を

クリックしてください

ネットワークに接続

1/3 ネットワーク診断

Wi-Fi名称を⼊⼒してください

Wi-Fiのパスワードを⼊⼒してください

! 5GHz無線ネットワーク対応でわありません

デバイスはWi-Fiに対してどんな要求がありますか＞

次へ

ログアウト

ネットワーク検出結果：OK

ネットワーク情報

Wi-Fi帯域

Wi-Fi品質

サーバー状態

2.4G

良い

ネットワーク遅延

時間341ms

ネットワーク安定

性良い

接続に成功

診断結果

あなたのネットワークが正常です

ネットワーク正常

完了

Wi-Fiに接続

ステップ3：モバイルデバイスのQRコードをカメラのレンズに合わせます。カメラとの距

                   離を10〜20cmにすると読み取りやすくなります。
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ステップ4：本機から通知⾳が再⽣されると「『ブブ』の⾳が聞こえました」をタップして

                   Wi-Fi接続を開始します。「Wi-Fiに接続しています、しばらくお待ちください。」

                   と「インターネットに接続しています、しばらくお待ちください。」と聞こえ

                   ます。しばらくすると「追加に成功しました。使⽤を開始できます」と聞こえ

                   たらモバイルデバイスから映像を確認できるようになります。



2/3

! QRコードをカメラのレンズに合わせてください

10~20cm

⼀切⾳が聞こえません？

「ブブ」の⾳が聞こえました

2/3

カメラはネットワークに接続しています

接続は１~２分かかるので、しばらくお待ちください

16%

ルーター、携帯及びデバイスはなるべく近づいてください

3/3

追加に成功しました

デバイス名称

クリックしてデバイス名称を⼊⼒するまたは下記名称から選ぶ

ベッドルーム リビングルーム

セカンドベッドルーム ⽞関⼝

オフィス 会議室

体験開始
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2. 網線による追加

本機の電源を⼊れ、LANケーブルを差し込んだ後に、「有線で接続しています、しばらくお待ちく

ださい。インターネットに接続しています、しばらくお待ちください。有線接続を選択してカメラを

追加してください。」と聞こえます。ガイド⾳声が再⽣されない場合、リセットボタンを５〜６秒間押

し、本機をリセットしてから再設定します。正常にリセットされると「リセットに成功しました」という

ガイド⾳声が再⽣されます。

ステップ1：「YCC365 Plus」にログインします。 右上の「    」をタップしてから「スマートカメラ」→

               「 ワイヤ追加」を選択し、コードをスキャンします。

+

GUIDE

YCC365 Plus

スタートガイド

デバイス追加

スマートカメラ

スマート警報機

デバイスQRコード読み込みで
追加

デバイスで携帯のQRコードを読み込ん

で、Wi-Fiにマッチング

AP

ワイヤ追加
ワイヤインターフェース付きデバイスの

み対応

APリンクモード追加
デバイスAPリンクモードの接続⽅式で、

Wi-Fiにマッチング

デバイス追加



ステップ2：「上記ステップを完了した場合、「次へ」をクリックしてください」を選んで、「次へ」を

     クリックして「カメラの設定」のインターフェースに⼊ります。カメラの下部のQRコー

     ドをスキャンした後、しばらく待ってカメラが「追加に成功しました。使⽤を開始でき

     ます」を提⽰すると、カメラがAppに追加されます。

ヒント：有線でカメラをAppに追加した後、Wi - Fiでも⾃由的に接続への切り替えることができます。

　　　「環境設定」インターフェースに⼊り、「Wi-Fiネットワーク」を選択して 設定します。選択した

          Wi - Fiへの接続に成功した後、網線を抜いてカメラを再起動する。

デバイス設定

デバイスの「SET」または「RESET」ボタン

を⻑押しして、⻑押し時間は最低５秒

上記ステップを完了した場合、「次へ」をクリック

してください

次へ

3/3

追加に成功しました

デバイス名称

クリックしてデバイス名称を⼊⼒するまたは下記名称から選ぶ

ベッドルーム リビングルーム

セカンドベッドルーム ⽞関⼝

オフィス 会議室

体験開始

カメラの設定

デバイス機体のQRコードを枠内に置いてくださいr

3. アクセスポイントによる接続

+
ステップ1：スマートフォン等をWi-Fiに接続し「YCC365 Plus」にログインします。右上

                   隅にある「 」をタップし「スマートカメラ」→「APリンクモード追加」を

                   選択します。
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本機の電源を⼊れた後に、「QRコード読込みまたはAPリンクモードでカメラを設定してください」

と聞こえます。正常に接続されてから本機の設定を⾏ってください。ガイド⾳声が再⽣されない場

合、リセットボタンを５〜６秒間押し、本機をリセットしてから再設定します。正常にリセットされると

「リセットに成功しました」というガイド⾳声が再⽣されます。



ネットワーク設定

デバイス設定

デバイスの「SET」または「RESET」ボタン

を⻑押しして、⻑押し時間は最低５秒

上記ステップを完了した場合、「次へ」をクリック

してください

次へ

1/3

デバイス" "⽂字付きWi-Fiを起動しCLOUDCAM_XXXX

ます。下記ボタンをクリックして画⾯設定に移⾏し

てWi-Fiに接続してください

如何にデバイスに接続するか＞

設定へ

WLAN

WLAN

WLAN
オフ

利⽤可能なネットワーク

HeimVision

インターネット体験の向上

接続済み

CLOUDCAM_146b9c7cbe76

保存済み

CLOUDCAM_146b9c7cbe76

電波強度

暗号化タイプ

⾮常に強い

なし

接続

切断

キャンセル

ステップ3：「設定へ」をタップし、スマートフォン等のネットワーク設定から

                   「CLOUDCAM_XXXX Wi-Fi」に接続します。

ステップ4：  をタップして「YCC365 Plus」に戻り、「ネットワーク設定」を開き

      「次へ」をタップします;

ネットワーク設定

1/3

設定Wi-Fiリストは既にデバイスのWi-Fiに接続済み

如何にデバイスに接続するか＞

次へ

WLAN

WLAN

WLAN
オフ

利⽤可能なネットワーク

HeimVision

インターネット体験の向上

接続済み

CLOUDCAM_146b9c7cbe76

保存済み

ネットワーク設定

1/3

如何にデバイスに接続するか＞

設定へ

1

2

3

OK

画⾯設定に移⾏して、モバイルデバイスの Wi-Fi機

能を開く

デバイスの Wi-Fi を起動

Wi-Fiリストに "CLOUDCAM_XXXX" ネットワーク

を選択し接続する

デバイスのWi-Fiを選択

YCC365 Plus APPへ戻る

CLOUDCAM_XXXX
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スキャン WLAN Directの設定 設定 その他

ステップ2：「上記ステップを完了した場合、「次へ」をクリックしてください」をチェッ

                     クして「次へ」をクリックします。「ネットワーク設定」に進みます。



ヒント：「CLOUDCAM_XXXX」への接続が失敗した場合は、ポップアップウィンドウが

                表⽰されます。

ステップ5：モバイルデバイスが接続されているWi-Fiを選択し、正しいパスワードを⼊⼒

                    して「次へ」をタップします。本機から通知⾳が再⽣されると「Wi-Fiに接続

                    しています、しばらくお待ちください。」と「インターネットに接続してい

                    ます、しばらくお待ちください。」と聞こえます。しばらくすると「追加に

                    成功しました。使⽤を開始できます」と聞こえたらモバイルデバイスから映

                    像を確認できるようになります。

2/3

カメラはネットワークに接続しています

接続は１~２分かかるので、しばらくお待ちください

16%

ルーター、携帯及びデバイスはなるべく近づいてください

3/3

追加に成功しました

デバイス名称

クリックしてデバイス名称を⼊⼒するまたは下記名称から選ぶ

ベッドルーム リビングルーム

セカンドベッドルーム ⽞関⼝

オフィス 会議室

体験開始

2/3

Wi-Fiに接続

接続するWi-Fiを選択して、Wi-Fiパスワードを⼊⼒し

てください

HeimVision

接続するWi-Fiが⾒つかりませんか。

Wi-Fiパスワードを⼊⼒してください

! デバイスは5Gネットワーク対応ではありません

次へ

*APモード
如何なるネットワークに接続していない場合、モバイルデバイスはカメラのWi-Fiに接続でき、それ

でライブビデオを⾒たり、カメラを設定したりすることができます。ただし、モバイルデバイスはカメ

ラのWi-Fi通信有効距離以内にあります。
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次へ

GUIDE

YCC365 Plus

スタートガイド

デバイス追加

スマートカメラ

スマート警報機

デバイスQRコード読み込みで
追加

デバイスで携帯のQRコードを読み込ん

で、Wi-Fiにマッチング

AP

ワイヤ追加
ワイヤインターフェース付きデバイスの

み対応

APリンクモード追加
デバイスAPリンクモードの接続⽅式で、

Wi-Fiにマッチング

デバイス追加



ステップ3：画⾯の指⽰に従って、「次へ」をタップするとポップアップが出てきます。「OK」をタップ

      して、「ネットワーク設定」画⾯に⼊ります。また「設定へ」をタップして、モバイルデバイ

      スのWLAN設定画⾯に⼊ります。

APモード

Apプレビューツールビデオを⾒ます。まずスマホが

APモード対応デバイスに接続していることを確認して

ください。

2. デバイスの「SET」または「RESET」ボタンを

5秒以上⻑押し。その後、ボタ

ンから指を離して1分程お待ちください。

次へ

ネットワーク設定

1/3

" "に接続しまいす。下部にあるボタCLOUDCAM_XXXX

ンをクリックして接続してください

接続⽅法＞

設定へ

ネットワーク設定

1/3

接続⽅法＞

設定へ

1

2

3

OK

スマホ本体のWi-Fi設定画⾯を表⽰する

デバイスの Wi-Fi を起動

Wi-Fiリストに "CLOUDCAM_XXXX" ネットワーク

を選択し接続する

デバイスのWi-Fiを選択

YCC365 Plus アプリへ戻る

CLOUDCAM_XXXX

接続⽅法＞

Hi.
へようこそ。

メールアドレスを⼊⼒

パスワードを⼊⼒

新規登録 パスワードを忘れましたか？

ログイン

携帯電話番号で登録

Hi.
へようこそ。

メールアドレスを⼊⼒

パスワードを⼊⼒

新規登録 パスワードを忘れましたか？

YCC365 Plus +

デバイス情報はし

ログイン

ローカルログイン

ステップ4：「CLOUDCAM_XXXX」Wi-Fiに接続する。接続が成功したら、アイコン「    」をタッチし

      てアプリの「ネットワーク設定」画⾯に戻ります。 また「次へ」をタップしてデバイス捜索

      画⾯に⼊ります。

携帯電話番号で登録
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ステップ1: カメラの電源を⼊れて、起動が成功したら、⾳声「Rコード読込みまたはAPリンクモー

      ドでカメラを設定してください」が聞こえます。

ステップ2：「 YCC365 Plus」をタップして、ログイン画⾯に⼊り、アイコン「  」若しくは「ローカ

　　　　 ルログイン   」をタップしてデバイス追加画⾯に⼊ります。



ネットワーク設定

1/3

デバイスに接続済のWi-Fi設定

接続⽅法

次へ

WLAN

WLAN

WLAN
オフ

利⽤可能なネットワーク

HeimVision

インターネット体験の向上

接続済み

CLOUDCAM_146b9c7cbe76

保存済み

ステップ5：捜索が成功したら、アカウント「YCC365」とパスワード「0123456」を⼊⼒して、「次へ」

                をタップしデバイスを追加します。追加に成功したら、「体験開始」をタップすれば、カメ

                ラでライブビデオをチェックできます。

ご注意：

モバイルデバイスがカメラのWi-Fiに接続される場合、インターネット接続がすべて切られて、App

の⼀部機能がご利⽤できなくなりますので、予めご了承ください。

APモード

デバイスアカウント

デバイスパスワード

APモード

Wi-Fiのデバイスを検索中

次へ

3/3

追加に成功しました

デバイス名称

クリックしてデバイス名称を⼊⼒するまたは下記名称から選択

ベッドルーム リビングルーム

セカンドベッドルーム ⽞関⼝

オフィス 会議室

体験開始

WLAN

WLAN

WLAN
オフ

利⽤可能なネットワーク

HeimVision

インターネット体験の向上

接続済み

CLOUDCAM_146b9c7cbe76

保存済み

CLOUDCAM_146b9c7cbe76

電波強度

暗号化タイプ

⾮常に強い

なし

接続

切断

キャンセル

09support.jp@heimvision.com

スキャン WLAN Directの設定 設定 その他



⽞関

デバイス メッセージ クラウドサ... 私の

YCC365 Plus

機能紹介
Appのホーム画⾯でカメラのサムネイル画像をタップしてライブビデオの画⾯に⼊ります。

A.  設定

B. スクリーンショット

C. フルスクリーン

   （ 全画⾯表⽰）

D. PTZリセット

E. プリセット

F. PTZコントロール

G. ⾳声インターホン

*「                          」 をタップしてカメラの画像履歴を再⽣します。 

*「      」をタップしてカメラを⼯場出荷時の初期場所に回します。

*「       」をタップしてカメラの特定視⾓をプリセットします。

*「       」 をタッチすると、カメラがジェスチャーに従って上下左右に動きます。

*「       」を押したまま話して、それをリリースした後、カメラに⾳声を送信します。

*「       」をタップして画質を切り替えります。

 1. PTZコントロールとプリセット
⑴ PTZコントロール

* ライブビデオ画⾯の「  」をタッチすると、カメラがジェスチャーに従って上下左右に動きます。

* ライブビデオ画⾯をダブルタップすると、画⾯が拡⼤・縮⼩表⽰できます。

* 指で画⾯を左右にスライドさせると、カメラがそれに従って左右に回転します。

0KB/s

ビデオを⾒る

メッセージ 解像度 ⾳声  その他

A

B C

D E

F

G

Quality

部屋

⽞関
ライブ | 17:06:51

中国標準時(北京)

ビデオを⾒る

記録 クラウドアルバム
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⑵ プリセット

    「     」 をタップして、カメラの特定視⾓をプリセットします。また、それを追加したり、起動したり、

     削除することができます。

  * 追加：「     」をタップして、カメラの今の視⾓を設置予定場所としてプリセットし、名前を⼊⼒し

  て保存をタップします。

  * 起動： 設置予定場所のサムネイル画像をタップすると、カメラがその視⾓に直接に回転します。

⾳声 その他

Play the video

55.21KB/s

メッセージ 解像度

設置予定の場所

設置場所の名称をご⼊⼒くだ...

キャンセル 保存

⾳声

11.33KB/s

ビデオを⾒る

メッセージ 解像度

設置予定の場所

Door

0KB/s

ビデオを⾒る

設置予定の場所...

ご注意：

ネットワークによって、カメラの回転とライブビデオの再⽣が遅延することがあります。

+

⽞関
ライブ | 17:07:41 

⽞関
ライブ | 17:07:49 

Door
ライブ | 17:08:03 

⾳声メッセージ 解像度その他 その他

ビデオを⾒る ⽞関
ライブ | 17:07:17 

⽞関
ライブ | 17:07:17 
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 3.ビデオクリップ（クラウドサービスに対応したカメラのみ）

「     」をタップしてビデオ再⽣画⾯に⼊ります。

ステップ１：タイムラインをドラッグし、ビデオのある時間に⽌めて、「  」をタップします。

ステップ2：オレンジ⾊のカーソルを左右にスライドさせる若しくは「開始時間」と「ビデオ再⽣時間」

      を設定してクリップを⾏います。

ステップ3：ビデオの名前を⼊⼒して「保存」をタップします。

キャンセル 完了

02-25 Mon

02-26 Tue

02-27 Wed

02-28 Thu

13

14

15

16

17

43

44

45

46

47

48

49

31

32

33

34

35

36

37

live ビデオを⾒る

0KB/s

録画再⽣

クラウド

SＤカード

⾳声 記録メッセージ クラウドアルバ
ム クリップ

live ビデオを⾒る

X1.0

16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 

0KB/s

⽞関
          再⽣ | 2019/02/28 16:42:01 

⽞関
          再⽣ | 2019/02/28 16:46:37 

ビデオを⾒る

 2.ビデオ再⽣ 
「      」をタップして、ビデオ再⽣画⾯に切り替えます。ビデオを再⽣するとき、クラウドサ

ービスの画像履歴をデフォルトで再⽣します。

* タイムラインのダークブルーの部分はカメラが⾳声若しくは動体を検出した後に録画したビデ

  オで、ライトブルーの部分は普通のビデオです。

*「  」をタップして選択された⽇付の画像履歴を再⽣できます。

*「 X1.0」をタップして、再⽣速度を調整できます。「X0.5」スロー再⽣、「X1.0」標準再⽣、「X2.0」と

 「 X4.0」早送り再⽣が⾏えます。

ご注意:

* microSDカードの録画を再⽣するとき、「 」画⾯に⼊り、「 」を「SDカード」に設定して設定 録画再⽣

   ください。

* microSDカードに録画タイムラインの⾊は同じです。

* microSDカードのビデオ再⽣は早送りとスロー再⽣に対応できない。

ビデオを⾒る

12support.jp@heimvision.com



⽞関
          再⽣ | 2019/02/28 16:42:08 

⽞関
          再⽣ | 2019/02/28 16:42:01 

⽞関
          再⽣ | 2019/02/28 16:42:08 

16:40 16:41 16:42 16:43 16:44 16:45

開始時間

ビデオ再⽣時間

2019-02-28 16:41:43

00:27

キャンセル

0KB/s

クラウドアル... 削除

20190228-164143

キャンセル 保存

ご注意：

ビデオクリップはデフォルトで「クラウドアルバム」に保存されます。「クラウドアルバム」へチェック

したり、リネームしたり、またFacebook、YouTube、Twitterなどに共有したり、モバイルデバイスにダ

ウンロードしたりすることができます。

live ビデオを⾒る

X1.0

16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 

0KB/s

16:40 16:41 16:42 16:43 16:44 16:45

開始時間

ビデオ再⽣時間

2019-02-28 16:41:43

00:27

キャンセル

0KB/s

クラウドアル... 削除

⾳声 記録メッセージ クラウドアルバ

ム クリップ

 ４．メッセージ（クラウドサービスに対応したカメラのみ）

「  」をタップして、カメラが⾳声若しくは動作を検出した後録画したすべての警報録画をチェック

できます。

* ほかのカメラ、メッセージの種類と⽇付によって⾒たいビデオを捜索できます。

* あるサムネイル画像をタップして、選択されたビデオの詳細情報をチェックできます。

*「   」をタップして1つ以上の動画を削除できます。
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ご注意：

ビデオの有効時間が選択されたクラウドサービスプランに録画可能のビデオ期間と同じです。

クラウドサービス期限が切れると、録画されたビデオがすべて⾃動的に削除されます。カメラは

循環録画を⾏っているが、古い動画は新しい動画に⾃動的に覆われてしまい。

⽞関 全ての通知 02-28

16:50:34 16:49:48

16:49:21 16:49:12

16:48:23 16:46:28

16:46:13 16:44:54

詳細情報

00:00:04 00:01:48

保存 倍速

x1.0

2019/02/28 16:49:52

メッセージ

⽞関

16:50:34

16:49:21

16:48:23

16:46:13

全ての通知 12-28

16:49:48

16:49:12

16:46:28

16:44:54

メッセージ

5. microSDカード

ご注意：

添加SD カードを使うには、SD カードをカメラバックの SD カードスロットに挿してください。

もしクラウドカメラに SD カードが識別されることができなかったら、カメラを電源オフにして、SD 

カードを⼀回抜け出して、また⼊れ直ってから、カメラをパワーオンにしてください。以上の⼿順でカ

メラは SD カードを識別することができるはずです。

注: SD カードをカメラに⼊れる前に⼀回フォーマットしたほうがいいです。

* 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

* 本品は最⼤128G microSDカードに対応できます。

*「 」>「 」>「 SDカード管理」に⼊ります。設定 保存

   • microSDカードの状態をチェックします。

   • microSDカードの空き容量をチェックします。

   • microSDカードをフォーマットします（ご使⽤になる前、それをフォーマットしてください）。

   • microSDカードの録画モードを設定します。「 録⾳しない」を選択すると、カメラが録画しません; 

  「 警報録画」を選択すると、⾳声や。動体などを検出した後、録画を開始します;「 連続録画」を

   選択すると、カメラが連続録画しています。

   • microSDカードは消耗品です。「 Kingston」、「SanDisk」などのブランドのmicroSDカードをお勧

   めします。
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クラウド管理

クラウドサービス

保存データ削除

SDカード管理

SDカード 

SDカード容量

使⽤済6.91GB, 残り0.28GB

録画モード

SDカードフォーマット

期限切れ

使⽤可能

連続録画

保存

クラウド管理

クラウドサービス

保存データ削除

undefined ⽇...

SDカード管理

SDカード

SDカード検索失敗

SDカードを挿⼊または⼊れ直してください

?

保存

 6.クラウドサービス（オプション）

アプリのホーム画⾯に「  」を選択する若しくは「設定」>「 保存」>「 クラウド管理」に⼊りクラウ

ドサービスプランをチェックできます。

* 本品は30⽇間無料クラウドサービスを提供させていただきます。それは3⽇間のビデオ

 （ 循環録画）を保存できます。

* 年間クラウドサービスプランを購⼊するカメラは、Alexa対応にアップグレードできます。

* PayPal決済若しくはクレジットカード決済を選択して代⾦をお⽀払いできます。

* 本品はAmazonのクラウドストレージを採⽤しており、クラウドサービスに保存されたデータは

   安全です。

クラウド管理

クラウドサービス

保存データ削除

SDカード管理

SDカード

ＳDカード管理

使⽤済6.91GB, 残り0.28GB

録画モード

期限切れ

使⽤可能

連続録画

保存

こんにちはAlexa 近⽇発表

おすすめ もっと

クラウドサービス

VIP
部屋 プりペイドカードでチ…

現在サービスを提供してお

りません

録画時間 新⼈へのお得、０元で 体験！

3⽇ 7⽇ 15⽇

30⽇

録画⽅法

終⽇録画

毎⽇２４時間録画 

サービス時間の⻑さ

$0/month

即時受領

VIP

即時購⼊

ラウドサービス

VIP
⽞関

Record 24 hours a day

現在サービスを提供してお

りません

お⽀払い⽅法の選択

PayPal決済

クレジットカード決済

プりペイドカードでチ…

お⽀払い

基本機能 詳細を調べる基本機能 詳細を調べる 基本機能 詳細を調べる

⾼級機能（限定セットセット） 詳細を調べる

基本機能 詳細を調べる基本機能 詳細を調べる

⾼級機能  詳細を調べる

⽞関 プりペイドカードでチ…

現在サービスを提供してお

りません

（限定セットセット）

こんにちはAlexa 近⽇発表

おすすめ もっと

＄ 6.99 /⽉ ＄ １99 /⽉

７⽇/２４時間
録画時間

３０⽇/２４時間
録画時間

＄２３９/年

⼈気 価値

クラウドサービス 

０元で 体験！

取り消し

録⾳しない

警報録画

連続録画

キャンセル
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 7. その他の機能紹介

通知設定

ご注意：

プッシュを滞りなく送信するために、オプション（動体検知、⾳声検

知、アプり通知の受信、メール通知の受信）をすべてオンにしてく

ださい。

* メール通知の受信： オン

  警報ビデオが録画されると、Appは登録されたメイルアドレスにプ

  ッシュを送信します。

* アプり通知の受信： オン

  警報ビデオが録画されると、Appはスマホにプッシュを送信します。

* 通知設定

 「 おやすみモード」を実現するには指定された時間内に警報プ

  ッシュを送信しないように設定できます。

* 通知の受信

  プッシュをすべて若しくはその⼀部を受信できます。頻繁に邪魔

  されないよう、「要約のみ表⽰」を選択して、同じ種類のプッシュ

  を１通のみ間隔ごとに受信できます。

＊ ⾳声検知: オン

 カメラは監視範囲内に⾚ちゃんの泣き声などを検出すると

 録画を開始します。それからAppはスマホに警報プッシュを

 送信します。

＊ 動体検知: オン

 カメラは監視範囲内に動体を検出すると録画を開始します。そ 

 れからAppはスマホに警報プッシュを送信します。

アプリのホーム画⾯の「  」をタップする若しくはライフビデオ画⾯の「  」をタップして設定

画⾯へ他の機能をチェックできます。

ご注意：

＊ メインインターフェイスの「  」または下部メニューの「  」をタップして符号プりペイドカード

 でチ…符号ページに⼊れます。次に符号クラウドサービス符号をタップしてクラウドサービスパ

 ッケージのアクティベーションコードを⼊⼒ください。

＊ クラウドサービスプランは登録済みアカウントにバインディングされているため、アカウントを切

 り替えるとき、「HeimVisioｎ」のアフターサービスにお問い合わせください。

プッシュ通知設定 
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設定した時間は通知を送信しません（最⼤３）

１９：００ 

 （翌⽇）０７：００ 

ネットワーク設定

プッシュ通知設定

通知設定

通知の受信

通知設定

要約のみ表⽰

なし

その他

アプり通知の受信

メール通知の受信

検出エリア

動体検知

⾳声検知

探知測定の感度

通知プッシュ設定

録画再⽣ SＤカード 

プッシュ通知設定

終了時間

開始時間      

�保存

保存設定

通知設定

スケジュール追加

カメラ削除

Wi-Fiネットワーク変更 HeimVision

カメラ再起動



その他の設定

A

B

C

B: カメラのマイクをオン若しくはオフします。オフした

    後、カメラは録画時⾳が出れず、⾳声検知の映像

  も録⾳されず、Appと⾳声通話を⾏われません。

A: 設定された時間にカメラの電源が切れます。
設定

共有

基本設定

通知設定

タイムゾーン

カメラマイク

暗視 

画像反転180°

追跡機能

カメラ名  ⽞関

中国標準時（北京）

デバイススウィッチ

カメラオフ時間  

ブザー 

プライベート共有

動体検知

⾳声検知

探知測定の感度

保存設定

ネットワーク設定

保存

録画再⽣  SDカード

Wi-Fiネットワーク変更 HeimVision

カメラ再起動

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

M: 今のカメラを使⽤する必要がない場合、「 」カメラ削除

     をタップします。若しくは別の登録アカウントで今の

     カメラを追加するとき、必ず「 」をタップしカメラ削除

     てから別のアカウントで今のカメラを追加します。

L: カメラを遠隔で再起動します。 

K: モバイルデバイスがWi-Fiを切り替える場合、現在

    のWi-Fiと交換したいWi-Fiを同時に接続できる時、

  Wi-Fiを直接に切り替えられます。

G: デバイスID、Macアドレス、ファームウェアバージョ

     ンなどの情報をチェックできます。

H: 家族のアカウントにてカメラも共有できます。ご

    家族は合法的なメイルアドレスで「YCC365 Plus」 

    Appを登録したアカウントを使って、カメラのライ

    ブビデオ、録画ビデオをチェックしたり、カメラの

    PTZを制御したりすることができます。

F: オンした後、ビデオ監視範囲内に動体があると、カ

    メラは動体を⾃動的に追跡します。動体がカメラの

    監視範囲を超えると、カメラは⾃動的に追跡する前

    の場所に戻ります。ただし、PTZを⼿動で操作すると

  き、カメラは⾃動追跡を⾏われません。

J: このオプションがオフし場合、⾳声を検出するとき、

    カメラは通知プッシュを送信しません。

D： カメラの⾚外線ランプをオン若しくはオフしたり、

     環境に応じて⾃動的に⾚外線ランプをオン若しく

     はオフしたりすることに設定できます。オンした後、

     設定を変更しない限り、画像は⽩⿊モードになりま

     す。オフした後、設定を変更しない限り、画像はカラ

     ーモードになります。

       

C: カメラが⾳声若しくは動体などを検知すると、内蔵

    ブザーがサイレン警報を鳴らします。

I: このオプションがオフした場合、動体を検出するとき、

    カメラは通知プッシュを送信しません。

E: ビデオスクリーンを180°回転させます。これはカメラ

    を建物の頂部に逆さまに取り付ける場合に対応します。

なし

⾃動       

カメラ情報

カメラ削除

検出エリア

通知プッシュ設定
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 複数のカメラのライブビデオを同時にチェックする

Appの同じアカウントを使って複数のカメラを追加できます。追加した後、アプリのホーム画⾯の右

上隅のアイコン「  」をタップすれば、複数のカメラのライブビデオを分割画⾯で同時にチェック

できます。

現在、AppとPCのソフトウェアは最⼤4分割に対応できます。つまり、同時に最⼤4台のカメラのライ

ブビデオを同時にチェックできます。4台以上のカメラの場合、分割画⾯でスクリーンをスライドさ

せて、各カメラのライブビデオを1つずつチェックできます。

ご注意：

複数のカメラのライブビデオを同時にチェックするとき、ネットワーク帯域幅が⾼く要求されたため、

ビデオの遅延やフリーズが発⽣する恐れがあります。

PCから画像を⾒る
コンピューターのブラウザで「www.ucloudcam.com」にアクセスし、「YCC365 Plus」の登録アカ

ウントとパスワードを⼊⼒してログインします。具体的な機能操作については、上記Appの機能紹介

をご参考ください。

YCC365 Plus

⽞関 17:18:57

11/20/18

部屋

部屋 部屋

⽞関

デバイス メッセージ クラウドサ 私の
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Q2: App画⾯に「カメラが切断されています。」と表⽰された。

   * まずカメラの電源とルーターのネットワークが正しく作動していることを確認し、それから以下

     の⽅法を試してください。 

     ● ⽅法1：同じページの「トラブルシューティング」をタップして修復してください。

     ● ⽅法2：カメラを再起動してください。再起動後もまだ接続されていない場合、Appの「設定」ト

                  ラブルシューティング」画⾯でカメラを取り外してから、もう⼀度追加してください。

 困ったとき
Q1: 接続中にカメラと接続が失敗した。

   *「 リセット」ボタンを6秒⻑押しすると、デバイスを⼯場出荷時の設定に戻します。それに成功し

      たら、⾳声通知「リセットに成功しました」が聞こえます。

   * 本品は2.4GHz Wi-Fiのみに対応できます。デュアルバンド（2.4GHzと5GHz）がある場合、

      2.4GHz Wi-Fiをお使いください。

   * カメラを追加する時、画⾯指⽰に従って相応な操作を⾏ってください。

        ●「 QRコード読込みまたはAPリンクモードでカメラを設定してください」カメラの電源を⼊

           れると、この⾳声通知が鳴ります。鳴らない場合、「リセット」ボタンを6秒⻑押して、デバイ

           スを⼯場出荷時の設定に戻してから、もう⼀度試してください。 

        ●「 Wi-Fiに接続しています、しばらくお待ちください。」 Wi-Fiアカウントとパスワードを⼊⼒し

           てネットワーク接続を⾏うと、この⾳声通知が鳴ります。鳴らない場合、Wi-Fi接続が失敗し

           ました。カメラのレンズが遮られたか、Wi-Fiアカウントとパスワードが正しく⼊⼒したかを

           確認してください。

        ●「 インターネットに接続しています、しばらくお待ちください。」この⾳声通知が鳴った場合、

           カメラがルーターIPを取得していません。ルーターがネットワークに接続できるかどうかを

           確認し、そして現在のWi-Fiの接続ユーザー数を減らします。若しくはルーターを再起動して

           からもう⼀度試してください。

        ●「 追加に成功しました。使⽤を開始できます」この⾳声通知が鳴った場合、カメラを直接に

           操作できます。何度も試してもまだ鳴らない場合、弊社にお問い合わせください。

Q3: どうやって本品を他のWi-Fiに接続するか。

   * カメラは今接続しているWi-Fiと切り替えたいWi-Fiを同時に接続できれば、「設定」画⾯で

    「 Wi-Fiネットワーク変更」を選択してWi-Fiを切り替えられます。

   * カメラが現在のWi-Fiと接続を切れると、Appのホーム画⾯に「カメラが切断されています。」と

     表⽰されます。「トラブルシューティング」をタップして別のWi-Fiに接続できます。若しくはまず

     APPからカメラを削除して、それから切り替えたいWi-Fiでカメラを追加します。

Q4: カメラのビデオに不連続点を検出しました。つまりタイムラインにブランクがあった。

   * クラウドサービス試⽤プランの "xx"プラン、及び「 録画モード」を「警報録画」モードとして使⽤

     している場合、録画は連続していない/タイムラインにブランクが出た可能性があります。それは

   以上のオプションによって、カメラが⾳声や動体などを検出しない限り、録画を開始しない

     原因だ。
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ご注意：カメラのキャッシュを削除してカメラを再起動する時、録画のタイムラインにブランクが出

     る恐れがあります。これは故障ではない。

ご注意：

   * microSDカードの抜き差しを⾏った後、カメラを再起動する必要があります。

   * 電源が⼊った状態でmicroSDカードの抜き差しが⾏われると、ビデオファイル若しくはmicroSD

   カードが破損する恐れがあります。 

Q5: microSDカードを挿⼊し、「連続録画」モードを選択しても、録画がまだ連続していない。タイム

   ラインにまだブランクがあった？

 *「 」を「SDカード」として選択したかを確認してください。録画再⽣

 * microSDカードのステータスが「使⽤可能」であることを確認してください。そうでない場合、ま

      ずmicroSDカードをフォーマットしてください。フォーマットした後に使⽤してもまだブランクが

      あった場合、SDカードを交換してください。

Q6: カメラでmicroSDカードが認識しない？

 * microSDカードが破損していないか確認してください。破損した場合、別のmicroSDカードを

      交換してください。

   * ネットワークの品質が悪い場合、microSDカードが認識しないことがあります。画像品質を

    「 HD」から「SD」に変更して、もう⼀度試してください。

Q7: クラウドサービスの有効期限が切れた後、microSDカードを使⽤する場合、カメラのタイムラ

   インがブランクで、ビデオファイルがない。

   * クラウドサービスの有効期限が切れた後、クラウドの画像履歴を再⽣できない。その前にカメ

     ラにmicroSDカードが取り付けられていない場合、ビデオが保存されない。

ご注意：Appでライブビデオ画⾯をチェックする時、スマホでカメラのプッシュが受信しない。

Q8: どうやってスマホやコンピューターでmicroSDカードのビデオをチェックするか

    * スマホ：microSDカードのステータスが「使⽤可能」であることを確認してください。それから、

      「 」を「SDカード」として選択すれば、microSDカードのビデオをタイムラインにチェックで録画再⽣

    きます。

    * コンピューター：microSDカードをコンピューターに差し込んで、若しくはそのビデオファイルをコンピ

       ューターへコピーすれば、コンピューターでMP4格式に対応するプレーヤーを使ってビデオをタイム

    ラインにチェックできます。

Q9: スマホでフラッシュが受信できない？

    * スマホの設定で「YCC365 Plus」の通知プッシュ権限がオンになっていることを確認してください。

    *「 通知設定」でオプションをすべてオンになっていることを確認してください。

    * 今の時間が通知オフを設定する時間範囲内ではないことを確認してください。通常、カメラが⾳

      声若しくは動体を検知した後「、YCC365 Plus」はスマホへプッシュを送信しますが、⾳声通知か

      振動通知かはスマホの設定に決められます。
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Q11: ビデオを⾒る時、ビデオにサークルがあった。フリーズになりますか。

     * ビデオにサークルがあった場合、ビデオがアップロ̶ドされています。カメラとスマホが接続

       されたネットワークが流暢であることを確認してください。スムーズに再⽣できるために、ビデ

       オ品質を「HD」から「SD」に切り替えます。

Q12: 照明が薄暗くなる時、画像にノイズがあった。

     * これは故障ではない。ただし、画像画質をアップするために、照明が暗くなった時IR LEDを

       起動でき、同時に画像を⽩⿊モードに切り替えます。

Q13: カメラから騒⾳が出た。

     * カメラを回転させる時、モーターが微妙な⾳を出します。また、カメラのマイクを経由してスマ

       ホAppが騒⾳を受信します。これは故障ではない。Appライフビデオ画⾯で「⾳声」をオフにし

       て、若しくは「設定」画⾯で「カメラマイク」をオフにして騒⾳を削除できます。

     * ⼀⽅、スマホAppとカメラが近づきすぎると、騒⾳が出る可能性があります。スマホをカメラか

       ら離してください。

     * カメラから削除できない異常な騒⾳が出た場合、弊社にお問い合わせください。

Q14: このカメラを利⽤するために、クラウドサービスを購⼊しなければならないか

     * クラウドサービスを購⼊しなくてもこのカメラもご利⽤いただけます。弊社は30⽇間無料クラ

  ウドサービスを提供致します。その有効期限が切れても、microSDカードを経由して録画でき

  ます。それ以外の場合、ライブビデオしかチェックできない。

     * 良い体験とより安全なストレージを得られるために、無料クラウドサービス期限が切れる前、

  サービス継続を勧めます。クラウドサービスに興味がない場合、録画が中断されないように

  microSDカードを早めに購⼊し、重要なビデオファイルを早急にバックアップしてください。サ

  ービス期限が切れた後、クラウドサービスの録画をチェックできない。

Q10: ご家族に⾒てもらう時、いくつのアカウントを追加できますか。どうやって追加をキャンセルで

        きます。

   * ネットワーク帯域幅の制限，複数のユーザーによる同時アクセスにより、カメラの接続性とビ

        デオ品質が影響を受ける可能性があります。クラウドサービスに対応するカメラが最多10個

        のアカウントを追加できます。クラウドサービスに対応できないカメラが最多3個のアカウント

        を追加できます。

     *「 プライベート共有」画⾯で、キャンセルしたいアカウントを⻑押ししてから、「  」をタップし

        てキャンセルできます。 
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付録1：異なるオプションで利⽤可能な機能

 オプション

機能

microSDカー

ドもクラウド

サービスもない。

microSDカード

があるが、クラウ

ドサービスがない。

microSDカード

がないが、クラウ

ドサービスがある。

microSDカード

もクラウドサー

ビスもある。

ライフビデオ

双⽅向⾳声

PTZ制御

暗視 

動体検知

⾳声検知

スマート追跡

スマホフラッシュ

プライベート共有

カメラオフ時間

スマホにキャプチ

ャを保存する

スマホに録画を

保存する

デバイス設定

Apモード

映像録画

録画再⽣

ビデオクリップ

メッセージ

クラウドアルバム

メイルフラッシュ
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本製品の保証期間はご購⼊⼀年でございます。取扱説明書記載された正常な使⽤状態

で保証期間中は、万が⼀不良がある場合に、お気軽にご連絡ください。新しい商品を再

び配送することなどを対応させていただきます。

メール：support.jp@heimvision.com

保証
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