
カメラアプリビューアー Biz

ご利用マニュアル



このたびは、カメラアプリビューアー Bizをご利用いただき誠にありがとうございます。
本マニュアルでは、セットアップ完了後、アプリの使い方や設定の変更など行う際に必要な手順を記載しています。セットアップを
完了していない場合は、『カメラアプリビューアー Bizセットアップガイド』 をご覧のうえ、完了してください。

操作手順の見方

手順説明で掲載されている画面には、以下のように赤い線で操作箇所を記載しています。
なお、本ガイドでは、特に端末の書き分け表記がない場合、Android OSの画面で説明しています。

※本ガイドで使用している画面は、実際とは異なる場合があります。

マークの見方

サービス概要

マーク 内容

　　　　（注意） セットアップをするうえで、特に留意する事項を記載しています。必ずお読みください。

　　　　（ポイント） セットアップをするうえで、知っていると便利な補足情報を記載しています。

　　　　（参照） 関連する記載のあるページや他の冊子を記載しています。

!

入力やクリックする箇所は、
四角い赤枠で囲んでいます。

スマートフォンの画面などで、
タップする箇所は、丸い赤枠で囲んでいます。
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ロールと権限

機能 サービス契約者 サービス契約者以外のご利用者

ログイン 確認コード ● ●

デバイスの管理

デバイス追加 ● ●

デバイス削除 ● ●

名前編集 ● ●

設定

メールアドレス ○ ○

電話番号 ○ ○

パスワード ○ ○
●：メンバー全員に対して実行可能　○：自分自身のみ
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ログインする

ご利用のスマートフォンのOSに対応するカメラアプリビューアー Bizをダウンロードし、ログインします。

ホーム画面で「カメラアプリビューアー.Biz」
アプリをタップして起動します。

アプリが起動したら、「ログイン」をタップして、
以下の情報を入力し、ログインします。

1

2

コード例：123456
6桁の数字

＜ログイン時に必要な情報＞
● サービスお申し込み時のメールアドレス
● サービスから送信されたメール件名「確認コードを発行しまし

た。..」のメール本文に記載されている確認コード
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アプリの画面について

ホーム画面

カメラ画面
カメラ画面に移動します。
→21ページ

タイムライン
最近のお知らせが時系列順
で表示されます。

デバイス
登録されている機器の一覧を表示
します。

メインメニュー

メニュー
メニューを表示します。
→15ページ
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カメラ画面

① ② ③ ④

番号 項目 説明

①   タップすると、室内カメラのレンズカバーが閉まり、映像が見えなくなります。
再度、「カバー開」をタップすると、レンズカバーが開きます。

②   「録画開始」タップすると、録画を開始します。
→8ページ

③   
「通話開始」をタップすると、表示されている室内カメラと双方向通話することができます。
マイクへのアクセス権限許可を求めるダイアログボックスが表示された場合は、権限を
許可してください。

④      タップすると、室内カメラからの音声のオン／オフを切り替えます。

カメラ設定メニューを表示します。
→ 13ページ

表示中のカメラの録画一覧画面
を表示し、録画した映像を再生
することができます。
→ 9ページ

映像を全画面表示します。
（画面は横位置になります）

映像はピンチイン／ピンチアウト
で縮小したり、拡大することがで
きます。

横画面にしているときは、映像をタップすると、コントロールパネルを表示することができます。
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ライブ映像を録画する

アプリの使い方

ホーム画面から室内カメラをタップ
します。

個別のライブカメラ画面が表示
されますので、「録画開始」を.
タップして録画を開始します。

「録画停止」をタップすると、.
録画が終了します。
録画した映像は「録画の一覧」画面から再生す
ることができます。
→9ページ

1

2

3

映像の上書きについて
録画した映像のファイルサイズが室内カメラに
セットされているmicroSDの容量を超えた場合
は、新しい映像が一番古い映像を上書き保存
します。

カバーが閉まっているときは、「カバー
開」をタップしてカバーを開けます。
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アプリの使い方

録画した映像を再生する

ホーム画面から室内カメラをタップ
します。

録画データの一覧表示されますの
で、再生したい日時をタップして
選択し、再生します。

個別のライブカメラ画面が表示さ
れますので、「録画の一覧」を.
タップします。

1 3

2

録画した日付

録画ファイル

映像はピンチイン／
ピンチアウトで縮小
したり、拡大するこ
とができます。

シークバー
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アプリの使い方

コントロールバーについて
再生中は映像をタップすると、コントロールバーが表示され、以下の操作をすることができます。

項目 説明

映像を3分前の地点に戻します。

映像を15秒前の地点に戻します。

 ／ 映像を再生／一時停止します。

映像を15秒後の地点にスキップします。

映像を3分後の地点にスキップします。

全画面表示にします。
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アプリの使い方

録画した映像を削除する

録画一覧画面で削除したい映像
を選択します。

確認画面が表示されますので、
「削除」をタップします。

画面右上のメニューボタンをタッ
プし、表示されるメニューから「削
除」を選択します。

1 3

2

11

削除するときに、録画映像の前後が約２分程
度削除される場合があります。!



アプリの使い方

カメラを追加登録する

メインメニューの「デバイス」を.
タップします。

「+」アイコンをタップします。

追加したいデバイスを選択します。

ウィザードが表示されますので、
画面の案内に従ってセットアップ
します。
詳しいセットアップ方法は別冊の「セットアップガイ
ド」（pdf版）をご参照ください。

1

2

3

4
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表示されたメニューから「カメラ設
定」をタップします。

2

表示方法

カメラ設定メニュー

カメラ個別ライブカメラ映像画面
の右上にある「 」をタップします。

カメラ設定メニューが表示されます。1
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カメラ設定メニュー

設定内容

●.基本設定

項目 説明

映像の録画モード

映像の録画モードを設定します。
高画質モード 高画質で録画しますが、録画ファイルサイズは大きくなります。

長時間モード 録画ファイルサイズが小さくなり長時間録画できますが、画質が比較的
粗くなります。

●.microSDカード

項目 説明

安全な取り出し 選択中の室内カメラからmicroSDカードを取り外すときに実行します。
microSDカードは録画を停止してから取り外してください。

フォーマット 選択中の室内カメラにセットされているmicroSDカードをフォーマットします。
フォーマットすると、保存されている録画データはすべて消去されますのでご注意ください。

●.その他

項目 説明

ファームウェアバージョン
確認

室内カメラに最新のファームウェアがあるか確認します。
最新のファームウェアが見つかった場合は、アップデートすることができます。
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全体設定メニュー

メインメニューから「メニュー」をタップすると、メニュー画面が表示されます。

番号 項目 説明

① アカウント設定 ご利用者様のアカウント情報やパスワードを変更します。
→16ページ

② メンバーの管理 メンバーとしてユーザーを追加することができます。

③ 通知設定 アプリからの通知を有効または無効にします。

④ サービス情報 サービスIDを表示します。

⑤ アプリ情報 本アプリのライセンス情報などを表示します。

①

②

③

④

⑤
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全体設定メニュー

アカウント設定

項目 説明

ニックネーム アプリ上で表示する名前を設定します。

アカウントの変更 ログインに使用するメールアドレスまたは電話番号を変更します。

パスワードの変更 ログインに使用するパスワードを変更します。

ログアウト ログアウトします。
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全体設定メニュー

メンバーの管理

メンバーの追加
「＋」をタップすると、メンバーとしてユーザーを招待することができます。
招待にはメールアドレスまたは電話番号が必要となります。

メンバーのメールアドレスを確認した
り、ニックネームを変更できます。
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こんなときは

室内カメラの接続先Wi-Fiネットワークを変更する

室内カメラの接続先を変更したい場合は、室内カメラの登録をいったん削除した後、再登録してください。

①	メインメニューの「デバイス」をタップします。

②	室内カメラをタップします。

③	右上のゴミ箱マークをタップしてカメラを削除します。

④	デバイス画面の「＋」ボタンを押して再度室内カ
メラを登録します。
登録方法は「セットアップガイド」（pdf版）をご参照くだ
さい。
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こんなときは

室内コミュニケーションカメラを削除する

カメラを削除すると、録画はされなくなりますので、ご注意ください。
アプリでの削除操作後、室内カメラ背面のRESETボタンを先端が細いもので約５秒以上押して、カメラ内部の設定を完
全に削除してください。

①	メインメニューの「デバイス」をタップします。

②	室内カメラをタップします。

③	右上のゴミ箱マークをタップしてカメラを削除します。

④	室内カメラが削除されたことを確認します。
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こんなときは

ログインに失敗した

確認コードの期限が切れた

メールアドレスやパスワード、確認コードが異なっている、あるいはパスワードが入力形式と一致しなかった場合にエラーが
表示されます。メールアドレスまたはパスワードを確認し、再入力してください。

有効期限が切れた確認コードで認証を行うとエラーが表示されます。
確認コードの期限切れダイアログが表示されたら、[OK]をタップした後、「確認コードがわからない方はこちら」をタップして
確認コードを再発行してください。
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こんなときは

パスワードを忘れた
パスワードを忘れた場合には、以下の手順で確認コードの再発行し、ログインします。

新しい確認コードの送信を依頼する場合に、
未登録のメールアドレスを入力するとエラーが
表示されます。登録済みのメールアドレスを
入力してください。

①	ログイン画面から「パスワードをお忘れの方は
こちら」をタップします。

②	ご登録済みのメールアドレスまたを電話番号を
入力し、[リセット]をタップします。
新たに発行された確認コードが登録したメールアドレ
スまたは電話番号宛に届きます

③	「初回ログイン」画面から「メールアドレス」また
は「電話番号」、「確認コード」を入力したあと、
新たにパスワードを設定し、「ログイン」をタップ
します。
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更新履歴

2020年 9月4日発行　Ver.1.0.0

             

商標について

● 「ソニー」、「SONY」は、ソニー株式会社の登録商標です。
● App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
● Apple、Appleのロゴ、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
● iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
● 「Google」、「Google」ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Android」、「Android」ロゴは、Google LLCの

商標または登録商標です。
● 本ガイドに記載された社名、製品名、ブランド名等は、各社の商標または登録商標です。
※記載の情報は、2020年9月現在の情報です。
※記載の内容は予告なく変更する場合があります。
Copyright 2020 Sony Network Communications Inc.

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社  〒141-0002 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイド TSタワー

2020年9月
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