
カメラアプリビューアー Biz

セットアップガイド



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。
本ガイドでは、カメラアプリビューアー Bizを使用可能な状態にセットアップする手順について記載しています。
ご利用の前に、本ガイドをよくご覧になり、セットアップを完了してください。
セットアップ完了後、カメラアプリビューアー Bizをご利用になる際には、アプリの利用方法や設定変更等が記載された『ご利用マニュアル』を
併せて参照してください。

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

はじめに

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。

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。

!
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機器の概要

AIホームゲートウェイ
インターネット通信機能があり、モバイルネットワーク接続、無線LAN接続、有線接続のいずれかの方法で行います。
ご利用状況にあわせた接続を行ってください。Wi-Fiアクセスポイントになります。

■付属品

AI ホームゲートウェイ（本体） 1個

電源アダプター 1個

取扱説明書 1部

保証書 1部

室内コミュニケーションカメラ
外出先から映像により施設内の確認することができ、microSDカードに長時間録画ができます。
以下、室内カメラコミュニケーションカメラは、室内カメラと略すことがあります。

■付属品

室内コミュニケーションカメラ（本体） 1個

電源アダプター 1個

取り付けねじ 2個

microSDカード 1枚

取扱説明書 1部

保証書 1部
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システム・機器構成

システム

REACH

ご契約者様情報

施設
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AIホームゲートウェイ

室内カメラ

スマートフォン
（アプリケーション）

※ REACHは、ソニーが開発・提供するIoTプラットフォームです。



機器の確認

サービス利用者様が利用する機器の数量を確認します。

品名 個数

AIホームゲートウェイ 1個

室内カメラ 2個
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WAN
LAN

SETUP

2.4G
5G

NET
CLOUD

SIM

DC-IN

INPUT

RESET

各部の名称

AIホームゲートウェイ

①

⑥
③ ④ ⑤

②

⑦

⑮

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬
⑭

＜正面＞

番号 名称

① マイク※

② モノラルスピーカー

③
マイクオフボタン

（ランプが光ると見えるようになります）

④
音量マイナスボタン

（ランプが光ると見えるようになります）

⑤
音量プラスボタン

（ランプが光ると見えるようになります）

⑥
アクションボタン※

（ランプが光ると見えるようになります）

※ マイクとアクションボタンは使用できません。

＜背面＞

番号 名称

⑦ 通知ランプ

⑧ WAN端子

⑨ LAN端子

⑩ INPUT端子

⑪ DC・IN端子

⑫ SIMカードスロット

⑬ システム状態ランプ

⑭ SETUPボタン

⑮ RESETボタン
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通知ランプについて

通知ランプの色と状態 本機の状態

青色で点滅（1秒間隔） 本機を起動中です。

黄色で点灯（1時間後に消灯） 本機の起動が完了しました。

赤色で点灯 システムでエラーが発生しています。

青色で点滅 システムのアップデートをしています。



各部の名称

システム状態通知ランプについて
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ランプの種類 ランプの状態 本機の状態

CLOUD

緑色で点灯 クラウドシステムに接続されています。

緑色に点滅（２秒間隔） クラウドシステムに機器が未登録です。

赤色に点滅（2秒間隔） インターネットに接続されていません。

NET

緑色に点灯 モバイルネットワークに接続されています。

赤色に点灯 PINコードが未入力です。

赤色に点滅（2秒間隔）
・モバイルネットワーク圏外です。
・APN設定のエラーが発生しています。
・無線LANまたは有線LANで接続しています。

無灯 SIMカードが挿入されていません。

５G

緑色に点灯 無線LANの5GHz帯が有効です。

赤色に点滅（2秒間） エラーが発生しています。

無灯 無線LANの5GHz帯に機器が未接続です。

2.4G

緑色に点灯 無線LANの2.4GHz帯が有効です。

赤色に点滅（2秒間） エラーが発生しています。

無灯 無線LANの2.4GHz帯に機器が未接続です。

LAN

緑色に点灯 有線LANが接続されています。

赤色に点滅（2秒間） ・エラーが発生しています。
・IPアドレスがWAN側と競合しています。

無灯 LANケーブルが接続されていません。

WAN

緑色に点灯 IPアドレスの取得に成功しました。

赤色に点滅（2秒間） IPアドレスの取得に失敗しました。

赤色に点滅（2秒間隔） プロバイダー接続でエラーが発生しています。

無灯 LANケーブルが接続されていません。



各部の名称

室内コミュニケーションカメラ

番号 名称

① マイク

② 撮影ランプ

③ 状態表示ランプ

④ カメラレンズ部

⑤ 人感センサー

⑥ スピーカー

⑦

microSDメモリーカードスロット
microSDメモリーカードの入れ方

④ ⑤

⑥⑦ ⑧

⑨

⑩ ⑪

①② ③

番号 名称

⑧ 電源アダプター端子

⑨

壁掛け穴
壁の材質によって、使用できるネジの種類や長
さが異なります。
壁の材質が木材の場合にはM3サイズのタッピ
ングネジを使用してください。
木材以外の場合は、壁の材質に適したM3サイ
ズのネジをご使用ください。

⑩ RESETボタン

⑪

三脚ネジ穴　1/4インチサイズ
ネジの長さが5.5mm未満の三脚をご使用くださ
い。5.5mm以上の三脚ではしっかり固定でき
ず、本機を傷つけることがあります。
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通知ランプについて

ランプの種類 ランプの色と状態 本機の状態

状態表示ランプ

青色で点灯 カメラを起動中です。電源アダプターを抜かないでください。

緑色で点灯 通常の状態です。

緑色で点滅 ネットワーク接続中です。

黄色で点灯 初期設定が完了していません。

黄色で点滅 ネットワークが切断されています。

赤色で点滅 システムで異常が発生しています。

撮影ランプ 赤色で点灯 カメラで撮影中です。



セットアップの流れ

利用する機器の設置／設定／登録

①.「機器の確認」（P.6）

機器を開梱して必要な機器が揃っているか、また破損がないかを確認します。

②.「スマートフォンの事前準備をする」（P.12）

スマートフォンに必要なアプリがインストールされていることを確認します。

③.「AIホームゲートウェイの事前準備をする」（P.13）

AIホームゲートウェイのネットワーク接続方法を確認してください。

●. SIMカードをお持ちの場合
SIMカードをお持ちのお客様は、SIMスロットに正しく挿入してください。

●. ルータをお持ちの場合
サービス使用者様がお持ちのルーターとAIホームゲートウェイを接続します。ルーターとの位置関係を考慮して、有線
LAN ケーブルで接続するか無線LANで接続するかお客様と相談の上、決めてください。

AIホームゲートウェイのシステムバージョンアップを行います。
※ AIホームゲートウェイは設置時に２度、システムバージョンアップを行う場合があります。ただし、すでにシステムのバー

ジョンが最新の場合はバージョンアップは行われません。
２回目はアプリでAIホームゲートウェイを登録完了後です。

※ システムバージョンアップの間、他の作業を並行して行うことをおすすめします。
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④.「室内コミュニケーションカメラの事前準備をする」（P.20）

事前に設置する場所に適した、三脚（別売り）または取り付けネジを準備しておきます。
microSDメモリーカードは、室内カメラのmicroSDメモリーカードスロットに挿入します。

⑤.「AIホームゲートウェイをセットアップする」（P.23）

⑥.「室内カメラをセットアップする」（P.27）

※ システムバージョンアップが行われる場合があります。ただし、すでにシステムのバージョンが最新の場合はバージョン
アップが行われない場合もあります。
システムバージョンアップはアプリで室内カメラの登録を完了した後に行われます。

⑦.「設置する」（P.30）

rkodama
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ
スマートフォン必要な→スマートフォンに必要なと修正しました

rkodama
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ
位置関係考慮→位置関係を考慮と修正しました



ID／パスワードリスト

サービス利用する際に必要なID ／パスワードの一覧です。
セットアップの流れに沿って、下記のIDとパスワードを入力してください。

設定手順 設定項目 入力者 使用端末

⑤ カメラアプリビューアー.Biz

サービス利用者様用アカウント
（メールアドレス・電話番号）

サービス利用者様 サービス利用者様がお使いの端末
Android端末／ iOS端末

サービス利用者様用パスワード
（初回ログイン時に設定）

サービス利用者様用確認コード

AIホームゲートウェイ

AIホームゲートウェイのSSID サービス利用者様 サービス利用者様がお使いの端末
Android端末／ iOS端末AIホームゲートウェイのKey（WPA）
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事前準備をする

スマートフォンの事前準備

1 インストールアプリを確認します。
①.スマートフォンの電源をオンにします。
②.ホーム画面に「カメラアプリビューアー.Biz」がインストール
されていることを確認します。

2 「カメラアプリビューアー.Biz」がない場合は、インストールします。
①.ご利用中のスマートフォンで以下のURLのページを表示するか、2次元バーコードを読み取ります。

＜Androidスマートフォンの場合＞
対応OS：Android.6.0.以上

http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.iotreach.camerabiz

＜ iPhoneの場合＞
対応OS：iOS.11.0.以上
対応機種：iPhone.5s 以降

http://itms-apps://itunes.apple.com/app/id1529974475
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②.Google.PlayまたはApp.Storeからカメラアプリビューアー.Bizをダウンロードし、画面の案内にしたがっ
てインストールします。

http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.iotreach.camerabiz
http://itms-apps://itunes.apple.com/app/id1529974475


事前準備をする

AIホームゲートウェイの事前準備

!

設置場所の確認
インターネットと接続する前に、AIホームゲートウェイの設置場所を決めます。
設定作業は設置場所付近で行ってください。

ここで行うのは、「設置場所の確認」です。実際の設置作業はAIホームゲートウェイの登録を完了した後に
行ってください。

設置するときに留意すること

● 人が集まる部屋の机または壁などに設置すること
● 有線LAN接続の場合、LANケーブルと接続できる位置に設置すること
● 電源アダプターを接続するコンセントの位置を考慮すること
● 壁に掛けて設置する場合は、AIホームゲートウェイの周囲100mmに空きがあること

設置してはいけない場所

● 直射日光、強い光に当たる場所など高温となる場所
● 油煙、湿気、湯気、ほこりの多い場所　
● 声が届きにくい場所
● 電波が届きにくい場所

ルーター種別の確認

（１）サービス利用者様宅で使用されているルーターが有線か無線かを確認します。
（２）ブロードバンドルータとAIホームゲートウェイを有線で接続します。
確認事項 チェック

有線でブロードバンドルータに接続することが可能か（ブロードバンドルータの有線ポートに空きがあるか）。 □

無線でブロードバンドルータに接続することが可能か。 □

AIホームゲートウェイを設置したい場所は、上記「設置してはいけない場所」に該当しない。 □

AIホームゲートウェイを設置したい場所は、コンセントを確保できるか。 □
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事前準備をする

AIホームゲートウェイをインターネットに接続する

ネットワークの設定は、以下の3つの方法があります。お客さまのご利用状況に合わせて、いずれか1つの方法で設定を行っ
てください。
① モバイルネットワークで接続する場合（P.14）
 （SIMカードを使用する場合）
② 有線LANで接続する場合（P.16）
③ 無線LANで接続する場合（P.18）

AIホームゲートウェイにスマートフォンやパソコン等を接続してインターネットを利用する場合は、必ず事前に①～
③のいずれかの方法で接続してください。!

!

①.モバイルネットワークで接続する場合

（SIMカードを使用する場合）

SIMカードによっては、別途APNなどの設定が必要になることがあります。

1 AIホームゲートウェイとSIMカードを用意します。

2
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SIMカードを台紙から取り出します。



事前準備をする

3 AIホームゲートウェイに電源アダプターを接続しない状態で、SIMカードを
AIホームゲートウェイ底面のSIMスロットに「カチッ」と音がするまで挿入
します。

SIMカード 挿入OK

裏表反対

不完全な挿入

4 付属の電源アダプターをAIホームゲートウェイのDC-IN 端子とコンセントに
接続して、AIホームゲートウェイを起動します。
通知ランプが「白（約1秒点灯）」→「青（1秒間隔で点滅）」と変化し、「黄（点灯）」になると起動完了です。

!

約1秒点灯
（白色）

1秒間隔で点滅
（青色）

点灯で起動完了
（黄色）
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5 NETランプが緑色に点灯していることを確認します。
点灯していれば接続完了です。

CLOUDランプの緑点滅はエラーではありません。



事前準備をする

!

②.有線LANで接続する場合

1 AIホームゲートウェイとLANケーブルを用意します。

LANケーブルは同梱していません。お客さまご自身でご用意ください。

2 付属の電源アダプターをAIホームゲートウェイのDC-IN 端子とコンセントに
接続して、AIホームゲートウェイを起動します。
通知ランプが「白（約1秒点灯）」→「青（1秒間隔で点滅）」と変化し、「黄（点灯）」になると起動完了です。

約1秒点灯
（白色）

1秒間隔で点滅
（青色）

点灯で起動完了
（黄色）
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事前準備をする

!

3 お手持ちのLANケーブルで、AIホームゲートウェイのWAN端子とルーター
を接続します。

（ルーター）

4
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WANランプが緑色に点灯していることを確認します。
点灯していれば接続完了です。

CLOUDランプの緑点滅はエラーではありません。



事前準備をする

③.無線LANで接続する場合

1 AIホームゲートウェイを用意します。

2
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付属の電源アダプターをAIホームゲートウェイのDC-IN 端子とコンセントに
接続して、AIホームゲートウェイを起動します。
通知ランプが「白（約1秒点灯）」→「青（1秒間隔で点滅）」と変化し、「黄（点灯）」になると起動完了です。

約1秒点灯
（白色）

1秒間隔で点滅
（青色）

点灯で起動完了
（黄色）



事前準備をする

!

AIホームゲートウェイのシステムバージョンアップについて
AIホームゲートウェイをインターネットに接続すると、AIホームゲートウェイのシステムは自動的にバージョンアップされます。
既にシステムのバージョンが最新の場合は、バージョンアップが行われません。バージョンアップ中は通知ランプが「青

（点滅）」。バージョンアップが終わると、電源を入れたときと同様に「白（約1秒点灯）」→「青（1秒間隔で点滅）」と
変化します。「黄（点灯）」になると完了です。

点滅
（青色）

バージョンアップ中

約1秒点灯
（白色）

1秒間隔で点滅
（青色）

点灯で起動完了
（黄色）
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バージョンアップ完了
次のステップへ

● セットアップ時のバージョンアップは、インターネット接続時とカメラアプリビューアー BizにAIホームゲート
ウェイを登録した後の2度行われる場合があります。

● セットアップ時のバージョンアップは時間がかかる場合があります。



事前準備をする

室内コミュニケーションカメラの事前準備

設置場所の確認

!

ここで行うのは、「設置場所の確認」です。
実際の設置作業は室内カメラの登録を完了した後に行ってください。!

室内カメラを設置する壁を確認し、壁掛け穴を設ける場所を確認してください。
また、壁の材質に適したネジ（２個）を準備してください。
確認事項 チェック

室内カメラを設置したい場所の壁に壁掛け穴を設けることができるか □

壁に適したネジが2個あるか □

室内カメラの録画映像を保存するmicroSDメモリーカードがあるか □

室内カメラを設置したい場所はWi-Fiネットワーク（2.4GHz帯）にアクセスできるか。 □

室内カメラを設置したい場所は、電源アダプターのコンセントを確保できるか。 □

● 直射日光、強い光に当たる場所など、高温となる場所には設置しないでください。故障、または誤動作の原
因になります。取り扱いに関する詳細は、同梱の取扱説明書をご参照ください。

● 油煙、湿気、湯気、ほこりの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
!

microSDメモリカードの挿入
室内カメラを購入すると、フォーマットされたmicroSDメモリーカードを別途お渡しします。
お客様がすでにお持ちのmicroSDカードはご利用にならないでください。
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● microSDメモリーカードは、正しい向きで挿入してください。
● 同梱されているmicroSDメモリーカードはフォーマット済みなので、

そのまま使用できます。



機器をセットアップする

ログインする
カメラアプリビューアー Bizにログインします。

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

2 利用規約とプライバシーポ
リシーの確認画面が表示
されたら、「同意してはじめ
る」をタップします。

3 ようこそ画面が表示された
ら、「ログイン」をタップしま
す。

4 ログイン画面が表示された
ら、「初回ログイン」をタップ
します。

5 メールアドレスまたは電話
番号、確認コード、パスワー
ドを設定し、「ログイン」を
タップします。

確認コード欄には、事前に
メールで送付された確認
コードを入力します。

21

コード例：123456
6桁の数字

6 ログインに成功すると、ホー
ム画面が表示されます。

パスワードは、大文字と小文字のアルファベット、および数字をそれぞれ1文字以上含む半角8文字以上で設
定してください。



機器をセットアップする

確認コードが分からない場合
「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。
!

● ログイン後、画面に設定許可メッセージが複数表示されます。確認後、すべて承諾してください。
● 機器の登録などが完了すると、アプリ上で通知を受け取ることができます。ただし、Android端末をお使いの

お客さまの場合、電池の最適化設定をしていると正しく通知を受け取ることができない可能性があります。
　 必ず電池の最適化設定でカメラアプリビューアー Bizを「最適化しないアプリ」に設定してください。

!
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機器をセットアップする

!

AIホームゲートウェイをセットアップする

1 ホーム画面から「初期設定
ウィザード」をタップします。

2 デバイスの確認画面が表
示されたら、「次へ」をタップ
します。

3
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「はじめる」をタップします。
❹〜❼の手順は、Android端末とiOS端末では操作が異なります。
それぞれ以下を参照してください。
・Android端末の場合（P.24）
・iOS端末の場合（P.25）
※すでにAIホームゲートウェイに接続済みの場合は、手順❹

〜❼はスキップされます。

ご利用のスマートフォンが、Android 10以降またはiPhone iOS 13以降の場合は、機器を登録するために位置情報の利用権限
を常に利用する設定が必要となります。
また、Android 9以前では位置情報の利用権限を有効にする必要があります。

「はじめる」をタップした後、以下のダイアログが表示されたら、下記の手順もしくは画面の案内に従って設定してください。

Android端末の場合

＜位置情報にアクセスする権限を求める画面が表示されたとき＞

「常に許可」をタップし、 
❹に進みます。

＜設定の案内画面が表示されたとき＞

①  「OK」をタップ後、ご利用のスマートフォンの「設定」より「カメラ
アプリビューアー Biz」からのアクセス権限を有効にしてくださ
い。

② その後、再度カメラアプリビューアー Bizへ戻り❹へ進みます。

iOS端末の場合

＜位置情報の利用許可を求める画面が表示されたとき＞

「Appの使用中は許可」を
タップし、❹に進みます。

＜設定の案内画面が表示されたとき＞

①   「OK」をタップ後、ご利用のスマートフォンの「設定」＞「カメラアプリ
ビューアー Biz」から「位置情報」をタップし、位置情報の利用を「常
に」許可する設定を行います。

② その後、再度カメラアプリビューアー Bizへ戻り❹へ進みます。



機器をセットアップする

■Android 端末の場合

4 「Wi-Fi設定へ」をタップし
ます。

5 表示されたWi-Fiアクセスポイント一覧から、AIホームゲートウェイに印字さ
れた2.4GHz帯もしくは5GHz帯のSSID（NCP-HG100-XXXX）と一致
するものをタップします。

SSID(2.4G) NCP-HG100-XXXX-X

SSID(5G)   NCP-HG100-XXXX-X

Key(WPA)   XXXXXXX

6 「パスワード」にAIホームゲート
ウェイ底面に印字された「Key

（WPA）」の文字列を入力し、
「接続」をタップします。

7 AIホームゲートウェイに接続したこと
を確認し、ナビゲーションバーの戻る
ボタンからカメラアプリビューアー Biz
へ戻ります。

手順 8
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に進みます。（P.26）



機器をセットアップする

■ iOS端末の場合

3 いったんホーム画面に切
り替え、「設定」アプリから
Wi-Fi設定を行います。

スマートフォンのアプリ一
覧から「設定」をタップしま
す。

設定メニューで「Wi-Fi」を
タップします。

Wi-Fiが「OFF」になってい
る場合、「ON」にします。

ONに

4 表示されたWi-Fiアクセス
ポイント一覧から、AIホーム
ゲートウェイに印字された
2.4GHz帯もしくは5GHz
帯のSSID（NCP-HG100-
XXXX）と一致するものを
タップします。

5 「パスワード」にAIホーム
ゲートウェイ底面に印字さ
れた「Key（WPA）」の文
字列を入力し、「接続」を
タップします。

6 AIホームゲートウェイに接
続したことを確認したら、
ホーム画面またはマルチタ
スク画面からカメラアプリ
ビューアー Bizに戻り、続
きの設定を行います。

手順 8
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に進みます。
（P.26）



機器をセットアップする

!

8 「AIホームゲートウェイと
Wi-Fiルーターを接 続し
ましょう！」と表示されたら、

「次へ」をタップします。

9 Wi-FiルーターのSSIDを
タップします。

10 選択したWi-Fiルーターの
パスワードを入力し、「OK」
をタップします。

11 ネットワーク接続完了画面
が表示されたら、接続は完
了です。

「次へ」をタップします。

設定に失敗または接続が不安定になる場合は、接続するWi-Fiルーターのチャンネル（周波数帯）を固定し、
AIホームゲートウェイのリセット後に再度設定を行ってください。チャンネル（周波数帯）固定後も改善しない
場合は、有線LANで接続する（P.16）をお試しください。

12「登録が完了しました！」と
表示されたら、「次へ」をタッ
プします。

13 設置場所の設定画面が表
示されたら、「＋設置場所
の追加」をタップします。

14 設置する場所を選択し、
「確定」をタップします。

15
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デバイス確認画面で「AI
ホームゲートウェイ」が「完
了」と表示されたら、「次へ」
をタップして、室内カメラの
セットアップに進みます。

「室内カメラをセットアップする」
（P.27）



機器をセットアップする

室内カメラをセットアップする

室内カメラを登録する

カメラは、１台のカメラのセットアップが完了した後で、もう１台のカメラのセットアップを行ってください。

「登録をはじめる」をタップ
します。

1 室内カメラの状態表示ラ
ンプが黄色に点灯してい
ない場合は、背面のリセッ
トボタンを5秒以上長押し
して、リセットしてください。

2

状態表示ランプ

リセットボタン

iOSの場合は、接続許可
を求める画面が出るので、
「接続」をタップします。

3 「インターネット接続の設
定をします」と表示されたら、

「インターネット接続へ」を
タップします。

4

カメラの接 続 先のWi-Fi
ルーターのSSIDをタップし
ます。

5 選択したWi-Fiルーターの
パスワードを入力し、「OK」
をタップします。

6 「インターネットに接続さ
れました」と表示されたら、

「OK」をタップします。

7 「登録が完了」と表示さ
れたら、「OK」をタップしま
す。

8
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機器をセットアップする

9

28

設置場所の設定画面が
表示されたら、設置場所を
選択して「確定」をタップ
するか、「＋設置場所の追
加」をタップして設置場所
を選択します。

10「デバイス」画面に「室内
カメラ」が表示されたら、設
定完了です。

室内カメラが録画中の場合は、室内カメラの状態表示ランプが以下のよう
になります。

室内カメラ上部：録画中状態



機器をセットアップする

室内カメラのシステムバージョンアップについて

!

室内カメラのシステムバージョンアップは、以下の条件がそろった場合、深夜帯に自動的に行われます。
・ インターネットに接続されている
・ 録画が停止している
また、手動でバージョンアップを行うこともできます。

●.バージョンアップ中の動作
バージョンアップ中はシステムが以下のように動作します。

（1） システムバージョンアップ開始
  状態表示ランプが青色に点灯します。（約5 ～ 10分）

（2） バージョンアップ後半
  状態表示ランプが緑色に点滅します。

（3） バージョンアップ完了
  状態表示ランプが緑色に点灯します。

状態表示ランプ

● 状態表示ランプが赤色に点滅したときは、電源アダプターを
引き抜いてください。約3分経過した後、再度電源アダプター
をコンセントに接続してください。

● システムバージョンアップに要する時間はご契約者さまのネッ
トワーク環境によって異なります。

● 録画中は、システムバージョンアップは行われません。

●.手動でバージョンアップする場合

1 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。

2 表示されたメニューから「カ
メラ設定」をタップします。

3 カメラ設定画面が表示さ
れますので、「ファームウェ
アバージョン」の「確認」を
タップします。

4
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確認画面が表示されます
ので、「アップデート」をタッ
プします。



設置する

AIホームゲートウェイを設置する
「設置場所の確認」（P.13）で決めた場所に、AIホームゲートウェイを設置します。

!

!

机などに置いて使用する場合

設置場所として決めたところに、AIホームゲートウェイを置いてください。

壁に掛けて使用する場合

壁に掛けるための、「ねじ」は同梱しておりません。
お客さまご自身で、「ねじ頭部径6 ～ 8mm」「ねじの呼び径4mm以下」のねじ
を2本ご用意ください。 呼び径 頭部径

1 AIホームゲートウェイを掛ける場所の上下左右 100mmに空きがあるか確認
します。

100mm

100mm

100mm 100mm

2
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壁に「ねじ」を取り付け、AIホームゲートウェイの底面にある壁掛け穴
に「ねじ」を引っかけて取り付けます。

104mm
壁掛け穴

ケーブル収納スペース

● ねじ座から壁面までは3.1mm以上空けます。
● 「ねじ」と「ねじ」の間は104mm空けます。
●  石膏ボードなど、中空の壁に取り付ける場合は、そ

れぞれの壁に対応したボードアンカーやボードプラ
グを使用して、ねじ止めを行ってください。

右図のように、電源アダプターのケーブルを収納スペース
に収めると、きれいに設置できます。



設置する

室内カメラを設置する
室内カメラの登録を行う前に、室内カメラの設置場所を決めます。
壁に掛けて使用することを前提としていますが、三脚を取り付けて机の上などに置いて利用することもできます。

「室内カメラの設置場所を決める」（P.20）で決めた場所に、室内カメラを設置します。

!

1 室内カメラを掛ける場所の上下左右 50mmに空きがあるか確認します。

2
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壁に「ねじ」を取り付け、室内カメラの背面にある壁掛け穴に「ねじ」
を引っかけて取り付けます。

50.4mm

壁掛け穴

● ねじ座から壁面までは2.3mm以上空けます。
● 「ねじ」と「ねじ」の間は50.4mm空けます。
● 石膏ボードなど、中空の壁に取り付ける場合は、それぞれの壁に対応したボードアンカーや
 ボードプラグを使用して、ねじ止めを行ってください。
● サイズが合わない状態で無理に取り付けないでください。カメラ本体が変形し、故障の原因となります。



トラブルシューティング

AIホームゲートウェイについて

症状／したいこと 対処方法

工場出荷時の状態に戻したい 本体背面のRESETボタンを5秒以上押すと、工場出荷時の状態で
再起動します。

システム状態通知ランプのCLOUDが赤色
に点滅または点灯している

インターネット未接続もしくは、エラーが発生しています。
お買い上げ店、またはご契約先のお問い合わせ窓口に連絡してくださ
い。

室内カメラについて

症状／したいこと 対処方法

工場出荷時の状態に戻したい 室内カメラ背面の穴の中のRESETボタンを先端の細いもので5秒
以上押し続けて再起動してください。再起動すると、状態表示ランプ
が青色点灯→黄色点灯になります

状態表示ランプが赤色で点滅している システムで異常が発生している状況です。
状態表示ランプが赤色に点滅したときは、電源アダプターを抜き、約
3分後、電源を入れてください。それでも状態が改善しないときは、お
問い合わせ窓口にご連絡ください。

状態表示ランプが黄色で点灯している Wi-Fiネットワークの初期設定が完了していません。「室内カメラをセッ
トアップする」（P.27）を参照してセットアップしてください。

状態表示ランプが黄色で点滅している Wi-Fiネットワーク接続が切断されています。カメラの設置場所のネッ
トワーク環境をご確認ください。
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仕様

AIホームゲートウェイ

外形寸法 約45（高さ）×135（幅）×135（奥行）mm

質量 NCP-HG100 ／ Cellularモデル：約457g

最大消費電力 NCP-HG100 ／ Cellularモデル：30W

定格電流／電圧 2.5A、12V
AC100V

動作環境 温度：5 ～ 35℃　湿度：10 ～ 90％　

有線 LAN 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
Auto-nego ／ MDI-X
WAN ／ LAN×各1

無線 LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n 2x2 MIMO
アクセスポイントモード・クライアントモード対応

モバイルネットワーク 以下の周波数に対応しています
3G ： バンド1（2.1GHz）／バンド6（800MHz）／バンド8（900MHz）／

バンド19（800MHz）
LTE ： バンド1（2.1GHz）／バンド3（1.7GHz）／バンド8（900MHz）／

バンド19（800MHz）／バンド21（1.5GHz）／
バンド28（700MHz）／バンド41（2.5GHz）

IOTデバイス向け
インターフェース

Bluetooth® 標準規格 Ver.4.2 準拠
Z-Wave

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
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仕様

室内コミュ二ケーションカメラ

外形寸法 約70（高さ）×70（幅）×21（奥行）mm　突起部含まず

質量 約80g

最大消費電力 7.5W

定格電流 /電圧 1.5A、5V
AC100V

動作環境 湿度：5 ～ 35℃
湿度：10 ～ 90%（結露なきこと）

無線通信方式 IEEE802.11b/g/n、1×1

動画録画形式 MP4、720p

最低被写体照度 0.1ルクス

撮影範囲（カメラ画角） 水平：約92°
垂直：約50°

電源アダプターのケーブル 約2ｍ

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
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