
ワイヤレスカメラ＋モニタセット
取扱説明書

400-CAM101SET

●高解像度HD画質のベビーモニターです。
●モニターからカメラを左右342°・上下90°の間で動作するパン・チルトにコントロールでき
ます。
●カメラを置いている部屋の温度をモニターで確認できます。
●赤外線ライト内蔵で夜間でも映像を見ることができます。
●電源を入れるだけで使える簡単設計で、カメラとモニターの接続設定は不要です。
●モニターにはバッテリーを内蔵しており満充電で約4時間動作します
●直線距離で20m電波が届きます（理論値であり実際は距離が短くなります。屋内では距離
が短くなります）
●オプション品（別売）の400-CAM101と組合わせることで、2台同時使用が可能です。
●Telec（技術基準適合：通称技適）を取得した電波法を準拠した製品です。

セ ン サ ー CMOS

画 角（ 対 角 ） 60°

センサーサイズ 1/4インチ

消 費 電 力 5V/1A

画 素 数 100万画素

マ イ ク モノラル

フ ォ ー カ ス 固定

ス ピ ー カ ー あり

ビデオ解像度 1280×720

赤外線LED数 8灯
赤外線周波数 940
赤外線フラッシュ距離 3m

電 源 家庭用AC100V
（専用ACアダプタ付属）

サ イ ズ・重 量 W70×D70×H110mm・
235g

電 源 家庭用AC100V
（専用ACアダプタ付属）

サ イ ズ・重 量 W168×D18.5×H93.1mm・
約200g

●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
●高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
●本製品を水中や水のかかる場所で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触らないでください。
●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
●不安定な場所では使用しないでください。
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用
しないでください。
●用途以外には使用しないでください。
●壁面に設置する場合、本製品の荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。
　（設置する壁面によってはドリル等で下穴をあける必要があります）
●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないもの
とします。あらかじめご了承ください。

1.特長

2.仕様

4.各部の名称とはたらき

3.使用手順
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①カメラ
②モニター
③カメラ用電源ケーブル
④モニター用電源ケーブル
⑤ACアダプタ（カメラ・モニター共通）

1台
1台
1本
1本
2個

・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・

⑥壁取付けブラケット
⑦タッピングネジ
⑧アンカー
⑨取扱説明書・保証書（本書）

1個
2本
2個
1部

セット内容

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

この度は、ワイヤレスカメラ＋モニタセット「400-CAM101SET」(以下本製品)をお買い上げ
いただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取
扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わっ
たあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

最初にご確認ください

安全にお使いいただくための注意（必ずお守りください）

※欠品や破損があった場合は、品番（400-CAM101SET）と上記の番号（①～⑨）と
　名称（ACアダプタなど）をお知らせください。

＜カメラ＞

画 面 サ イ ズ 5インチ

通 信 距 離 20m

バッテリー容量 2000mAh
電池動作時間 約4時間
充 電 時 間 約5.5時間
ス ピ ー カ ー あり

＜モニター＞

無 線 方 式 2.4GHz
＜共通仕様＞

感光センサー

レンズ

温度センサー

リセットボタン

電源ジャック

電源ジャック

スタンド
…引き出して
　立てられます。

メニュー/戻るボタン
子守唄ボタン/
カメラLED：2秒間長押しでON・OFF切替え

下を向く/暗くする

上を向く/明るくする

決定/ズーム
ボタン

右を向く/
音量+

左を向く/
音量－

画面明るさ/音量調整ボタン
トークボタン
長押しでモニター入力→カメラ出力

アンテナ
（使用時）

アンテナ

アンテナ（収納時）

micro USBポート

LED

micro USB
ポート

ステータスランプマイク

SET/LEDボタン
長押し：ペアリングモード
短押し：LEDライトの
　　　 ON・OFF

マイク

下を向く

上を向く

右を向く左を向

電源ボタン

LED

モニターとカメラが接続されていない状態です。
モニターとカメラ間の電波状況を表示します。
撮影中のカメラのチャンネルを表示します。
子守唄機能が有効になっています。
現在の室温を表示します。
温度アラームが有効になっています。
現在のバッテリーレベルを表示します。 
バッテリーレベルが低すぎると、　　 アイコンが表示されて点滅します。
目覚ましアラーム機能が有効になっています。
VOXモードが有効になっています。
音量設定がミュートになっています。

●モニターに表示されるアイコンの意味

●アラーム通知アイコンの意味

●モニターの充電について

カメラの準備

1

カメラのmicro USBポートに付属のカメラ用電源ケーブルを接続し、ACアダプタにカメラ
用電源ケーブルを差し込みコンセントに接続してください。
通電するとLEDが青色に点灯して自動的にカメラが電源ONになります。

カメラの設置について
カメラを任意の場所（テーブルや棚など）に置き、撮影したい方向に向けます。

カメラの向きの調整について

画面明るさ/音量調整について
画面明るさ/音量調整ボタンを短く1回押すと、下記のマークが画面に表示されます。

モニターの準備
❶モニターのアンテナを引き出してください。

❷モニターの電源ジャックに付属のモニター用電源ケーブルを接続し、ACアダプタにモニ
ター用電源ケーブルを差し込みコンセントに接続してください。

❸電源ボタンを2秒間押し続けると、モニターの電源がONになります。
　（電源ONの状態で電源ボタンを2秒間押し続けると、モニターの電源がOFFになります。）

バッテリーが少なくなるとバッテリーアイコン　　　が点滅するので充電してください。
バッテリーを完全に充電するまでには約5.5時間かかります。

充電中はステータスランプ　　　　　　　　 の赤LEDが点灯し、満充電状態になると
消灯します。

1～5番目の緑LED
●LEDの点灯の数 : 点灯数が多ければ多いほど
　　　　　　　　 受信した音量が大きいことを示します。
●同時に点滅 : 警告信号が受信されたことを示します。

赤LED
●点灯 : 充電中
●消灯 : 満充電

●乳幼児の近くに設置する場合は、ベビーベッドから1m以上離れてカメラを設
置してください。

●ケガの恐れがありますので、必ず電源ケーブルは乳幼児の手の届くところに置
かないようにしてください。

●ACアダプタには延長コードを使用しないでください。

●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。 
●他の電子機器に近づけないようにしてください。
●壁面取り付けについては裏面「8.カメラを壁面に設置する方法」をご確認ください。

通電している状態でLEDが青色に点灯しない場合は、SET/LEDボタンを1回押し
てください。LEDが青色に点灯して使用できるようになります。

●接続されていない、もしくは通信範囲外の場合、モニター画面はOFFになります。
　その場合画面警告アイコン　　がモニターに表示され、1秒ごとにビープ音が
鳴ります。カメラが電源ONの状態でモニターを近づけることで接続されます。
●本製品は工場出荷時にペアリング（モニターとカメラの接続）がされています。
　上記の方法で接続できない場合は、「9.使用方法」をご確認の上、モニターとカメ
ラのペアリング操作を再度行ってください。

チルト パン

①カメラ

②モニター

〈前面〉

①カメラ

③カメラ用電源ケーブル

⑤ACアダプタ

〈背面〉

〈背面〉

〈前面〉

②モニター

②モニター

〈背面〉
〈背面〉

カメラが追加されていないか、カメラとモニターが接続されていません。
サウンドアラーム実行中です。
温度アラーム実行中です。
目覚ましアラーム実行中です。
バッテリー低下アラーム実行中です。

ご使用になる前に5

コンセント

USB A
ポート

④モニター用
　電源ケーブル

⑤ACアダプタ

コンセント

USB A
ポート

カメラとモニターの両方の電源がONになると、
モニターにカメラの映像を表示します。

カメラは、モニターから遠隔操作することができます。
モニターの上ボタン「　 」または下ボタン「　 」を押して、チルト（上下移動）できます。
右ボタン「　」または左ボタン「　」を押して、パン（横移動）できます。

上ボタン「　 」または下ボタン「　 」を押すことで明るさを調整できます。
左ボタン「　」または右ボタン「　」を押すことで音量を調節できます。
画面明るさ/音量調整ボタンをもう一度押すと終了します。

※ヘッドの黒色の箇所のみ動きます。

モニター 操作部

画面明るさ/
音量調整ボタン

詳細は各項目をご覧ください。

カメラの電源を
ONにしてください。
→5.ご使用になる前に
　>カメラの準備

モニターの電源を
ONにしてください。
→5.ご使用になる前に
　>モニターの準備

本製品を使用できます。
各種調整を行ってください。
→5.ご使用になる前に
　>カメラの向きの調整について
　>画面明るさ/音量調整について

※アラームは1分間鳴り続けますが、いずれかのボタンを押すことで止まります。

モニター表示について

ステータスランプの表示について

※環境により通信距離は大幅に異なります。



削除完了です。カメラはペアリングされています。
削除可能です。

オン オフ

オフ

カメラはペアリングされていません。

ペアリングを開始するには、カメラのSET
ボタンを押してください。

ペアリング成功です。

1 01/04/2022 12:34:56

オン オフ

01/04/2022

01/04/2022

01/04/2022

XXXXXXXXXX0.00

XXXXXXXXXX0.00

XXXXXXXXXX0.00

初期設定に戻しますか？

いいえはい

オン オフ

14低温 ℃ 以下

29高温 ℃ 以上

オン オフ

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場
合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　⑴保証書をご提示いただけない場合。　
　⑵所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
　⑷故障の原因がお 客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
　⑹譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信
頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を
使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

6.ナイトモードについて

7.トーク機能について

8.カメラを壁面に設置する方法

10.保証規定

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381
CC/AG/HADaSz

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワダイレクト

Ver.1.0

トークボタン
長押しでモニター入力→カメラ出力

アイコンが表示されます。

付属の壁取付けブラケットを使用してカメラを
天井などの壁面に設置することができます。

❶ブラケットを壁に固定してください。

❷カメラを固定してください。

部屋が暗くなると自動的にナイトモードになり、カメラの映像がモノクロになります。
カメラには8個の高輝度赤外線LEDが付属しており、内蔵センサーが周囲の光量の低下を検
知すると、LEDが自動的に有効になり、ナイトモードになります。

モニターのトークボタンを押したまま話しかけると
モニター側の音声がカメラ側から出力されます。
トークボタンを離すと出力されません。

電源ボタンを2秒間押し続けると、モニターの電源がONになります。
メニュー/戻るボタンを押すことで各種機能が設定できるメニュー画面が
開きます。メニュー/戻るボタンをもう一度押すと、メニュー画面を閉じます。

❶メニュー画面で右図のアイコンを決定/ズームボタンで選択してください。

❸ペアリングするカメラのアイコンを
　決定/ズームボタンで選択してください。

❹プラスマークのあるアイコンを
　決定/ズームボタンで選択してください。

カメラが壁取付けブラケットにしっかり固定できているか
確認してから、カメラから手を離してください。

必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。

設定OFF

感度中

感度大

感度小

使用方法9

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日　　年　  月　  日

担当者名

型 番: 400-CAM101SET

保 証 書

お客様 ・ お名前 ・ ご住所 ・ TEL

シリアルナンバー：

販売店名 ・ 住所 ・ TEL

メニュー/
戻るボタン

AAAA BBBB CCCC

DDDD EEEE FFFF

電源ボタン

メニュー
画面

カメラとモニターを接続したり、接続解除したりできます。
●カメラを増設したい時　●カメラの接続が切れた時　など

A ※出荷時に付属のカメラの接続設定は完了しています。カメラのペアリング（接続）設定

カメラの追加 ・・・増設用カメラ（別売り「400-CAM101」）の接続設定ができます。

プラス
マーク

マイナス
マーク

❷追加するカメラの電源をONにしてください。（「5.ご使用になる前に」参照）

大きな物音がするとモニターからアラームが鳴る設定ができます。
●幼児から目を離す際 など

B VOXモード（見守りモード）の設定

※モニターが省電力モードになり、30秒間カメラ周辺で大きな物音が
　しない場合はモニターがスリープに入ります。

❶メニュー画面で右図のアイコンを決定/ズームボタンで選択してください。
❷感知する音量レベルを決定/ズームボタンで選択すると設定完了です。

❺ペアリング（接続）した
　カメラの接続が解除されます。

❷削除するカメラのアイコンを
　決定/ズームボタンで選択してください。

❸マイナスマークのあるアイコンを
　決定/ズームボタンで選択してください。

❹下図の画面になったら
　決定/ズームボタンを押してください。

カメラの削除 ・・・ペアリング（接続）したカメラの接続を解除します。

決定/
ズームボタン

アラームは1分間鳴り続けますが、いずれかのボタンを押すことで止まります。

※画面はイメージです。ご使用の環境などで実際の画面と異なる場合があります。

⑴タッピングネジを取付ける位置に、
　電動ドリルなどで2ヶ所
　下穴(直径約1.5mm 深さ約10mm)を
　空けてください。

カメラの土台を持って回してください。
レンズ側を持つと土台が回りません。

⑥壁取付けブラケット

ネジ穴

ツメ

カメラの底面

⑥壁取付け
　ブラケット

⑦タッピングネジ

土台

⑧アンカー

■ 木部・石膏ボード部への固定方法

⑴タッピングネジを取付ける位置に、
　電動ドリルなどで2ヶ所
　下穴(直径約7mm 深さ約25mm)を空け、
　アンカーを差し込んでください。

⑵タッピングネジで壁取付けブラケットを
　固定してください。

⑥壁取付け
　ブラケット

天井

下穴

下穴

⑦タッピングネジ

⑵タッピングネジで壁取付けブラケットを
　固定してください。

⑴カメラ底面のツメを、
　壁取付けブラケットのネジ穴に
　当ててください。

⑵カメラを壁取付けブラケットに
　押し付けながらを反時計回りに
　回して固定してください。

■ コンクリート部への固定方法

❻下図の画面になったら、時間をあまり空けずに追加するカメラの背面にある
　SET/LEDボタンを約1秒間押してください。
　カメラのLEDが素早く青色に点滅し、機器ペアリングモードに移ります。
　カメラとモニターがペアリング（接続）を開始します。

❼ペアリング（接続）が成功すると、画面がカメラの映像に切替り、カメラのLEDが青色に点灯
　します。撮影中のカメラのチャンネルが画面左上にアイコンで表示されます。

❺「カメラはペアリングされていません」と表示されたら決定/ズームボタンを押してください。

LED

SET/LEDボタン

①カメラ

〈背面〉

1

❸下記の画面で設定して決定/ズームボタンを押してください。
❷メニュー画面で　  アイコンを決定/ズームボタンで選択してください。

カメラ表示画面で
時計を表示するか
どうか設定できます。

日付を設定できます。

時刻を設定できます。

時計の設定 ・・・日付・時刻、時計表示のON・OFFを設定できます。G

❸バージョン情報が表示されます。
❷メニュー画面で　  アイコンを決定/ズームボタンで選択してください。

モニターの情報

カメラ1の情報

カメラ2の情報

バージョン情報を表示 ・・・製品のバージョンを確認できます。J

❸下記の画面で「はい」を決定/ズームボタンで選択すると工場出荷時の初期状態に戻します。
❷メニュー画面で　  アイコンを決定/ズームボタンで選択してください。

初期化する ・・・設定を工場出荷時の初期状態に戻すことができます。I

❸英語（English）、フランス語（Français）、スペイン語（Español）、日本語から設定できます。
　決定/ズームボタンで選択してください。

❷メニュー画面で　  アイコンを決定/ズームボタンで選択してください。

言語の設定 ・・・モニターで表示される言語を設定できます。H

この最低気温より寒くなると
アラームが鳴ります。

この最高気温より暑くなると
アラームが鳴ります。

設定ON

設定OFF

設定した温度範囲外になるとモニターからアラームが鳴る設定ができます。
●赤ちゃんの周囲の温度変化が知りたい時　など

❶メニュー画面で右図のアイコンを決定/ズームボタンで選択してください。
❷アラームが鳴る温度の範囲を選択して決定/ズームボタンを押すと設定完了です。

●初期設定はオフになっています。
●設定範囲を超えるとアラームが鳴ります。
●アラームは1分間鳴り続けますが、いずれかのボタンを押すことで止まります。
　3分後に再度通知します。

●曲が再生されたままメニュー/戻るボタンでカメラ表示画面まで戻ることができ
ます。曲を止める場合は上記の曲選択画面まで戻って停止させてください。
●カメラ表示画面から子守唄ボタン　 で上記の曲選択画面を表示することができ
ます。

時計の設定や、言語選択、工場出荷時にリセットすることなどができます。

F 各種設定

❶メニュー画面で右図のアイコンを決定/ズームボタンで選択してください。

アラームが鳴る間隔を設定します。
0.5～8時間の間で0.5時間毎に
設定できます。
繰り返す回数を1～10回から
設定できます。

設定ON

設定OFF

設定した時間毎にアラームが鳴る設定ができます。
●赤ちゃんのミルクの時間を知らせる　など

D 目覚ましアラームの設定

❶メニュー画面で右図のアイコンを決定/ズームボタンで選択してください。
❷アラームが鳴る時間の間隔、回数を選択して決定/ズームボタンを押すと設定完了です。

●初期設定はオフになっています。
●アラームは1分間鳴り続けますが、いずれかのボタンを押すことで止まります。

1～5の曲を
繰り返し再生します。

カメラから音楽を流すことができます。
●赤ちゃんの入眠時のサポート　など

E 子守唄の設定

❶メニュー画面で右図のアイコンを決定/ズームボタンで選択してください。
❷再生したい曲を決定/ズームボタンを選択すると、カメラから選択した曲が再生されます。
　もう一度決定/ズームボタンを押すと一時停止します。
　「ALL」を決定/ズームボタンで選択すると全ての曲が繰り返し再生されます。

音量を調整します。
モニターの
「　 」「　 」ボタンで
変更できます。

モニターの「　」「　」ボタンで選曲できます。
・・・決定/ズームボタンを押すと曲が再生します。

・・・決定/ズームボタンを押すと再生中の曲が停止します。

GGGG HHHH IIII JJJJ

C 温度アラームの設定

壁取付けブラケットに
押し付けながら
壁取付けブラケットに
押し付けながら

反時計回り反時計回り

電動ドリル
（別売り）

カメラを逆さまに取付けると、モニターに
表示される映像は上下逆さまになります。
あらかじめご了承ください。


