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保証書付 

取扱説明書 

アプリの設定および順番は本取扱説明書に沿って登録してください 

Ver.AC905 

 6. 次世代リチウムポリマーバッテリー内蔵 

 7. 明暗センサーで夜間にライトが自動点灯 

 8. 人感センサーで照度強弱で省エネ稼働 

 9. 夜間時は赤外線センサーで高解像度撮影 

 10. 新設の電気敷設工事が不要 

 11.高性能単結晶シリコンの太陽光パネル採用 

 12.付属のACアダプターでの本体稼働も可能 

 13. IP65の防水機能 

 1. 防犯カメラで安心・安全な生活 

 2. スマートフォンから遠隔で映像確認が可能 

 3. 24時間365日の常時録画 

 4. 300万画素の高画質190°VRレンズ搭載 

 5. 太陽光蓄電システム（電気代0円） 
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人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

           この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重症を負う可能性が 想定される
内容を表示します。 

           
この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物理的損害の発
生が想定される内容を表記します。 

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 

■ お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です） 

           してはいけない内容です。            実行しなければならない内容です。 

安全上のご注意 

● 燃えやすい物や引火しやすい物の 

    近くには設置しない。 

※ 火災のおそれがあります。 

設 置 ・ 配 線 器 具 

設 置 場 所 

異常が起きたら 

● 器具のがたつきや、配線器具が破損している場合は取り付けない。 

※ 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。 

万一、内蔵バッテリーの液漏れが起きたら 

① すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液体は気体に引火して発火、破裂の 

  恐れがあります。 

② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水など きれいな水で十分に洗った 

  あと、医師の治療を受けてください。 

そ の 他 

● 器具を改造したり、部品交換をしない。 

※ 火災、感電、落下によるけがのおそれが 

  あります。 

● 異常を感じた場合、速やかにLEDライト＆カメラ本体を切り放し、お客様相談窓口へ 

  連絡する。 

※ 異常状態が収まったことを確認し、お客様相談窓口にお電話ください。 

※ ９ページにお客様相談窓口の連絡先があります。 

 

 必ずお守りください 1 
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● 以下の場所ではご利用できません。 

● 付属の梱包材は取り除いてご利用する。 

  そのままご利用すると、火災の原因になることがあります。 

● 点灯したＬＥＤを長時間直視しない。 
  目の痛みの原因となることがあります。 

● 定期点検をする。 

  1年に１回は点検を行ってください。 

  ※ 太陽光パネル面に落ち葉、粉塵、泥等が付着していた場合、発電効率が低下し、正常に 

    作動しない場合があります。 
   

① 午前９時～午後３時の時間帯に太陽光パネルを防いでしまう（影ができてしまう）場所。 

② 太陽光パネルを南向きに設置できない場所。 

③ 太陽光パネルに落ち葉、粉塵、泥等が付着した場合の除去作業ができない場合。 

④ 夜間、太陽光パネルに街頭照明などの光が当たる場所。 

  ※ 機器が誤作動を行う場合があります。 

 

 

ご確認ください 

          

          

          

    ※出荷ロットにより、Ｐ と Ｍ が Ｃ に取付け済の物もあります 
    ※Ｑ は固定強度を高めるためにご利用しないでください 

LEDライト＆カメラ本体 1台 取付専用アーム 1個 シリコン太陽光パネル ※4 

カードリモコン 1個 

ACアダプター 1個 
初期設定・補助電力供給用電源 接続台座 

トラスボルト 長1本・短2本 
 

・M6 接続台座ネジ 2本 
・φ6スプリングワッシャー 2本 
・丸座金 2枚 
 
 
 

拡張ネジ 4本 

単管パイプ用金具 1個 六角レンチ M6・M5 各1本 六角スパナ M6・M5 各1本 M8 内六角ボルト 4セット 

A B C D E 

F G H I J 

K L M N O 

Wi-Fi 外付けアンテナ トラスボルト中セット 6個セット 

ご利用しません 
丸座金ギザ付き 2枚 

Ｐ Ｑ 

パネル接続金具 

付属品をご確認ください 2 
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 品 番 AMS-CAM9W-16GB AMS-CAM9W-32GB AMS-CAM9W-64GB AMS-CAM9W-128GB 

 記録時間 ※1 約3日間 約4.5日間 約6日間 約15日間 

 内臓メモリー 16GB 32GB 64GB 128GB 

 サイズ（Ｗ×Ｄ×Ｈ） 527㎜（Ｗ）×652㎜（Ｄ）×205㎜（Ｈ）  ※パネル水平時の標準取付において 

 本体素材（アーム部分） 高強度ダイカストアルミニウム 

 消費電力 5ｗ（Min）～15ｗ（Max） 

 総重量 7.4㎏ 

 ソーラーパネル 高性能単結晶シリコン43ｗ／15ｖ太陽光パネル（一体型メタルトレイ装着型） 

 内臓電池 次世代リチウムポリマー電池（11.1ｖ／20ＡＨ） 

 充放電回数 1,500回未満 

 LEDライト明度〔色温度〕 200Lm（Min）～1,080Lm（Max）〔3,000K（Min）～6,500K(Max）〕 

 LEDライト照明半径 20ｍ 

 監視カメラ VRレンズ（魚眼＋広角）4㎜（300万画素数）※夜間赤外線録画機能付 

 撮影可能範囲 半径約100ｍ（人物像等の確認は10ｍ未満） 

 監視カメラ接続方式 Wi－Fi 2.4G 

 サポートシステム Android：7.0以上 内蔵メモリRam：4GB（CPU:オクタコア）以上 および iPhone7以上推奨 

 作動時間 晴天時はソーラー充電のみで連続利用可能  内蔵電池のみの稼働時間は約3日間（フル充電状態の場合） 

 作動環境温度 －20℃～＋60℃ 

 設置高度 3ｍ～5ｍ 

※1 設定により録画時間は変動します。 

製品仕様 AMS-CAM9W 3 
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C 
B 

A 

D,E,F,G,H,I 
J,K,L,M,N,O,P 

B と D を組みます 

Bの上にDを置き、Bのアームの上下に注

意して Dの接続台座を固定してください。 

B 

D 

D 

B 

はじめに BとDを取出し、Nに付ける３つのネジを取り付けます。 

Nの各ネジにスプリングワッシャーと座金を取り付けて準備してください。  

左画像のように正面側に調整穴がくるように 接続台座の上下の向きにご注意 ください。

続いてネジ締めを行います。N1は長いネジ でN2,N3は短いネジです。 

N1の長いネジはB,D,Aを固定するネジなので半分くらい締めてください。 

N2,N3はBとDの固定用ですのでしっかりと締めてください。 

正面側 
N1 

N2 
N3 

作業２．「アームセット」の組立て 

作業1．本体の取り出し（付属品のご確認） 

D 

B 

製品組立て 1 

本製品は精密電子機械です 

 

電動工具で締める際は、回し過ぎ・しめ過ぎに十分ご注意ください。 

強すぎる振動や衝撃は内部基盤の損傷や半田付けの剥離に繋がります。 

 

 Bの上下にご注意ください 4-1 

作業3．「太陽光パネル」の組立て ※4 

C に P を取付けるため、M の6個セットのネジに予め、スプリングワッシャー、平ワッシャーの 

順番で通しておいてください。 Pの上からMを入れてCを挟みMの六角ナットを C の穴からMの C 

P 

M 

のネジにハメ込みます。  I の小さいスパナを穴から入れて指先の感覚で 

六角ナットにハメ合わせ、六角ナットを固定し、M を H で締め込みます。 

固定は緩みがないように確実に取付を行ってください。 
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作業5．A と「太陽光パネルとアームセット」の取付け 

A を「太陽光パネルとアームセット」と取付けていきます。  

取付ける際にアームセットの穴からコードを通す必要があるので、A から出ているコードの 

ACアダプタ用でダミーソケットを取付けてありますので外してください。  

アームセットの取付けの際に C の上下の向きに十分ご注意ください。  

必ず C の穴があるほうを手前にして D に A を回して取付けてください。  

その際にケーブルも回しながらねじ込みしてください。 

A 

① 
Aをネジ込みながら 
ケーブルを回します 

② 
A1を接続 

③ 
A2を接続 

C 

L 
L 

左図拡大（右側） 

P のパネル接続金具とアームセットの向きにご注意ください。 P に L のネジを取り付けます。 

（作業者の手前にアームセットと赤丸が来るように作業を行います。） 

L の各ネジにスプリングワッシャーと平ワッシャーを取付けてください。 この際に P に L を通してから 

アームセット取付けます。 この際に片方を本締めしますと隙間が空き固定強度が弱くなりますので、  

両方の仮締めしてから本締めを実施してください。  

作業4．太陽光パネルとアームセットの組立て 

取付後イメージ 

P,M 

P C 

 順番にご注意ください 4-2 

A からは「A1：太陽光パネル用電源ケーブル」と「 A2： ACアダプタ用電源ケーブル」が出ています。 

先に②の A1 を C の穴から出ているケーブルと接続します。この時に両方のソケットの矢印と溝が合う

位置で接続することを確認してください。 

コネクタを接続すると A本体 の通電確認で約1秒間LEDライトが点灯しますのでご確認ください。 

点灯確認後、接続部にねじ込みカバーをしっかりと取付けてください。 

②で A1 を取付けた後に、③の A2 にダミーソケットを取付けます。 

取付後はケーブル保護のために A2 は C の中に隠してください。 

製品組立て 2 
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作業6．本体のネジ締めの確認と可動確認 

C の中に隠していますA2 のACケーブルは、設置する際に充電が足りない時に補助充電としてACアダプター 

を利用します。 A のカメラレンズの向きと、C の太陽光パネルの傾斜を調整後、作業２で仮止めをした  

N1 を 本締めして A の本体上面に O のWi-Fiアンテナを取付けて組立て作業は完了になります。 

組立て後の保管は上記画像を参照してください。 

本製品の性質上、通電すると自動起動します。 

長期保管する際は A と C を接続している A1 のケーブルを外して消費電力を抑えてください。 

特にWi-Fi アンテナは太陽光パネルと挟まれ破損する恐れがありますのでご注意ください。 

 

※本体通電時から全映像の録画を開始します。 

※同時に製品が機能することにより電池も消耗していきます。 

作業7．アムスカム（AMS-CAM）の完成 

製品組立て 3  ネジの確認ください 4-3 

N1：トラストボルト 
長1本：右図レンズの裏面 
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ACアダプター利用について 補助電源 5 

 スムーズな作業を行うために（お客様ご自身で） 

 

 アムスカム本体の各種設定等はお客様ご自身で組立てた後に実施していただく必要があります。 

 

 アムスカム本体を組み立てた後に設置までに数日以上の期間が空いた場合は 初期充電分不足になる恐れ 

 があります。 

 

 アプリ設定を行うまでに充電不足のある恐れや取付機関が長くなった場合は付属のACアダプターを 

 接続しフル充電（約5時間）後、設定を行ってください。 

■  出荷時には初期充電を行っておりますが、万が一電池切れの際は「付属のE：ACアダプター」でフル充電 

   (約5時間)することにより初期設定の作業分の電力を確保します。 

 

■  本製品は太陽光パネルを外してACアダプターのみでもご利用できますが、明暗センサーでのライト点灯 

  機能は停止します。 

 

■ ACアダプターでご利用する場合は、ライトの点灯は「カードリモコンのみ」になりますのでご了承ください。 

 （自動点灯にはなりません。一度カードリモコンで「ON」にすると点灯した状態のままのご利用となります）。 

 

■  ACアダプターでご利用する場合は、 「4-2作業5のA2ダミーソケット」を取り外し、太陽光パネルの 

 「E：ACアダプター」を 代わりに接続してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  太陽光パネルから出ている「パネル用電源ケーブル」と「ACアダプタ用電源ケーブル」の2本のケーブル 

  が接続されている場合は日没後、自動点灯します。 

① 
A2：ダミーソケットを外します 

② 
E：ACアダプターを接続します 
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ＯＦＦボタン 
夜間時のライト点灯時に手動で 
消灯します。 

ＯＮボタン 
夜間時に手動でライトを点灯します。 
明るい場所で、ＯＮを押すと 
テストモード（1秒間点灯）に 
なります。 

Resetボタン（リセット） 
ネットワークの再設定の際にご利
用します。 
※普段ご利用時に本体近くで押し
ますと設定を初期状態に戻します
のでご利用にご注意ください。 
 応答時間は3～5分程度です。 
 

４ｈボタン 
照明点灯設定ボタン 
３時間：100％の明度で点灯 
１時間：50％の明度で点灯 

５ｈボタン 
照明点灯設定ボタン 
３時間：100％の明度で点灯 
２時間：50％の明度で点灯 

６ｈボタン 
照明点灯設定ボタン 
３時間：100％の明度で点灯 
２時間：50％の明度で点灯 
１時間：30％の明度で点灯 

８ｈボタン 
照明点灯設定ボタン 
３時間：100％の明度で点灯 
３時間：50％の明度で点灯 
２時間：30％の明度で点灯 

自動で日没後に点灯し日の出 
後に消灯（蓄電）します。 
 
照明点灯設定ボタン 
４時間：100％の明度で点灯 
２時間：50％の明度で点灯 
１時間：30％の明度で点灯 

AUTOMATIC ボタン 

１．アムスカム本体のLEDライト照射時間の任意変更および自動設定に利用します。 

２．アムスカム本体のVRcam（スマートフォン用カメラ操作アプリ）をリセットし再設定を実施する場合。 

  ※ご利用後に通信環境等の不具合で正常な機能を満たさなくなった場合にリセットを実施し、 

   再設定することで機能が回復します。 

  ※EseeCloud（PC用カメラ操作ソフト）のご利用はVRcamでアムスカム本体の設定(時刻合せ・ 

   画質設定等)を終えてからご利用してください。 

■  通常のご利用は「AUTOMATIC」を推奨します。 

■  送信はアムスカム本体機器の約5mの範囲内でご利用ください。 

カードリモコンについて 
 

2種の用途で使います 6 
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ローカル利用（1対1の直接通信）の注意事項 

スマートフォン 2種類のご利用方法  ローカル利用 7-1 

※アムスカム本体のWi-Fi通信は 2.4GHzに限ります。 

※ローカル利用と遠隔ネット利用は同時にご利用できません。 

※アムスカム本体の設置場所でスマートフォンの操作が必要です。 

※VRcam（スマートフォン専用アプリ）をインストールしたスマートフォンとアムスカム本体の 

 捜査範囲（Wi-Fi通信が届く範囲）は約5mです。 

※インターネット回線は必要ありません。 

※アムスカム本体とスマートフォン（iPhone・Android）が直接通信を行います。 

※本体の録画ダウンロードもスマートフォンが  Wi-Fi 接続した後に操作ができます。 

※アンドロイドスマートフォン（Android）の機種によっては、LTE通信とWi-Fi通信が 

 同時接続となる場合があります。 

 この場合は「LTEを接続しない」に設定し、ご利用ください。 

 LETの接続解除方法については、各スマートフォン（Android）の取り扱い説明書を 

 ご参照ください。 

※ Android バージョン：7.0 以上 内蔵メモリRam：4G（CPU：オクタコア）以上 

  iPhone バージョン：7.0以上 
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① 同一ネットワーク内での Wi-Fi利用  

・アムスカム本体の映像・録画を同一ネットワーク内でWi-Fiルーターを経由した遠隔利用。 

・社内や家庭内での通信ネットワーク（インターネットに出ません）を利用するので 個別の通信料金は発生しません。 

Wi-Fi 2.4Ghz 

② インターネット網を経由した 移動通信システム内でのWi-Fi 利用 

Wi-Fi 2.4Ghz 

自宅Wi-Fi 
店舗Wi-Fiなど Wi-Fi 2.4Ghz 

4G：LTE・WiMAX 
3G：FOMA・CDMA等 

移動通信 
システム 

Wi-Fi通信 2.4Ghz・5Ghz  

・アムスカム本体の映像・録画をインターネットを経由して移動通信システム（4GやLTE等）。 

・スマートフォンでインターネットが見られる状況ならば世界中のどこからでも映像・録画の 

 確認ができます。 

・4GやLTEのご利用は個別のパケット通信費が発生しますのでご注意ください。 

スマートフォン 2種類のご利用方法  遠隔ネット利用 7-2 

遠隔ネット利用時の注意事項 

※アムスカム本体のWi-Fi通信は 2.4GHzに限ります。 

※ローカル利用と遠隔ネット利用は同時にご利用することはできません。 

※アムスカム本体の映像を離れた場所からスマートフォンで操作することができます。 

※アムスカム本体はWi-Fi通信接続可能なインターネット回線が必要です。 

※インターネット回線はお客様にて別途ご準備ください。 

※アムスカム本体の録画ダウンロードはスマートフォンがWi-Fi接続した後に操作ができます。 

※アンドロイドスマートフォンによってはLTEとWi-Fiが同時接続となる機種があります。 

 この場合は「LTEを接続しない」に設定し、ご利用ください。 

※ Android バージョン：7.0 以上 内蔵メモリRam：4G（CPU：オクタコア）以上 

  iPhone バージョン：7.0以上 
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パソコンをご利用の方は、事前にアンドロイドスマートフォンか iPhone
でVRcam（スマートフォン専用アプリ）で本体の事前設定(時刻合せ・画
質設定等)が必要になります。 
本体の事前設定(時刻合せ・画質設定等)後にご利用ください。 

スマートフォン設定に関して 各章をご覧ください 8 

13 

アンドロイドスマートフォンをご利用の方は 
P14・9章 をご覧ください 

iPhone（アイフォン）をご利用の方は 
P34・10章 をご覧ください 

パソコンでのご利用の方はアムスカム本体の 
事前設定(時刻合せ・画質設定等)後、 

 P53・12章 をご覧ください 



・VRcam （スマートフォン専用アプリ）は無料でご利用いただけますスマートフォン専用のカメラ 

 ビュワーアプリです。 

・アプリのダウンロードおよび VRcam （スマートフォン専用アプリ）のご利用は別途パケット通信費が 

 発生しますのでご注意ください。 

・アムスカム本体のライブビューと過去の録画確認が確認できます（容量により録画時間が異なります）。 

・ライブキャプチャ、ライブ録画のON/OFF。 

・遠隔ネット利用は別途インターネット環境（無線LANルーター）が必要です。 

・遠隔ネット利用は専用ID・パスワードの登録が必須となります。 

・アンドロイド版では一部機種でVRcamera と表示される場合があります。 

１. VRcam（スマートフォン専用アプリ）をダウンロードのみ実施してください 

 Googole Play 9-1 Android版 VRcam(スマートフォン専用アプリ) の設定 

アンドロイドスマートフォン 

Googole Playストアから無料で「VRcam」を検索し、ダウンロードしてください。 

VRcam 

14 



2．スマートフォンのWi-Fiで直接通信を行います 

ダウンロード後はスマートフォンで  すぐに起動しない（開かない）でください。 

 

ご注意 

アンドロイドスマートフォンによってはLTEとWi-Fiが同時接続となる機種があります。 

この場合は「LTEを接続しない」に設定し、ご利用ください。 

 IPCF●●● ＋～10桁   例：IPC F579 1234567890 

※SSIDに表示される 「IPCFからはじまる番号」は 本取扱説明書兼製品保証書の 
製品番号(S/N)欄に記入して大切に保管してください 

・AndroidでのVRcamの「デバイスID」 

  ③複数のWi-Fi信号（SSID）を選択する画面から、下記の IPCF から始まるWi-Fi信号を選択してください。 

  ①Wi-FiのAP（アクセスポイント）方式を利用して、アムスカム本体とスマートフォンを接続します。 

  ②各スマートフォンの「設定」から,「ネットワークとインターネット → Wi-Fi （Android）」から 

   「Wi-Fiを有効」にしてください。 

  ④Wi-Fi接続時のSSIDパスワードは「11111111」（１を8回）入力し接続してください。 

※ IPCF ●●● ～10桁 がWi-Fi一覧に見つからない場合は、下記のいずれかの手順で正常化できます 

 

 1. 充電不足が原因です。専用ACアダアプターを接続しフル充電（約5時間）後に再設定してください。 

 2. 太陽光パネルの「太陽光パネル用電源ケーブル」を一度抜いて、再度通電接続してください。 

 3. カードリモコンの中央に配置されている「RESET」のリセットボタンを押してください。 

   ※リセットを押した場合は本体の情報更新のために約3分間お待ちしていただき操作を 

    実施してください。 

・アムスカム本体は出荷前に初期充電していますが、設定時にはACアダプターを接続しフル充電 

（約5時間）後、設定してください 

・設置後にリセットして再設定する場合はアムスカム本体と約5m以内の距離で作業を実施してください 

 アプリ起動前にWi-Fi接続 9-2 VRcam の準備 
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・左図の「このネットワークはインターネットに接続していません。」や 

 「インターネットが利用できません」等が出てきますが、「はい」を 

 選択してください。 

・これはアムスカム本体とスマートフォンが正常に接続されている証拠です。 

・スマートフォンがWi-Fi接続がされている状態でアムスカム本体の各種 

 設定を行います。 

・この接続の場合はWi-Fi経由でのインターネットのご利用はできません。 

IPCF5791234567890 

4． アムスカム本体とスマートフォンを直接接続（Wi-Fi接続）した後に VRcam を起動します 

等が出て 

IPCF5791234567890 

このネットワークはインターネットに 
接続していません。 接続を確認しま
すか？ 
 
□このネットワークについて次回から 
 表示しない 

 

いいえ  はい 

3．Wi-Fi接続後にアラートが出ます 

  ・インストールする際にアラートが表示される場合がありますが、注意アラートの選択肢も「許可」を選択 

   してアプリのご利用を開始してください。 

5． VRcam起動後の表示されるアラートについて 

 ・スマートフォンは設定より4G・LTE通信を予めオフにしてください。 

  4G・LTE通信が起動した状態ですと正常に動作しない場合がありますので、Wi-Fi通信設定のみで実施して 

  ください。   

 ・インターネットに接続されていない状態 = アムスカム本体とWi-Fiで接続されている状態です。 

 Android 9-3 VRcam の準備 
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VRcam のローカル設定 

3．”アカウント登録アラート”の選択 

「ローカル」を選択後、
右図の画面に変わりま
す。 
 
「通知する：ユーザー
により良いサービスを
提供するために…」 
 
というアラートが表示
されますので 
 
「後で思い出させる」 
 
を選択してください。 
 
「今すぐ登録」はこの
設定の時点では選択し
ないでください。 

アンドロイドスマートフォン 9-4 

本アプリは先に「ロー
カル設定」を登録する
必要があります。 
 
右図の「ローカル」を 
タッチしてください。 
 
 
※本画面前後に 
「近くのデバイスの検
索を許可しますか？」 
のアラートには はい 
を選択してください 

2．ローカル を選択してください １．インストール後のアラートに関して 

インストール後に ア
プリを起動する際に、
右図のようなアラート 
 
「VRcameraに写真と
動画の撮影を許可しま
すか？」 
 
と表示されますので、
「許可」を選択してく 
ださい。 

4．”新しいデバイスを発見” から選択 

画面上に 黄色の横長 
バナーで 
 
「新しいデバイスを発
見」 
 
が表示されますので選
択してください。 
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Android バージョン：7.0 以上 
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7．デバイス追加の確定 

6.にて正常にデバイス
追加が完了しますと、 
 
「ヒント：デバイス追
加完了：確定
（3.2.1）」 
 
と表示され、VRcam
アプリのトップ画面へ
変わります。 

9-1.で接続しているア
ムスカム本体のWi-Fi
のSSIDが表示されま
すので、「IPCF＋下
13桁」
1111234567890
（下10桁）」をご確認
後、右上の「完了」を
選択してください。 
 
「レ点」をタッチしま
すとチェックが外れて
登録出来ませんのでご
注意ください。 
 
Wi-Fi のIDが表示され
ない場合は、カードリ
モコンでリセットを押
して3分後に再度お試
しください。 

5．デバイス検索で接続SSIDを選択 

ID:IPCF1111234567890 

6．デバイス追加ではそのまま「完了」を 

選択後に右図が表示さ
れますので、デバイス
名・ユーザー名・パス
ワードを入力せずに、 
 
そのままの状態で 
「追加」 
を選択してください。 
 
再設定の場合など本画
像が表示されない場合
があります。 

1234567890 

1234567890 

8．ファイルのアクセスを「許可」します 

マイデバイス 
ID：1234567890 

7.でデバイス追加完了
後に アプリのトップ画
面に変わります。 
 
その際に右図のようなア
ラートが表示されます。 
 
「VRcameraに機器内の
写真、メディア、ファイ
ルへのアクセスを許可し
ますか？」 
 
と表示されますので、
「許可」を選択してく 
ださい。 

VRcam のローカル設定 チェックを確認してください 9-5 
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内蔵メモリRam：4G（CPU：オクタコア）以上 



マイデバイス2 
ID：1234567890 

正常にアムスカム本体
が登録されると右図の
ような画面になります。 
 
緑字でオンライン表示
されている箇所をタッ
チすると、現在の撮影
してる「マイデバイス
画面」へ移行します。 
 
この時点ではアムスカ
ム本体と直接Wi-Fi接
続していますので、必
ずオンライン表示され
ます。 
 
オンライン以外の表示
は操作手順を再確認し
てください。 

9．VRcamアプリのトップ画面 10．マイデバイス画面（リアルタイム映像） 

本ページではアムスカ
ム本体が撮影している
リアルタイム映像が確
認できます。 
 
この時点で既に本体に
は録画保存されていま
す。 
 
続いて画面右上の 
 
「スパナ（設定）」 
 
をタッチしてアプリ設
定を行います。 

11-1．「設定(退出)」で下記の通り各項目を設定してください 

すべての項目の設定後に 右上の「レ」を選択し保存をしてください。 

「ローカル利用設定」時は変更不可です。 「遠隔ネット利用」設定後に変更できます。 

現在のバージョンを確認できます。 

「ローカル利用設定」時は変更不可です。 バージョン変更は推奨しません。 

「ローカル利用設定」時は変更はしないでください。「遠隔ネット利用」の設定時に変更します。 

（IPCF●●●)1234567890 ・設定しているアムスカム本体のシリアル番号です 

アムスカム本体のカメラ種別です（P4） 

1234567890 

VRcam のローカル設定 詳細設定を行います 9-6 
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内蔵メモリRam：4G（CPU：オクタコア）以上 



すべての項目の設定後に 右上の「レ」を選択し保存をしてください。 

「OFF」にしてください。 

「OFF」にしてください。 

初期状態は「中国語」ですが、「英語」に変更してください。 

初期状態は「自動」ですが、「HD」に変更してください。動画 

初期状態は「標準」ですが、「明るいです」に変更してください。静止画 

①「Asia/Tokyo」を選択した後に「保存」をタッチしてください。 

②「タイムゾーンを選択」後、タッチして保存してください。 

「OFF」にしてください。 

変更しないでください。 

「OFF」にしてください。 

必ず「ON」にしてください。OFFでは録画できませんのでご注意ください。 

正常であることをご確認ください。 

録画映像がすべて消去されますのでご注意ください。 

変更しないでください。 

変更しないでください。 

パスワード設定はローカル利用設定を登録後、トップ画面の「編集」から設定してください。 

11-2．「設定(退出)」で下記の通り各項目を設定してください 

ご利用可能が０以上であることをご確認ください。 

すべての項目の設定後に 右上の「レ」を選択し保存をしてください。 

VRcam のローカル設定 下記項目を設定してください 9-7 

変更しないでください。 
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オンライン 
 
インターネット通信およびWi-
Fi通信が正常な状態です。 
タッチすることにより現在のラ
イブビューが確認可能です。 

接続完了 
 
インターネット通信およびWi-
Fi通信が接続しようとしている
状態です。 
通信状態が不安定な状態時には
更新中表示が続きます。 

オフライン 
 
インターネット通信およびWi-Fi
通信が接続されていない状態です。 
通信状態が安定になるまで待つか
通信環境の改善を実施してくださ
い。 

オンライン オフライン 

はじめての接続時は左図のカメラマークが表示されます。タッチすることによりリアルタイム
画面になります。以後、カメラが撮影した映像が下記のように表示されます。 

接続完了 

映像確認OK NG 閲覧できません NG 閲覧できません 

当社の検証用デモ画面の
ページです。 
次世代機への検証を兼ねて
おり、閲覧可能ですが、 
通常ご利用をするにあたり
不要です。 

 デモ画面 

アムスカム本体が撮影している様々な映像や 
録画などを確認できます。 

リアルタイム画面（マイデバイス） 

リアルタイム画面で保存した、キャプチャや 
録画の閲覧。 
マイIDのパスワード登録および変更。 
アムスカムIDへのログイン・ログアウト。 

 Me画面（マイページ） 

VRカメラ映像の各メニュー  トップ画面 9-8 

11．VRcamアプリ TOP画面 
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TOP画面のアムスカム本体が映している名称（初期：マイデバイス１）を変更することができ
ます。 
オンライン・オフラインに関わらず変更ができます。 

VRカメラ映像の各メニュー  カメラの名称変更 9-9 

12．アムスカム本体の名称変更 

1. 2. 3. 

4. 

1. TOP画面の変更したいカメラの右下にあります赤丸の「…」を 

  タッチしてください。 

 

2. ４つのメニューが出てきますので、右下赤丸の「編集」を選択 

  してください。 

 

3. タイプ の 「マイデバイス」を削除して「オリジナルの名前」を 

  入力して「送信」をタッチしてください。 

 

4. 正常に反映されていれば問題ありません。 

ID：1234567890 

1234567890 

本社玄関１ 
ID：1234567890 

ID：1234567890 
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12-1．リアルタイム画面は様々な映像や録画などを確認できます 

4種類の映像ビュー 

 

① ラウンドビュー（丸形ビュー） 

  アムスカム本体の基本映像表示で、画面内のアップし 

  たい箇所を指でズームしてご確認できます。 

 

② 円柱ビュー 

  ラウンドビューの映像を円柱形に変換した映像です。 

 

③ 2分割ビュー 

  ラウンドビューの映像を上下2分割した映像です。 

 

④ 4分割ビュー 

  ラウンドビューの上下左右を分けた映像です。 

  個々のウインドウはズームアップできます。   

④ 4分割ビュー ③ 2分割ビュー 

① ラウンドビュー（基本映像表示） ② 円柱ビュー 

VRカメラ映像の各メニュー リアルタイム画面 9-10 
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12-2．リアルタイム画面は様々な映像や録画などを確認できます 

設置モード 

・天井モード：ラウンドビューで回転が可能です。 

・壁モード：ラウンドビューを固定させます。 

録画チェックモード 

1. 時計が逆回転しているアイコンをタッチすると、日付選択画面に変わりますので、確認したい日時を指定して検索します。 

2. 検索したリストの中から確認したい時間の映像をタッチします。 

3. 指定した映像を確認できます。（各映像の録画時間は主に1分～5分間です）。 

※ 日付選択画面でそのまま「検索」をタッチする事により当日の全画像のリストが表示されます。 

※ 日付選択画面で 「注意：Null検索」と表示される場合は 日付設定が正しくないか、録画されていない場合に表示されます。 

  改めてアムスカム本体のモデル（16GB,32GB,64GB,128GB）の録画期間内に合う日時設定とを行ってください。 

  日時設定が当日などでも「Null検索」が出る場合は、ローカル利用設定が正しく登録されていません。 

  アムスカム本体にカードリモコンを向けてリセットを押して、最初のWi-Fi接続から再設定を実施してください。 

クルーズビュー 

ラウンドビュー映像を元に、VRレンズで撮影してい

る映像範囲をクルーズ（自動巡廻）表示します。 

スピーカー機能：ご利用できません 

本モデル：AMS-CAM09W ではご利用できません。 

VRカメラ映像の各メニュー 録画チェックモード・他 9-11 
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リアルタイム画面の「キャプチャ」を
タッチする事により、映像ビューのス
クリーンキャプチャを保存することが
できます。 
※アプリ内キャプチャ 

13-1．Me（マイページ）で保存した「キャプチャや録画」などを確認できます 

リアルタイム画面の「録画」をタッチ
する事により、映像ビューの録画を保
存することができます。 
※アプリ内録画なので本体の録画映像
とは異なります。 

リアルタイム画面で静止画のキャプチャと録画を任意のタイミングで保存することが可能です。 各アイコンをタッチして保

存した録画とキャプチャは トップ画面の右下「Me」にある「ローカル録画映像」に「静止画」「録画」として保存されて

います。 リアルタイム画面の「維持（マイク機能）」は本モデル：AMS-CAM09Wシリーズ ではご利用できません。 

VRカメラ映像の各メニュー アプリ内録画・キャプチャ 9-12 
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13-2．キャプチャ画像ファイルのスマートフォン保存 

マイページでのキャプチャ画像をファイルデータとして保存する場合 

 １.保存したい画像を選択します。 

 ２.複数の場合は右上の「編集」を複数選択可能です。 

 ３.画像はエクスペリアXZ（無料ファイルマネージャーソフト利用自画像）で「ファイル管理ソフト」を選択します。 

 ４.「ファイル管理ソフト」の中の「画像」の中を選択します。 

 ５.「画像」の「img」の中を選択します。 

 ６.中からキャプチャ画像保存した画像を選択し閲覧することが可能です。 

 ※画像共有やPC等への添付ファイルとしてご活用ください。 

  Androidスマートフォンは機種およびファイル管理ソフトにより異なる名称・手段が異なる場合がございます。 

VRカメラ映像の各メニュー キャプチャ画像の保存 9-13 
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1. 2. 3. 

4. 
6. 

5. 



13-3．キャプチャ画像ファイルのスマートフォン保存 （操作サンプル：エクスペリアXZ2） 

VRカメラ映像の各メニュー 録画映像の保存 9-14 
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1. 2. 3. 

4. 5. 

マイページでのキャプチャ画像をファイルデータとして保存する場合 

 １.保存したい画像を選択します。 

 ２.複数の場合は右上の「編集」を複数選択可能です。 

 ３.画像はエクスペリアXZ（無料ファイルマネージャーソフト利用自画像）で「ファイル管理ソフト」を選択します。 

 ４.「ファイル管理ソフト」の中の「動画」の中を選択します。 

 ５.「動画」の「i100ANDRO 」を選択します。 

 ６.録画保存した動画を選択し閲覧することが可能です。 

 ※画像共有やPC等への添付ファイルとしてご活用ください。 

  Androidスマートフォンは機種およびファイル管理ソフトにより異なる名称・手段が異なる場合がございます。 

6. 



・ローカル録画映像 
 リアルタイム画面の「静止画・録画」の保存ファイルを確認できます。 
 
・通知 ：利用しません。 
 
・アラーム設定：利用しません。 

「Me（マイページ）」の「ログイン・ログアウト」は「遠隔ネット利用」設定時に登録にします 

13-4．リアルタイム画面は様々な映像や録画などを確認できます 

・2G/3G/4G  モバイルネットワーク ノート 
 スマートフォンの4G通信を利用する場合はONにしてください 
 
・モバイルデータトラフィック制限を考慮 
 モバイル通信のご利用制限を（10MB,50MB,カスタム等）設定できます。 
  
・モバイルデータトラフィック統計 
 4Gモバイル通信の過去データのパケットご利用状況を確認できます。 
 
・シェイク確認済 
 スマートフォン本体をシェイクによるアムスカム本体のWi-Fi信号の受信 
 を選択できます。 
 
・ツーリング開始 
 リアルタイム画面でクルーズ表示させる映像配信方法の選択ができます。 
 
・録画再生モード 
 録画データの再生方法を「リスト」と「タイムライン」から選択できます。 
 
・LAN内の新しい機器の自動検出 
 「ON」にしてください。アムスカム本体の自動検出の選択です。 
 
・ユーザーデータの同期を開始します 
  「ON」にしてください。複数ご利用時に更新されなくなります。 
 
・近くのデバイスを自動的に検索する 
  「OFF」にしてください。複数ご利用時に更新されなくなります。 
 

・遠隔ネット利用時に作成したIDのパスワードを変更できます。 

・個人情報保護方針：英文記載 
 
・バージョン：VRcamのバージョン 

・ログアウト 
 遠隔ネット利用時における 
 個別IDの ログアウト と 
 ログイン ※要ID登録 

VRカメラ映像の各メニュー マイページと通信設定 9-15 

28 



遠隔ネット利用の設定 ネットワーク設定のみ 9-16 

1. 

4. 
5. 

ローカル利用 （1対1の直接通信）で 

アムスカムをご利用する場合は 設定する必要はありません 

「設定」を登録完了済にしてご利用ください 

2. 
ご利用されるWi-FiのSSID１ 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

過去に接続したWi-FiのSSID1 

過去に接続したWi-FiのSSID2 

3. 

ご利用されるWi-FiのSSID１ 
接続済み 

過去に接続したWi-FiのSSID2 
保存済み 

インターネット接続ができるWi-FiのSSIDをご利用ください。 

１． TOP画面およびリアルタイム画面から「設定」を選択してください。 

２．「設定（退出）」にて 「ネットワーク設定」を選択してください。 

３. SSIDに「ご利用されるWi-FiのSSID」 と その「SSIDのパスワード」を入力してください。 

  ※ご利用可能なWi-Fiは2.4Ghzのみです。5Ghzはご利用できませんのでご注意ください。 

４．正常に入力すると、画面に「保存完了：確定」表示されます。その後「レ点」を選択し、登録を完了させてください。 

５．スマートフォンの「設定」「Wi-Fi」「ネットワークとインターネット」で確認ができます。 

  入力したSSIDに「接続済み」が表示されアプリご利用時でもWi-Fi接続インターネットが利用可能な状態になります。 
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アプリIDパスワード設定  セキュリティPW1 9-17 

1. 
2. 

5. 

6. 

１． VRcam（スマートフォン専用アプリ） のログインページ内の「登録」を選択してください。 

２．「登録するID」「6～20文字のパスワード（英数字のみ）」「Eメールアドレス」を登録してください。 

３. 正常に登録されると「メールを送信されました 確認してください」が表示されますのでご確認ください。 

  ※ユーザーIDが他の方と重複した場合はEメールが受信出来ませんのでご注意ください。 

４．登録のメールアドレスへ Esee より「メールを確認してください」を受信しますので、本文のURLのリンクを選択して 

  ID登録を完了してください。 ※自動翻訳の日本語表示ですが、正常に登録は実施されます。ID登録は以上で完了です。 

 5・６．IDパスワードの変更は「Me（マイページ）」から変更できます。 

Esee 
メールを確認してください 

メール確認を完了するために、以下のリンクを
クリックしてください。お使いのブラウザがリ 

sample01 

12345678 

test@akimine.co.jp 

メールを送信しました 確認してください 

Eメール 受信BOX 

IDアカウントとIDパスワードを設定する方法 
遠隔ネット利用のネットワーク設定が登録済であることが必要です 

 

4. 

3. 
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カメラパスワード設定  セキュリティPW2 9-18 

個別のアムスカム本体にパスワードを設定する方法 
複数のアムスカム本体（複数台数含む）の閲覧権限を管理する方法 

１． カメラパスワードが未設定の場合はTOP画面では赤枠と注意表示、リアルタイム画面ではアラート表示がされます。 

２． 「・・・」をタッチして「設定」を選択してください。 

３． ページ下部の 「パスワード」を選択してください。（ユーザー名はadminのまま変更しません）。 

４． 「パスワード」設定画面で英数字20文字以内で入力して「OK」してください。 

５． 正常にパスワード登録が設定になると「ヒント：保存完了：確定」と表示され確定を押します。 

６． TOP画面に戻ります。この段階ではまだパスワードエラーが出ます。 

７． 「…」をタッチして「編集」にてパスワードを登録してください。 

８． 「デバイス情報変更」にてカメラパスワードの利用登録を完了します。 

１～８の設定で、個別カメラパスワードが設定された状態でご利用いただけます。 

3. 4. 

ID:1234567890 
1234567890 

2. 

6. 

1. 

1234567890 

5. 

ID:1234567890 

7. 1234567890 

ID:1234567890 

ID:1234567890 

マイデバイス1 

1234567890 

8. 
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カメラパスワード設定  セキュリティPW2 9-19 

「パスワードが間違っています」エラーの復旧方法 
ネット回線接続状態時に2回のカメラID削除実施後、初期登録から再設定が必要になります 

１．「パスワードが間違っています」のエラーは「設定→パスワード」で登録したパスワードを間違えた場合や、登録して 

   いるパスワードを間違えた場合に表示されるエラーです。はじめに「…」を選択してください。 

２．「削除」を実施します。 

３．「削除しますか？デバイス マイデバイス1」で削除を「確定」してください。 

４． 2回目の削除後に完全に削除されますので、再度同じ手順で削除を実施してください(5.6.7)。 

 

※  改めて登録する際には、一度、本体に向かって付属のカードリモコンで「RESET」を押し、初期登録から再設定を 

   実施してください。 

2. 3. 

ID:1234567890 

1. 

ID:1234567890 ID:1234567890 

4. 

5. 

ID:1234567890 

7. 

3. 

6. 

ID:1234567890 

ID:1234567890 

デバイスが削除 

されたことを 

確認してください 

 

正常にデバイス削除 

されたことを確認後 

初期登録から 

再設定してください 
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1. 日当りのよい場所にポールを設置。 

  ポールの高さは3m～6ｍ、直径40～80㎜、厚み2.0㎜以上をごご利用ください。 

  ※ 別売り専用設置ポールもご用意しております。 

2. LEDライト＆カメラ本体 と取付専用アームを組み立ててください。 

  詳細の組み立て方法については、YouTubeに動画を アップしていますのでご参照ください。 

  YouTube の検索ワード〔 AMS-CAM9W または アムスカム 〕 

3. 組み立てたアムスカム本体（約7.4kg）を設置ポールにしっかりと固定してください。 

  専用の付属品やお手持ちの工具でしっかりと組み立ててください。 

  ※ ネジはしっかり締め、ポールと確実に固定してください。 

（1人では設置時に落下する危険のおそれがありますので、2人以上での設置を実施してください） 

太陽の直射日光が十分に上当たる場所へ設置してください。 
 

日陰や日光不足の場合、 本体電池の充電不足により、 
機能が停止する恐れがあります。 

取付けに関して Android 

ご注意ください：本製品は精密電子機械です 

 

電動工具で締める際は、回し過ぎやしめ過ぎに十分ご注意ください。 

強すぎる振動や衝撃は内部基盤の損傷や半田付けの剥離に繋がります。 

 日光が長時間あたる場所へ設置 9-20 

 ※製品設置は 南向きで長時間直射日光が5時間以上当たる場所に設置してください 
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・VRcam（スマホ専用アプリ）は無料でご利用いただけますスマートフォン専用のカメラビュワーアプリで 

 す。 

・アプリのダウンロードおよび VRcam （スマホ専用アプリ）のご利用は別途パケット通信費が発生しますの 

 でご注意ください。 

・アムスカム本体のライブビューと過去の録画確認が確認できます（容量により録画時間が異なります）。 

・ライブキャプチャ、ライブ録画のON/OFF。 

・遠隔ネット利用は別途インターネット環境（無線LANルーター）が必要です。 

・遠隔ネット利用は専用ID・パスワードの登録が必須となります。 

１. VRcam （スマホ専用アプリ）をダウンロードのみ実施してください 

AppStore 10-1 iPhone版 VRcam （スマホ専用アプリ） の設定 

VRcam 

iPhone（iOS） 

AppStore から無料で「VRcam」を検索いただきダウンロードしてください。 
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2．スマートフォンのWi-Fiで直接通信を行います 

ダウンロード後はスマートフォンで  すぐに起動しない（開かない）でください。 

 IPCF●●● ＋～10桁   例：IPC F579 1234567890 

※SSIDに表示される 「IPCFからはじまる番号」は 本取扱説明書兼製品保証書の 
製品番号(S/N)欄に記入して大切に保管してください 

・iPhoneでのVRcamの「デバイスID」 

  ③複数のWi-Fi信号（SSID）を選択する画面から、下記の IPCF から始まるWi-Fi信号を選択して下さい。 

  ①Wi-FiのAP（アクセスポイント）方式を利用して、アムスカム本体とスマートフォンを接続します。 

  ②各スマートフォンの「設定」から「Wi-Fi（iPhone）」から「Wi-Fiを有効」にしてください。 

  ④Wi-Fi接続時のSSIDパスワードは「11111111」（１を8回）入力し接続してください。 

※ IPCF ●●● ～10桁 がWi-Fi一覧に見つからない場合は、下記のいずれかの手順で正常化できます 

 

 1. 充電不足が原因です。専用ACアダアプターを接続しフル充電（約5時間）後に再設定してください。 

 2. 太陽光パネルの「太陽光パネル用電源ケーブル」を一度抜いて、再度通電接続してください。 

 3. カードリモコンの中央に配置されている「RESET」のリセットボタンを押してください。 

   ※リセットを押した場合はアムスカム本体の情報更新のために約3分間お待ちいただき、操作を 

    実施してください。 

・アムスカム本体は出荷前に初期充電していますが、設定時にはACアダプターを接続し充電（約5時間）完了 

 後、設定してください。 

・設置後にリセットして再設定する場合はアムスカム本体と約5m以内の距離で作業を実施してください 

 アプリ起動前にWi-Fi接続 10-2 VRcam の準備 
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・左図の「このネットワークはインターネットに接続していません。」や 

 「インターネットが利用できません」等が出てきますが、「はい」を 

 選択してください。 

・これはアムスカム本体とスマートフォンが正常に接続されている証拠です。 

・スマートフォンがWi-Fi接続がされている状態でアムスカム本体の各種 

 設定を行います。 

・この接続の場合はWi-Fi経由でのインターネットのご利用はできません。 

IPCF5791234567890 

4． アムスカム本体とスマートフォンをWi-Fi接続した後に VRcam を起動します 

等が出て 

IPCF5791234567890 

このネットワークはインターネットに 
接続していません。 接続を確認しま
すか？ 
 
□このネットワークについて次回から 
 表示しない 

 

いいえ  はい 

3．Wi-Fi接続後にアラートが出ます 

  ・インストールする際にアラートが表示される場合がありますが、注意アラート選択肢も「許可」を選択 

   してアプリのご利用を開始してください。 

5． VRcam起動後の表示されるアラートについて 

  ・インターネットに接続されていない状態 = アムスカム本体とスマートフォンが直接接続（Wi-Fiで接続） 

   されている状態です。 

アプリ起動前にWi-Fi接続 10-3 VRcam の準備 
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3．”新しいデバイスを発見” から選択 

“ローカル”を選択後、
右図の画面に変わりま
す。 
 
画面上に 黄色の横長 
バナーで「新しいデバ
イスを発見」が表示さ
れますので選択してく
ださい。 

本アプリは先にローカ 
ル設定を登録する必要 
があります。 

2．ローカル を選択してください １．インストール後のアラートに関して 

ローカル  ＞＞ 

インストール後に アプ
リを起動する際に、右 
図のようなアラート 
 
”VR CAM”は通知を送 
信します。よろしいで 
すか？ 
 
と表示されますので、
「許可」を選択してく 
ださい。 

レーダーでアムスカム
本体を検出するイメー
ジ画面が表示されます。 
すでに接続している
Wi-FiのSSIDが表示さ
れますので、「IPCF＋
下13桁」
1234567890（下10
桁）」をご確認後、右
上の「完了」を選択し
てください。 
 
「レ点」をタッチしま
すとチェックが外れて
登録出来ませんのでご
注意ください。 
Wi-Fi のIDが表示され
ない場合は、カードリ
モコンでリセットを押
して3分後に再度お試
しください。 

4．Wi-Fi接続しているSSIDを選択 

ID:1234567890 

VRcam のローカル設定 ローカル登録を実施します 10-4 
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正常にアムスカム本体が
登録されると右図のよう
な画面になります。 
 
緑字でオンライン表示さ
れている箇所をタッチす
ると、現在の撮影してる
「マイデバイス画面」へ
移行します。 
 
この時点ではアムスカム
本体と直接Wi-Fi接続し
ていますので、必ずオン
ライン表示されます。 
オンライン表示でない場
合は操作手順を再確認し
てください。 

6．VRcamアプリのトップ画面 5．そのまま「追加」を選択してください 

選択後に右図が表示さ
れますので、タイプ・
ユーザー名・パスワー
ドを入力せずに、その
ままの状態で「追加」
を選択してください。 
 
再設定の場合など本画
像が表示されない場合
があります。 

ID:1234567890 

7．マイデバイス画面（リアルタイム映像） 

本画像ではアムスカム
本体が撮影しているリ
アルタイム映像が確認
できます。 
 
この時点からアムスカ
ム本体には録画保存さ
れています。 
 
続いて画面右上のスパ
ナをタッチしてアプリ
設定を行います。 

8．クラウド設定（アプリの初期設定） 

 
アプリの日本時間への
設定などの各種初期設
定を行います。 

VRcam のローカル設定 チェックを確認してください 10-5 

38 

iPhone バージョン：7.0以上 



9．「クラウド設定」で下記の通り各項目を設定してください 

「ローカル利用設定」時は変更不可です。 「遠隔ネット利用」設定後に変更できます。 

現在のバージョンを確認できます。 

「ローカル利用設定」時は変更不可です。 バージョン変更は推奨しません。 

「ローカル利用設定」時は変更はしないでください。「遠隔ネット利用」の設定時に変更します。 

「OFF」にしてください。 

「OFF」にしてください。 

初期状態は「中国語」ですが、「英語」に変更してください。 

初期状態は「自動」ですが、「HD」に変更してください。動画 

初期状態は「標準」ですが、「豪華です」に変更してください。静止画 

①「Asia/Tokyo」を選択した後に「保存」をタッチしてください。 

②「タイムゾーンを選択」後、タッチして保存してください。 

「OFF」にしてください。 

変更しないでください。 

「OFF」にしてください。 

必ず「ON」にしてください。OFFでは録画できませんのでご注意ください。 

初期状態の「00:00～23：59」は24時間録画している状態になりますので変更しないでください。 

正常であることをご確認ください。 

パスワード設定はローカル利用設定を登録後、トップ画面の「編集」から設定してください。 

初期設定の「退出」のままで変更しないでください。 変更すると機能停止になります。 

録画映像がすべて消去されますのでご注意ください。 

すべての項目の設定後に 右上の「保存」を選択し保存をしてください。 

（IPC）F●●●1234567890 設定しているアムスカム本体のシリアル番号です 

アムスカム本体のカメラ種別です（P4） 

ご利用可能が０以上であることをご確認ください。 

F1231234567890 

VRcam のローカル設定 詳細設定を行います 10-6 

すべての項目の設定後に 右上の「レ」を選択し保存をしてください。 

変更しないでください。 
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オンライン 
 
インターネット通信およびWi-
Fi通信が正常な状態です。 
タッチすることにより現在のラ
イブビューが確認可能です。 

接続完了 
 
インターネット通信およびWi-
Fi通信が接続しようとしている
状態です。 
通信状態が不安定な状態時には
更新中表示が続きます。 

オフライン 
 
インターネット通信およびWi-Fi
通信が接続されていない状態です。 
通信状態が安定になるまで待つか
通信環境の改善を実施してくださ
い。 

オンライン オフライン 

はじめての接続時は左図のカメラマークが表示されます。タッチすることによりリアルタイム
画面になり、カメラが撮影した映像が下記のように表示されます。 

接続完了 

映像確認OK NG 閲覧できません NG 閲覧できません 

当社の検証用デモ画面の
ページです。 
次世代機への検証を兼ねて
おり、閲覧可能ですが、 
通常ご利用をするにあたり
不要です。 

 デモ画面 

アムスカム本体が撮影している様々な映像や 
録画などを確認できます。 

リアルタイム画面（マイデバイス） 

リアルタイム画面で保存した、キャプチャや 
録画の閲覧。 
マイIDのパスワード登録および変更。 
アムスカム本体へのログイン・ログアウト。 

 Me画面（マイページ） 

11．VRcamアプリ TOP画面 

VRカメラ映像の各メニュー  トップ画面 10-7 
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TOP画面のアムスカム本体が映している名称（初期：マイデバイス）を変更することができます。 
オンライン・オフラインに関わらず変更ができます。 

VRカメラ映像の各メニュー  カメラの名称変更 10-8 

12．アムスカム本体の名称変更 

1. 2. 3. 

4. 

1. TOP画面の変更したいカメラの右下にあります赤丸の「…」を 

  タッチしてください。 

 

2. ４つのメニューが出てきますので、右上赤丸の「編集」を選択 

  してください。 

 

3. タイプ の 「マイデバイス」を削除して「オリジナルの名前」を 

  入力してください。 

 

4. 正常に反映されていれば問題ありません。 

ID：1234567890 ID：1234567890 

ID：1234567890 

ID：1234567890 
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12-1．リアルタイム画面は様々な映像や録画などを確認できます 

4種類の映像ビュー 

① ラウンドビュー（丸形ビュー） 

  アムスカム本体の基本映像表示で、画面内のアップし 

  たい 

  箇所を指でズームしてご確認できます。 

 

② 円柱ビュー 

  ラウンドビューの映像を円柱形に変換した映像です。 

 

③ 2分割ビュー 

  ラウンドビューの映像を上下2分割した映像です。 

 

④ 4分割ビュー 

  ラウンドビューの上下左右を分けた映像です。 

  個々のウインドウはズームアップできます。   

④ 4分割ビュー ③ 2分割ビュー 

① ラウンドビュー 

（基本映像表示） 

② 円柱ビュー 

VRカメラ映像の各メニュー  リアルタイム画面 10-9 
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12-2．リアルタイム画面は様々な映像や録画などを確認できます 

設置モード 

・天井モード：ラウンドビューで回転が可能です。 

・壁モード：ラウンドビューを固定させます。 

録画チェックモード 

1. 時計が逆回転しているアイコンをタッチすると、日付選択画面に変わりますので、確認したい日時を指定して検索します。 

2. 検索したリストの中から確認したい時間の映像をタッチします。 

3. 指定した映像を確認できます。（各映像の録画時間は主に1分～5分間です） 

※ 日付選択画面でそのまま「検索」をタッチする事により当日の全画像のリストが表示されます。 

※ 日付選択画面で 「注意：Null検索」と表示される場合は 日付設定が正しくないか、録画されていない場合に表示されます。 

  改めてアムスカム本体のモデル（16GB,32GB,64G,128G）の録画期間内に合う日時設定とを行ってください。日時設定が 

  当日などでも「Null検索」が出る場合は、ローカル利用設定が正しく登録されていません。 アムスカム本体にカードリモコ 

  ンを向けリセットを押して、最初のWi-Fi接続から再設定を実施してください。 

クルーズビュー 

ラウンドビュー映像を元に、VRレンズで撮影してい

る映像範囲をクルーズ（自動巡廻）表示します。 

スピーカー機能：ご利用できません 

本モデル：AMS-CAM09W ではご利用できません。 

ライト点灯機能：ご利用できません 

本モデル： AMS-CAM09W ではご利用できません。 

VRカメラ映像の各メニュー 録画チェックモード・他 10-10 
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リアルタイム画面の「キャプチャ」を
タッチする事により、映像ビューのス
クリーンキャプチャを保存することが
できます。 
※アプリ内キャプチャ 

13-1．Me（マイページ）で保存した「キャプチャや録画」などを確認できます 

リアルタイム画面の「録画」をタッチ
する事により、映像ビューの録画を保
存することができます。 
※アプリ内録画なので本体の録画映像
とは異なります。 

リアルタイム画面で静止画のキャプチャと録画を任意のタイミングで保存することが可能です。 各アイコンをタッチし

て保存した録画とキャプチャは トップ画面の右下「Me」にある「ローカル録画映像」に「静止画」「録画」として保存

されております。 リアルタイム画面の「維持（マイク機能）」は本モデル：AMS-CAM09Wシリーズ ではご利用できま

せん。 

VRカメラ映像の各メニュー マイページ 10-11 
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13-2．キャプチャ画像ファイルのスマートフォン保存 

マイページでのキャプチャ画像をファイルデータとして保存する場合 

 １.保存したい画像を選択します。 

 ２.対象の画像を長押しします。 

 ３.複数の場合は右上の「編集」を複数選択可能です。 

 ４.iPhone（iOS12.0.1の場合）は「写真」を選択します。 

 ５.「アルバム」の中の「カメラロール」の中を選択します。 

 ６.サムネイルの中からキャプチャ画像保存した画像を選択し閲覧することが可能です。 

 ※画像共有やPC等への添付ファイルとしてご活用ください。 

VRカメラ映像の各メニュー キャプチャ画像の保存 10-12 
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13-3．録画ファイルのスマートフォン保存 

マイページでの録画ファイルをファイルデータとして保存する場合 

 １.保存したい録画ファイルを選択します。 

 ２.対象の録画ファイルを長押しします。 

 ３.複数の場合は右上の「編集」を複数選択可能です。 

 ４.iPhone（iOS12.0.1の場合）は「写真」を選択します。 

 ５.「アルバム」の中の「カメラロール」の中を選択します。 

 ６.サムネイルの中から録画ファイルを保存した画像を選択し閲覧することが可能です。 

 ※画像共有やPC等への添付ファイルとしてご活用ください。 

VRカメラ映像の各メニュー 録画映像の保存 10-13 

46 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 



・スクリーンショット動画 
 リアルタイム画面の「静止画・録画」の保存ファイルを確認できます。 
 
・アラームプッシュ：利用しません。 
 
・アラーム設定：利用しません。 

「Me（マイページ）」の「ログイン・ログアウト」は 
「遠隔ネット利用」設定時に登録にします 

13-2．リアルタイム画面は様々な映像や録画などを確認できます 

・遠隔ネット利用時に作成したIDのパスワードを変更できます。 

・バージョン：VRcamのバージョン 
 
・ログアウト 
 遠隔ネット利用時における個別IDの ログアウト と ログイン 
 ※要ID登録 

・再生モード 
 録画動画の再生日時を「リスト」表示か「タイムライン」表示かのいずれか 
 を選択可能です。 
 
・モバイルデータトラフィック統計 
 アムスカム本体の「現在・当日・月・合計の通信量の履歴」を確認できます。 
 
・2G/3G/4Gモバイルネットワークノート 
 キャリアのLTE回線のON/OFFの設定 
 
・思い出させるために余分な流れ 
 「モバイルネットワークのトラフィック制限」のON/OFFを選択可能です。 
 

VRカメラ映像の各メニュー マイページと通信設定 10-12 

ご注意ください 

 

Wi-Fi通信ではスマートフォンからアムスカム本体に直接情報を 

書込むので 即時のスマートフォン操作は反映されない場合があります 

 

アプリが直ぐに自動終了する（落ちる）場合は 

ゆっくり（何回もタッチしない）・確実な操作を実施してください 
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遠隔ネット利用の設定 ネットワーク設定のみ 10-13 

ローカル利用 （録画利用のみ・インターネット不ご利用）で 

アムスカムをご利用する場合は設定する必要はありません 

F1231234567890 

「設定」を登録完了済にしてご利用ください 

デバイスの1234567890 Wi-Fi接続 

ご利用されるWi-FiのSSID１ 

過去に接続したWi-FiのSSID1 

過去に接続したWi-FiのSSID2 

過去に接続したWi-FiのSSID3 

過去に接続したWi-FiのSSID4 

過去に接続したWi-FiのSSID5 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

インターネット接続ができるWi-FiのSSIDをご利用ください。 

１． TOP画面かリアルタイム画面から「設定」を選択してください。 

２．「設定」の「クラウド設定」にて 「ネットワーク設定」を選択してください。 

３. SSIDに「ご利用されるWi-FiのSSID」 と その「SSIDのパスワード」を入力してください。 

  ※ご利用可能なWi-Fiは2.4Ghzのみです。5Ghzはご利用できませんのでご注意ください。 

４．接続可能なSSIDが入力されますと、画面にレ点表示が出ますので、その後「保存」を選択して登録をしてください。 

５．iPhoneの「設定」「Wi-Fi」で「ご利用されるWi-FiのSSID」が表示されていましたら、正常に接続出来ている状態 

  ですので、アプリご利用時でもWi-Fi接続インターネットが利用可能な状態になります。 

F1231234567890 

1. 

2. 

3. 

4. 5. 

ご利用されるWi-FiのSSID１ 
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アプリIDパスワード設定  セキュリティPW1 10-14 

1. 2. 3. 

4. 
5. 

6. 

１． VRcam （スマートフォン専用アプリ）のログインページ内の「登録」を選択してください。 

２．「ユーザー名」「6～20文字のパスワード（英数字のみ）」「パスワードの再確認」「Eメールアドレス（Linkパスワー 

  ドを受信できる）」を登録してください。 

３. 正常に登録されると「認証コードがメールで送信されました」が表示されますのでご確認ください。 

  ※ユーザーIDが他の方と重複した場合はEメールが受信出来ませんのでご注意ください。 

４．登録のメールアドレスへ Esee より「メールを確認してください」を受信しますので、本文のLinkを選択してください。 

  ※自動翻訳で日本語変換されますが正常に登録は実施されます。 

 5・６．IDパスワードの変更は「Me（マイページ）」から変更できます。 

遠隔ネット利用のネットワーク設定が登録済であることが必要です 
同じIDパスワードを複数人で共有することが可能です 

sample01 

12345678 

12345678 

test@akimine.co.jp 

Esee 
メールを確認してください 

メール確認を完了するために、以下のリンクを
クリックしてください。お使いのブラウザがリ 

test@akimine.co.jp 
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カメラパスワード設定  セキュリティPW2 10-15 

遠隔ネット利用のネットワーク設定が登録済であることが必要です 
個別のアムスカム本体にパスワードを設定する方法 

１．「・・・」をタッチして「設定」を選択してください。 

２．  ページ下部の 「パスワード」を選択してください（ユーザー名はadminのまま変更しません）。 

３．「パスワード」設定画面にて英数字20文字以内で入力して「OK」してください。 

   正常にパスワード登録が設定になるとTOP画面に戻り「オンライン」に変わり映像確認が出来ます。 

４． 「パスワードが間違っています」がそのままの状態の場合は「・・・」の「編集」を選択しください。 

５． 「ユーザー名」は入れずに「パスワード」を選択してください。 

６． 「３．」で登録した パスワードを入力して「OK」を選択してください。正常に設定されますとTOP画面が「オンライ

ン」に変わります。複数で利用の際は「編集」から「設定したパスワード」を入力してください。 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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カメラパスワード設定  セキュリティPW2 10-16 

「パスワードが間違っています」エラーの復旧方法 
ネット回線接続状態時に2回のカメラID削除実施後、初期登録から再設定が必要になります 

１．「パスワードが間違っています」のエラーは「設定→パスワード」で登録したパスワードを間違えた場合や、登録して 

   いるパスワードを間違えた場合に表示されるエラーです。はじめに「…」を選択してください。 

２．「削除」を実施します。 

３．「削除しますか？」で「はい」を選択してください。 

４． 2回目の削除後に完全に削除されますので、再度同じ手順で削除を実施してください(5.6.7)。 

 

※  改めて登録する際には、一度、アムスカム本体に向かって付属のカードリモコンで「RESET」を押していただき、初期

登録から再設定を実施してください。 

2. 

ID:1234567890 

1. 

5. 

7. 

3. 

6. 

デバイスが削除 

されたことを 

確認してください 

 

正常にデバイス削除 

されたことを確認後 

初期登録から 

再設定してください 

ID:1234567890 

4. 
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1. 日当りのよい場所にポールを設置。 

  ポールの高さは3m～6ｍ、直径40～80㎜、厚み2.0㎜以上をごご利用ください。 

  ※ 別売り専用設置ポールもご用意しております。 

2. LEDライト＆カメラ本体 と取付専用アームを組み立ててください。 

  詳細の組み立て方法については、YouTubeに動画を アップしていますのでご参照ください。 

  YouTube の検索ワード〔 AMS-CAM9W または アムスカム 〕 

3. 組み立てたアムスカム（約7.4kg）を設置ポールにしっかりと固定してください。 

  専用の付属品やお手持ちの工具でしっかりと組み立ててください。 

  ※ ネジはしっかり締め、ポールと確実に固定してください。 

（1人では設置時に落下する危険のおそれがありますので、2人以上での設置を実施してください） 

太陽の直射日光が十分に上当たる場所へ設置してください。 
 

日陰や日光不足の場合、 本体電池の充電不足により、 
機能が停止する恐れがあります。 

取付けに関して iPhone 

ご注意ください：本製品は精密電子機械です 

 

電動工具で締める際は、回し過ぎやしめ過ぎに十分ご注意ください。 

強すぎる振動や衝撃は内部基盤の損傷や半田付けの剥離に繋がります。 

 日光が長時間あたる場所へ設置 11-1 

 ※製品設置は 南向きで長時間直射日光が5時間以上当たる場所に設置してください 
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PCソフト「EseeCloud」 ソフトダウンロード 12-1 

パソコンをご利用の方は、アンドロイドスマートフォンか iPhoneでVRcam（スマートフォン専用
アプリ）の本体の事前設定(時刻合せ・画質設定等)が必要になりますので いずれかを設定後にご利用

ください 

 

アムスカム本体は PCソフト（Windows限定）「Eseecloud（汎用版）」を利用することによりノートPCを直接 Wi-Fiで 

通信し、アムスカム本体の映像のライブ映像の閲覧・ダウンロード保存する機能があります。 

本ソフトのLiveview（ライブビュー）では アムスカム本体が撮影した 

ライブ映像の閲覧およびダウンロードをする事が可能ですが、 

お客様のご利用状況や通信環境、ご利用機種特有の要因により、 

本サービスが正常に動作しない場合があります。 

当社、WEBサイト akimine.co.jp にアクセスしていただき、アムスカムページのPC版ソフト「EseeCloud」の 
「EseeCloudSetup_ ダウンロード」をダウンロードしてください。 
 
任意のフォルダに保存していただき、Eseecloudをインストールしてください。 

手順1 「EseeCloud」ソフトのダウンロード 

http://www.akimine.co.jp 
 

「AMS-CAM9W アムスカム」  
PC版ダウンロードソフトから 

ダウンロードを実施してください。 
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PCソフト「EseeCloud」 接続方法について 12-2 

手順2 

１：アムスカム本体から約5m以内でノートPCを接続して通信を行う必要があります。 

２：ノートPCのWi-Fi選択画面でアムスカム本体固有の「IPCF●●●1234567890」を選択してください。 

３：Wi-FiのSSIDを選択すると「！このネットワークはインターネットに接続されていません！」などの 

  注意が出てきますが、これはノートPCとアムスカム本体が1対1で直接通信を行うので「接続します」を 

  選択して接続を完了してください。 

４：ノートPCのタスクバーにWi-Fiマークおよびアンテナマーク「！」が表示されます。 

５：ノートPCとWi-Fiで直接に1対1で接続出来ていれば、ノートPCのインターネットは繋がらなくなります。 

６：社内や家庭内での通信ネットワーク（インターネットに出ません）を利用するので個別の通信料金は発生し 

  ません。 

ローカル利用 アムスカム本体と「ノートPCを直接Wi-Fi接続」します 

遠隔ネット利用  手順2 
・同一ネットワーク内での Wi-Fi利用 

・インターネット網を経由した 移動通信システム・Wi-Fi 利用 

１：アムスカム本体が無線LANルーターとWi-Fi接続している状態をご確認ください。 

２：ノートPCのWi-Fi選択画面ではインターネット接続のSSIDを選択してください。 

３：アムスカム本体とノートPC間は同一ネットワーク内かインターネット経由で接続している状態です。 

  インターネット経由で接続しているのでノートPCのインターネットは利用可能です。 

４：ご利用の際、個別の通信費が発生しますので、ご注意ください。 

自宅・会社・店舗Wi-Fiなど 
2.4Ghz・5Ghz 

Wi-Fi 2.4Ghz 

Wi-Fi通信2.4Ghz,5Ghz 
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EseeCloudを起動後は、下図の画面のように、「User login」ユーザーログインが出てきますので、 

画像の通り、「admin（そのままで変更しません）、パスワード無し」でログインしてください。 

 

※「VRcam」でのIDではログイン出来ません。異なるアプリの為、互換性はありませんのでご注意ください。 

手順3 メニューとadminログイン 

PCソフト「EseeCloud」 ログインとメインメニュー 12-3 

A. ライブビュー （Live View）アムスカム撮影のリアルタイム映像 
 
B. 再生「プレイバック」（Playback） 
 
C. デバイス管理 （Device Management）アムスカムのデバイス登録 
 
D. リソース管理 （Resource Management）アムスカム映像ダウンロード 
 
E. ユーザー管理  （User Management） 
 
F. 言語（現在、日本語はありません） 

各メニュー案内 主にA・C・Dを利用します。 

そのまま「login（ログイン）」をクリックしてください 
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手順4 C.デバイス管理（Device Management）ページにてアムスカム本体を登録を行います。  

C． Device Management（デバイス管理ページ）にて アムスカム本体の登録を行います。 
 
上記左の「Add cloud ID」を選択し下記、項目を登録してください。 
 
※下図のようにネットワーク上のアムスカム本体の一覧（ルーターに接続している）が表示されますが、 
 この検索された一覧からの登録は未完了になる場合がありますのでご注意ください。 

PCソフト「EseeCloud」 アムスカム本体の登録 12-4 

・Cloud ID ：登録したいアムスカム本体の 下10桁の数字（本体ラベルに記載） 
 
・User：未ご利用 
 
・Password：スマートフォンのVRcamアプリ（スマートフォン専用アプリ）で設定した、個別 
        のカメラパスワードを入れてください 
       ※アプリIDパスワードではありませんのでご注意ください 
 
・Note：My Device 
 
・Channel：１ 
 
・Type：VRCAM 
 
・panorama：ON 

１：入力後「ADD →」をクリックすると 「Add Device Succsefly」と 
  表示され、右図のアムスカム本体の番号とフィルムアイコンが出てきま
す。 
 
２：フィルムアイコンをダブルクリックすると、A のライブビューページ 
  に移り、選択したアムスカム本体のライブビューが確認できます。 
 
３：再設定をする場合は「…」をクリックし再登録を実施してください。 
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手順５ 「EseeCloud」ソフトに関して：パノラマモード  

A．LiveView（ライブビュー）で「パノラマモード」：P4が「〇」の状態 

PCソフト「EseeCloud」 PCオリジナルモード切替 12-5 

ID：1234567890 

現在は「〇」ですので 
「パノラマモード」です 

P1,    P2,   P3,   P4,   P5,   P6,   P7,   P8,   P9 

P1：未ご利用「Setting」。 
 
P2：選択不可。 
 
P3：選択不可。 
 
P4：モード確認「Panorama Mode：パノラマモード」モードはこちらから切替えできます。 
 
P5：画面分割の選択「Slip Screen Number」：1,4,6,8,9,16,25,36,49,64分割可能で複数の 
   アムスカムをご利用の際は閲覧時の画面分割数を選択してください。 
 
P6：スクリーンショット「Screenshot」：任意のタイミングで画面上の映像を保存します。 
   クリック後、テキストをダブルクリックするか、下記の保存先 Cドライブ → Program  
   Files (x86) → EseeCloud → data → cms_screenshot  で確認できます。 
 
P7：録画「Record video」クリック後録画を開始し、再度クリック後録画を終えます。 
   保存先は Cドライブ → Program Files (x86) → EseeCloud → data → cms_record です。 
 
P8：画質選択「SwittingStream」：SD（スタンダード）かHD（ハイグレード）で選択可能です。 
 
P9：全画面「Fullscreen」：PCの全画面に映像が表示されます。キーボードの「Esc」で戻ります。 

パノラマモード 
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PCソフト「EseeCloud」 ライブビューモード切替 12-6 

ID：1234567890 

現在は「□」ですので 
「Exitオールスクリーンモード」です 

P1,    P2,   P3,   P4,   P5,   P6,   P7,   P8,    P9 

P1：未ご利用「Setting」。 
 
P2：クルーズモード「Cruise」撮影画面全体を巡回している映像ビューになります。 
 
P3：取付モード「Installation Mode」天井設定は360°回転し、壁設定は回転しません。 
 
P4：モード確認「Panorama Mode」。 
 
P5：画面表示選択「display mode」他の画像ビューを選択できます。 
 
P6：スクリーンショット「Screenshot」：任意のタイミングで画面上の映像を保存します。 
   クリック後、テキストをダブルクリックするか、下記の保存先 Cドライブ → Program  
   Files (x86) → EseeCloud → data → cms_screenshot  で確認できます。 
 
P7：録画「Record video」クリック後録画を開始し、再度クリック後録画を終えます。 
   保存先は Cドライブ → Program Files (x86) → EseeCloud → data → cms_record です。 
 
P8：選択不可 
 
P9：全画面「Fullscreen」：PCの全画面に映像が表示されます。キーボードの「Esc」にて戻ります。 

手順６ 「EseeCloud」ソフトに関して：ライブモード  

A．LiveView（ライブビュー）で「ライブモード＝Exitオールスクリーンモード」：P4が「□」の状態 
 

ライブモード 

58 

A   B     C      D       E       F 



 
 
 
Ｄの Resource Management（リソース管理ページ）にて アムスカム本体の映像をダウンロードします。 
 
１：はじめに右側タブを選択（1-1）します。Record（カメラ撮影映像）、localSnapshot（カメラ撮影画像） 
  各タブにて対象のアムスカム本体を選択(1-2)してください。 
 
２：下記のカレンダーにて、ダウンロード保存したい月日を選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３：対象の日付けを選択して「Search」すると映像リストが上記のように表示されます。 
  ※なお１つの映像は30秒～5分程度の映像が多くなっており、撮影画像の容量により変動します。 
  ※動きがない映像よりも動きのある映像のほうが容量が大きくなり撮影時間に変化があります。 
 
４：ダウンロードしたい映像の日時のチェックボックスを選択します。 
 
５：選択後は緑のラインがダウンロード状況を表示します。ダウンロード完了後は「  」から「   」に 
  変わりクリックすることにより、保存されているフォルダへアクセスし映像ファイルが保管されております。 
  保存した日時の映像ファイルをダブルクリックすることにより再生できます。 

手順7 「Resource Management：リソース管理」にて映像ダウンロード 

VLC Player 

PCソフト「EseeCloud」 録画ダウンロードと再生ソフト 12-7 

映像の再生は当社では VLC（無料の映像プレイヤー）を推奨しております。 
https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html 

ID：1234567890 

1-1 

1-2 

２ 

3 

4 5 

映像形式はAudio Video Interleave（.avi）です 

リソース管理ページ 
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故障かな？と思ったら 

現 象 考えられる原因 処  置 

点灯しない 

長期間の悪天候による影響で 

日照時間が少ない為、充電不足の為。 

補助電力供給として 付属の 

ACアダプターをご利用し充電してください。 

太陽光パネルの設置場所が十分な 

日照時間が得られず充電不足の為。 

太陽光パネルの設置の位置を変更し直射日光が 

十分に日が当たる場所へ設置し直してください。 
 

点灯時間が短い 

カードリモコンの誤設定。 

リモコン設定が（４ｈ）（５ｈ）（６ｈ）（8ｈ）に 

設定している場合は、リモコン設定を 

（AUTOMATIC）に変更してくだい。 

内蔵バッテリーの残量が少ない。 

充電不足（長期間の悪天候の影響）の場合は、 

補助電力供給として、付属のＡＣアダプターを 

ご利用して充電してください。 

太陽光パネルの設置場所による発電量不足の場合は、 

太陽光パネルの設置の位置を変更し直射日光が 

十分に日が当たる場所へ設置し直してください。 

落ち葉、粉塵、泥等が付着している場合は 

太陽光パネル面を清掃してください。 

内蔵バッテリーの故障 

（接触不良、電池の老朽化等） 

LEDライト＆カメラ本体を取り外し、 

お客様相談窓口へ相談してください。 

映像の録画ができない 

ケーブルの接触 接続コネクターを再度付け直してください。 

大容量メモリーの故障 
LEDライト＆カメラ本体の電源を取り外し、 

お客様相談窓口へ相談してください。 
 

お客様相談窓口へご連絡ください 電池の故障 
（接触不良、電池の老朽化等） 

Wi-Fiに接続できない ルーターIDのパスワードの変更 

スマートフォンやPCでWi-Fiルーターと 
接続できるか確認してください。 

LEDライト＆カメラ本体とWi-Fiルーターの距離 
（送受信可能距離：約5m以内）を確認してください。 

LEDライト＆カメラ本体がリセット（初期化）した場合は 
再度、初期設定をしてください。 

ご確認ください 13 
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保証について 

製 品 保 証 書 購入製品のメモリサイズを丸で囲みください 

AMS-CAM9W [ 16GB ・ 32GB ・ 64G ・ 128G ] 

お客様 

 お名前   

 ご住所   

 お買上げ日      年    月    日 保証期間 ご購入日より2年間有効 

製品番号（ S/N ）   IPCF 

販 売 店 情 報 

※本ページの余白に必ず領収書および受領書等を貼り付けてください 

  

暁峰株式会社  akimine.co.jp 

〒344-0036 埼玉県春日部市下大増新田416-2  TEL：048-812-4321 FAX：048-812-4324 

※お客様相談窓口は、年末年始を除く当社規定の営業時間内（9：00～18：00）に限ります 

お客様相談窓口 ・ 製品製造元 

「アムスカム」 

【 保証規定 】 

1.  正常なご利用状態で保証期間内に製品が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。 

  本書記載の修理対応の種別をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書の提示・提出をお願い致します。 

 （本書は再発行出来ませんので、大切に保管してください） 

     ① 出張修理：出張修理担当者が訪問した際に提示        ② 持込修理：持参した製品の修理依頼の際に提示 

     ③ 引取修理：製品の引取時に指定業者へ提示 

２. お客様のご要望により出張修理または引取修理を行う場合は、別途料金を申し受けます。 

３. 保証期間内の故障でも次の場合は有料となります。 

     ① 本書のご提示がない場合 

   ② 本書にお買上日および販売店の記載が無い場合、または本書の記載を書き換えた場合。 

   ③ 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理を依頼された場合。 

     ④ ご利用上の誤り（取扱説明書等の注意書きに従った正常なご利用をしなかった場合を含む）による故障・損傷。 

     ⑤ 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷。 

     ⑥ お買上後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷。 

     ⑦ 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障・損傷。 

     ⑧ 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部品の交換。 

４. 故障状況や その他の事情により修理対応に代えて、製品交換する場合がありますのでご了承ください。 

５. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、はじめにご購入された製品の保証期間が適用されます。 

６. 故障によりお買上の製品をご利用出来なかったことによる損害については補償いたしません。 

７. 故障の際、または修理・交換により録画内容が消失等する場合がありますが、録画内容についての補償はいたしません。 

８. 本書は日本国内のみ有効です（This warranty is valid only in Japan.）。 

 ※ 本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 

 ※ 保証期間後の修理については、アフターサービスの項目をご覧ください。 

  保管してください 14 
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アフターサービス 

アキミネ 

暁峰株式会社 

お客様相談窓口 

〒３４４－００３６ 
埼玉県春日部市下大増新田４１６－２ 
http://www.akimine.co.jp 
 
      Eメール：info@akimine.co.jp 
    FAX：048-812-4324 
 
 

下記内容をお知らせください 

１．製品名：AMS-CAM9W 

２．製造番号：IPCF 

３．本取扱説明書兼保証書とレシート・領収書の有無 

４．製品の具体的な不具合や ご不明な点に関して 

５．不具合発生時期 

６．現在の製品の状態（異音や匂い等） 

７．設置場所について 

８．不具合が発生した想定される原因に関して 

※お客様の希望と製品の症状を総合的に判断して修理等のご案内をさせていただきます 

お客様相談窓口は、年末年始を除く当社規定の営業時間内（9：00～18：00）に限ります 
なお、お問合せはサポート記録の残るFAX・Eメールでの対応に限ります 

  お客様窓口 15 

62 


