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各部分の名称とLED表示 IndoorCam 2K Pan & Tilt

IndoorCam 2K
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デバイスの追加02

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufy Securityアプリをインストールしてください。

他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。
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Eufy Securityアプリのインストール

Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、
Google LLC.の商標または登録商標です。

AppleおよびAppleのロゴは米国および
他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



デバイスの追加02

デバイスタブを開き、「デバイスを追加」を

タップしてください

ご使用のモデルを選択してください
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デバイスの追加02

カメラの電源をオンにしてください カメラの底面にあるQRコードを読み取ってください
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デバイスの追加に成功すると、以下の

画面が表示されます

デバイスの追加02

QRコードが読み取れない場合は、カメラ底面に

あるセットアップコードを入力してください

SYNC / SETUPボタンを約2秒間長押しし、

LEDインジケーターが青くなるのを確認してください
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設定したいカメラの　 をタップしてください
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名前 ｜ カメラの名前を変更

ウォーターマーク ｜ 録画時に画面上部に表示される
　　　　　　　　　ウォーターマークの設定

首振り設定 ｜ カメラの首振りの調整や回転速度設定

カメラオン ｜ カメラの電源のオンオフ設定

LEDインジケーター ｜ カメラのLEDインジケーターの
　　　　　　　　　　オンオフ設定

自動夜間モード ｜ 暗い場所でも映像の視聴や録画を
　　　　　　　　 可能にする夜間モードへの
　　　　　　　　 自動切り替え設定

カメラ設定03



09

動作検知 ｜ カメラの動作検知に関する設定を行います 動作検知 ｜ 動作検知のON/OFFの切替を行います

動作検知ゾーン ｜ カメラが動作を検知する領域について設定を行います

感度 ｜ 動体検知の感度の設定を行います

モーショントラッキング ｜ 動体を首振りして追跡する、モーショントラッキングの
　　　　　　　　　　　ON/OFFの切替を行います(Pan & Tiltモデルのみ対応)

カメラ設定03 動作検知の設定
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音声検知 ｜ 音声検知の設定を行います 音声検知｜ 音声検知のON/OFFの切替を行います

感度 ｜ 音声検知の感度設定を行います

カメラ設定03 音声検知の設定
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呼びかけボイス ｜ 呼びかけボイスの設定を行います 呼びかけボイス ｜ 呼びかけボイスのON/OFFの切替を行います

動作検知ゾーン ｜ 動作を検知したい領域の設定を行います

自動応答 ｜ 呼びかけボイスの自動応答に関する設定を行います

カメラ設定03 呼びかけボイスの設定



・赤色の録音ボタンを長押しし、音声を録音してください

・音声は3秒から10秒の間になるようにしてください

・録音の終了後は保存ボタンをタップしてください

・録音に失敗した場合はリセットボタンをタップし、
再度録音を行ってください

使用する自動応答の
選択を行います 作成済みの自動応答の

名称の変更・削除を行います

自動応答の音声の作成を行います
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カメラ設定03 呼びかけボイスの設定



連続録画のON/OFFの切替を行います
常時録画またはスケジュール録画を選択します
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連続録画 ｜ 連続録画の設定を行います

カメラ設定03 連続録画の設定
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画質 ｜ 画質の設定を行います ストリーミング画質 ｜ ストリーミング時の動画の画質の設定を行います

録画画質 ｜ 録画時の動画の画質の設定を行います

カメラ設定03 画質の設定
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音声設定 ｜ 音声の設定を行います マイク ｜ カメラのマイクのON/OFFの切替を行います

録音 ｜ 録画時の録音のON/OFFの切替を行います

スピーカー ｜ カメラのスピーカーのON/OFFの切替と、
　　　　　　 音量の設定を行います

カメラ設定03 音声の設定



カメラがどの動作・音を検知した際に、
通知を行うか選択してください

前回通知を行ってから、次の通知を
行うまでの間隔を選択してください

どのタイプの通知を行うか選択してください
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通知 ｜ 通知の設定を行います

カメラ設定03 通知の設定

通知



microSD (ローカルストレージ) とNASに対応しています。
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ストレージ ｜ ストレージの設定を行います

カメラ設定03 ストレージの設定



カメラを天井に取りつける際など、映像の上下を反対に
したい場合は画像を180°回転するをONにしてください
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カメラ設定03
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デバイスを家族や友人などと共有したい場合は
メンバーを追加するボタンをタップしてください

カメラ設定03 デバイスの共有設定



共有相手のメールアドレスを入力してください共有相手に付与する権限を選択してください 共有するデバイスを選択してください
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カメラ設定03 デバイスの共有設定
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録画 ｜ ストリーミング中の映像を録画します

スクリーンショット ｜ ストリーミング中の映像をスクリーンショットします

話す ｜ ボタンを押しながら話すことで、カメラを通じて話しかけられます

全周囲監視 ｜ 360°自動で回転し、周囲を監視します

サウンド ｜ カメラ側のマイクのON/OFFを切り替えます

イベント ｜ イベントのページに移ります

自動夜間モード ｜ 周囲が暗くなった際に、自動で夜間モードに切り替えます

アラーム ｜ カメラから警告音を鳴らします

トラッキング ｜ 動体を検知した際に、カメラがその動きを首振りで追跡します

調整 ｜ 首振りの自動調整を行います

ライブストリーミング中の操作04
ストリーミング中のコマンド

再生ボタンをクリックすると

ライブストリーミングが開始されます



イベントタブから録画された映像を確認できます フィルターをかけてイベントを検索できます
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イベントの検索05



在宅

外出

警戒解除(全ての検知と通知を無効化)

スケジュール

カスタマイズ
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セキュリティモードの設定06

動作を検知した際に行いたいアクション
 (録画・通知・アラーム) に応じて以下の
モードから選択します。

各モードのアクションを変更可能です

セキュリティタブを開いてください



スケジュールを追加するには
+ボタンをタップしてください

設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えます
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スケジュールセキュリティモードの設定06



セキュリティモードの名前を入力、アイコンを選択、
検知・通知設定を行い、任意のセキュリティモードを
作成してください
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カスタマイズセキュリティモードの設定06



 


