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工艺：钉装                
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变更履历：
                    1. 来料必须把多余的残余物料给扣除再送货，
                         后续IQC将按照这条规定作为检验的标准之一,悉知！

                    2页数由48P缩减为36P   20220705

                    3.修改报警持续时间 20220721

爱培科产品包装图纸

黑白印刷

含水率≤12%

Baby Monitor
（S6-M)

Monitor
Adapter
(5V 2A)

Camera
 Adapter
(5V 1A)

Monitor Micro-USB
 Power Cable

(1500 + 20mm)

Camera Micro-USB 
Power Cable

(2600 + 20mm)

Mounting 
Screws Pack

Manual

Baby Camera
（S6-C）

Wall Mount

Volume -/+Keys   

Navigation Buttons

Return to previous level of menu/talk button：
1）Short press the【return menu / talk intercom】button in the menu bar and 
      return to the superior menu.
2）Any interface, long press【return to the last menu/ Talk intercom】 button to
      achieve voice intercom.
Power Button： Long press for 3 seconds to power on / off, short press to switch  
 on / off the monitor screen

Menu Button:   

OK Key：   

1) Short press the【Menu】to pop up the menu.
2) Short press the【Menu】to close the menu and return to the home page.  

1) Click the 【OK】 button to enter the Camera Setting in the disconnected interface.
2) For function selection, press the 【OK】 key to confirm the selection.
3) In multi-screen display, long press the 【OK】 key to select the monitoring screen.

Monitor Charging Method Switch keys zoom 1.5X、2X and zoom off

Monitor LED Indicator（ Red: In Charging   Green: Full Power）

 Monitor Micro USB Port

Microphone

  Support Stand 

Reset Button

Speaker

Display Screen Please fully charge the Monitor before using. Charging method：

1. Connect one end of the Micro USB (1.5m) cable to the Baby Monitor,and the  
     other end to the power adapter (5 V 2A).
2. Plug the adapter into a power outlet.

Camera Power Supply Method
1) Connect one end of the Micro USB (2.6m) cable to the camera, and the other
     end to the power adapter (5 V 1A).
2）Plug the adapter into a power outlet.

After powering the Camera and fully charging the Monitor, you can enjoy the 
video baby monitor.

Install Camera( wall mount & corner mount)
1） Determine the installation position.
2） Put the upper wall bracket on the mounting position and mark the screw hole 
      with a pencil.
3） Drill the hole Ø6.0 mm on the wall, then insert the expansion nail into the hole.
4） Screw through the mounting hole of the upper wall bracket and screw into 
      the expansion nail.
5） Align the Camera on the upper wall bracket, push forward and hold the Camera.

Note: Please make sure the Camera is properly installed and secured. 

Winding the USB cable

Add Camera to the Baby Monitor 

Baby Monitor and Baby Camera are paired out of the box. Please refer to the 
following steps when adding additional Baby Cameras or after resetting a Baby Camera:
Please make sure the Baby Monitor and the Baby Camera matches the same version.
1) Press the【MENU】button to open the menu, select Camera Setting →Camera 
     Pairing， press 【OK】to add Camera.
2) Press the pair button on the back of the Camera for seconds until you hear the 
     ticking prompt.

Note: If you restore the initial plant settings, press the OK button in the 
"Please add a camera" interface to add Camera.

After the Monitor and Camera are successfully 
connected, please do not place the Camera and 
Monitor too close, otherwise it may cause howling.

Display Mode of  Screen

When you add more than two Baby Cameras, you can manually and automatically 
switch screen, or you can display multiple screens at the same time.

1. Manual switching: Long press the 【OK 】button, the screen will be switched to the 
     next screen. The icon of the camera you select will display.
2. Automatic switching (Muti-Camera Cycling): select “Camera Setting”→ “Display 
     Mode”→ “Muti-Camera Cycling /          ” option. The screen cycles through the list 
     of connected Baby Cameras according to pre-set intervals.

3. Display muti-cameras at the same time: select "camera setting "→"display mode"
     →"full screen /          ", "two screens /          ","three screens /          ", " four screens 
     /          " option, it can display multiple cameras video at the  same time.

Camera Installation Methods

Installation Method 1 :

Installation Method 2 :

1 2
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Full Screen 
This mode allows you to see one camera in full-screen view. 

2 3 4 5 6 7  8 9

Box Contents Monitor Features

Camera Features
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step 1 step 2

step 1 step 2

step 3

step 3 step 4

Push forward

Adhesive tape
The adhesive tape can be affixed to 
the left or right side.

EN EN EN EN EN EN EN EN

Multi-screen display
Multi-screen mode allows to view up with 2-screen, 3-screen and 4-screen. And you 
can operate the camera which its screen around with blue lines, pan/tilt/zoom and
 "talk to baby ". The audio you hear on the monitor comes from this camera. To 
switch to another paired Camera, long press the【OK 】button for two seconds.

Press the 【MENU】 button on the Monitor to display the functional interface, as shown 
below:

Monitor Menu Settings & Icons Description
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1. Menu settings
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ABOUT US

封底 封面

封二

HD Video Wireless Baby Monitor

Model：S6

取扱説明書
USER MANUAL

KAWA is one of the global leaders in the design, development, supply chain and 
production of smart hardware. Based on our advantages in machine vision and deep 
learning algorithm, we aim to create advanced products for people around the world 
by constant technological innovations.                                                                                                                                                                                                   
KAWA is creating a safe and convenient environment by smart technology that will 
simplify the smart-home experience and make the life style more relaxed, 
comfortable and pleasant.

KAWAは、スマートハードウェアの設計・開発から、革新的で高品質な製品の供給までを行う

グローバルリーダーの1つです。私たちの技術の核であるマシンビジョンと深層学習のアルゴ
リズムをベースに、常に技術革新を行うことで、世界中の人々の生活に役立つ先進的な製品
を生み出すことを目指しています。KAWAは、スマートホーム体験を簡素化し、人々をよりリラ
ックスさせ、快適で楽しいものにするスマートテクノロジーによって、安全で便利な環境を創
造しています。

マルチ画面表示
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モニター機能、アイコンなどの説明

1. 機能

VOXモード          ベビーモニターVOXモードを開くように設定できます。 ベビーモニター画
面がオフのときに、ノイズがプリセットレベルを超えていることを検出すると、モニターの音
声信号が開始され、画面が自動的にオンになります。

モニターのメニューボタンを押す、機能インターフェース画面、下図のように

音声警報           特定のノイズレベルが検出されたときに警告するようにベビーモニターを
設定できます。
注：周囲のノイズにより、誤警報が発生する場合があります。

子守唄           子供を眠らせるために使用されます。ララバイを選択します。音量ボタンを押
すと音量を調節できます。
注：子守唄の機能は使用時に、アラーム機能は自動的に無効になります。
警告：子守唄の音が子供の泣き声を覆い隠す可能性があります。

モニターホワイトノイズ           大人の眠りを助けるのに使います。必要なホワイトノイズを
選択します、音量ボタンを押すことで音量を調節できます。

オフ、1H、1.5H、2H、2.5H、3H、3.5H、4Hおよびカスタムオプションが利用可能です。 説明：
1.オフは、タイミングリマインダー機能がオフであることを意味します。
2. 1H、1.5H、2H、2.5H、3H、3.5H、4Hは、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4時間後にリマインダータ
     イミング機能を設定することを意味します。（たとえば、ラベルは御飯時間だを選択し、
     タイミングは3Hです。これは、アラームが3時間後に飲食時するように通知することを
      意味します)
3. カスタム：ユーザーが設定する必要のある時間に応じてアラーム時間を設定できること
     を意味します。

 飲食時、おむつ交換、その他

高温警報          温度が設定値を超えると、ディスプレイにアラームが鳴ります。
注：設定された高温アラーム値は、設定された低温アラーム値よりも高くなければなり
ません。

低温警報          温度が設定値より低くなると、ディスプレイにアラームが鳴ります。
注：設定された低温アラーム値は、設定された高温アラーム値よりも低くする必要があります。

アラーム持続時間         アラーム持続時間：5、10、20、30秒を設定できます。デフォルトは
「10秒」です。有効にすると、設定した時間に合わせて放送を続けます。

アラーム音量          1～3レベルの音量を選択できます。デフォルトは「2レベル」です。
注：モニターが1つ以上のカメラとペアリングされている場合は、アラーム音声を設定する
と1つ以上のカメラがすべて機能があります。

重点的に説明する：毎回アラームの間隔は5秒です。 5秒以内に再度アラーム状態が発生
しても、この時間内にアラームが繰り返されることはありません。

アラーム値          1～5のアラーム値設定できます。
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警告の説明 

窒息の危険性：電線は子供にとって危険です。電線を子供の手を

届かないところに置いてください（3フィート（0.9m）以上離れている）。

認定の説明

31 JP

メーカー： KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
メールアドレス： support@kawa-in.com
ウエブサイト： www.kawa-in.com
住  所 ： FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG 
                LEE ST CHAI WAN HONG KONG 

保証期間：12ヶ月

210-160046R210-160055R S6-C：S6-M:

信号強度

ベビーモニター
充電中

カメラが設置されてい
る部屋の温度です

モニターはホワイトノイズ
を连続再生します

モニターはホワイトノイズ
をリピート再生します

現在設定
されている時間

ベビーモニター
の電量状態

カメラが配置されている
部屋の音量レベル

アラームがトリガ
ーされます

VOXモードが
有効になりました

カメラは子守唄
を連続再生しています

カメラは子守唄をリピ
ート再生しています

夜間モード

ベビーモニターがカメラに
正常に接続されました

マルチカメラサイクリ
ングモードで画面を見る

カメラ接続          1. カメラを追加(注：ベビーモニターには、最大4台のカメラを追加できます。)  
2. カメラを削除

夜間モード          自動およびクローズを選択する

自動に設定すると、カメラは周囲の光に応じて昼と夜のモードを自動的に切り替えます。
注：夜間モードがオフに設定されている場合、夜間に照明がない環境では、モニターが画面
       をはっきりと見ることができない場合があります。

システム時間           モニターシステム時間を設定。

画面の明るさ           画面の明るさを設定します。

画面を自動的にオフ         オフ、1分、3分、5分を選択。機能を使用後、画面は1分、3分、5分で自
動的にオフになります。[オフ]を選択すると、画面は自動的にオフになりません。l

温度単位         温度単位：℃および℉を選択。 好きな温度単位を選択します。
フラッシュ調整         ベビーモニターの画面がちらつく場合は、別の光源モードに切り替えてく
ださい。照明源周波数：50Hz、60Hz選択する適切な光源周波数を選択してください。

リセット          すべて設定をリセットになります。

バージョン情報           モニターのバージョン番号、カメラのバージョン番号、モニターのSN番
号、カメラのSN番号を表示します。

言語設定         モニターの言語を設定。

表示モード           表示モード：全画面、2分割画面、3分割画面、4分割画面、
マルチカメラサイクリング
注：複数のカメラが接続され、マルチカメラサイクリングに設定されている場合、モニターは、
事前設定された期間に従って、接続されたベビーカメラにケア画面を表示します。
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2.アイコンの説明

JPJP

2分割、3分割、および4分割の画面モードでは、一度に最大4台のカメラを表示できます。 
青い枠のカメラ画面は現在にカメラ画面です。水平/垂直/ズームして「子供と話す」ことが
でき。モニターで聞こえる音声はこのカメラから聞こえます。 ペアリングされている別のカ
メラに切り替えるには、[OK]キーを2秒間長押しして切り替えます。

KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED All rights reserved. KAWA LOGO are KAWA 
ELECTRONICS COMPANY LIMITED trademarks in the United States, Japan, Europe, the 
United Kingdom, China and other countries/regions. All other trademarks are the 
property of their respective owners.
Note : Illustrations of the product , accessories , and user interface in the user manual 
are for reference purposes only . The actual product and functions may vary due to 
product enhancements.

KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED 説明など解釈権を持っていますreserved. KAWA 
LOGOは、米国、日本、ヨーロッパ、イギリス、中国およびその他の国.地域におけるKAWA 
ELECTRONICS COMPANY LIMITEDの商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有
者に帰属します。
ご注意：取扱説明書中に製品、付属品、インターフェイスなどのイラストは全て概略図で、ご参
考ください。製品の更新とアップグレードのため、製品の実物と見本は少し違っているかもし
れません。掲示された画像はご参考までに。

KAWAのお客様へ：

You Will Get
1. 保証期間が1年延長されたサービス。
2. KAWA製品を再度購入すると、10％割引（10％オフ）クーポン
     券が受けられます。

お問い合わせください： support@kawa-in.com

保証期間を延長

KAWAの信頼とご支援に心よりご感謝申し上げます！

会社の製品とサービスの品質を継続的に改善し、良い製品とサービ

スを提供するために、心からの挨拶を送りながら、お客様は時間を空

いてますときに「製品体験のフィードバック」をテーマにしたメッセージ

を送ってください。貴重なコメントや意見を書いてください。また、購入

の注文番号も書いてください。

10%

Dear KAWA Customer，

You Will Get
1. An extension of the warranty by one year.
2. 10％ off coupon for purchase of any new KAWA products.

Please contact: support@kawa-in.com

To extend the warranty

Thank you for your trust in KAWA! In order to continuously 

improve the quality of our products and services and provide 

you with better products and services, please send us an 

email with the theme of "Product Experience Feedback", 

leaving your valuable comments and suggestions and 

including your purchase order number.

10%
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ベビーモニター
（S6-M）

モニターアダプター
（5V 2A））

カメラアダプター
（5V 1A）

USBケーブルモニター用
（1500±20mm）

USBケーブルカメラ用 
(2600±20mm)

取付ネジパック説明書 

ベビーカメラ
（S6-C）

ウォール
ブラケット

音量-　音量＋ 

方向ボタン

前のレベルに戻る/トークボタン
１）メニューに［前のレベルに戻る/トークを話す］ボタンを短く押すと、前のメニューに
      戻ります。
２）どの画面でも、［前のレベルに戻る/トークを話す］ボタンを長押しすると、音声トー
      クができます。
電源スイッチ: 3秒間長押しするとオン/オフになり、短押しすると画面のオンとオフが
切り替わります。

メニューボタン:   

OKボタン:   

1)[メニュー]ボタンを短く押すと。
2) メニューインターフェイスで、[メニュー]ボタンを短く押してメニューインターフェイス
を閉じ、メインインターフェイスに戻ります。 

ボックス内容

1) 「カメラが追加されていません」インターフェースで、「OK」を押して「カメラ管理」
     インターフェースに入ります。
2) 機能選択では、【OK】ボタンを短く押して選択を確定します。
3) 複数の監視画面で【OK】ボタンを長押しして監視画面を選択します。

広角レンズ

環境光センサ

カメラアンテナ

温度センサー

カメラ接続ボタン

マイクロフォン

カメラ電源LEDステータスインジケーター

スピーカー

カメラUSBポート

モニター充電方法

モニター機能

カメラ機能

切り替えキー：ズーム1.5倍、2倍、ズームオフ
モニターLEDインジケーター  （ 赤い：充電中       緑：完全に充電されています ）

Micro USB口

マイクロフォン

 ブラケット 

リセットボタン

スピーカー

表示画面 使用前にモニターを完全に充電してください。 充電方法：
1. モニター用 USBケーブルの一端をカメラに接続し、もう一端を電源充電器（5V 2A）
     に接続します。
2. 充電器を電源コンセントに差し込みます。

カメラ電源供給方法
1) カメラ用ケーブルの一端をベビーモニターに接続し、もう一端を電源充電器（5V １A）に
     接続します。
2）充電器を電源コンセントに差し込みます。
モニターを完全に充電し、カメラに電力を供給すると、製品を使用できるようになります。

カメラの取り付け（壁に）
1） 取り付け所を確認する。
2） ブラケットを取る取り付け所に置く、鉛筆でネジ穴に印を付けます。
3） 壁に6.0mmの穴を開け、拡張釘をその穴に挿入します。
4） 壁ブラケットの取り付け穴にネジを通し、拡張釘をねじ込みます。
5） カメラの位置を合わせて上部の壁ブラケットのバックルに置き、前方に押してカメラを
     バックルします。

ご注意：カメラが正しく取り付けられ、しっかりと固定されていることを確認してください。

ベビーモニターとベビーカメラは箱から出してす使用できます。カメラを追加するか、出荷
の設定に戻した後は、次の手順を参照してください:
ベビーモニターのバージョンがベビーカメラのバージョンと一致していることを確認してく
ださい。
1) メニューボタンを押してメニューインターフェースを開き、「カメラ管理」→
     「カメラマッチング」 を選択し、[OK]ボタンを押してカメラを追加します。
2) 「ビー」のビープ音が聞こえるまで、カメラの背面にあるペアリングボタンを1秒間押し続けます。

カメラの取り付け

ベビーモニターにカメラを追加
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取り付け方法1 :

1

 USBケーブルを巻く

取り付け方法2 ：

前へ押す

1

2

2

3

3 4

テープ
粘着テープは左右どちらにも貼れます。
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2. Small icons description

Wireless signal 
strength

Baby Monitor
is charging

Current battery power 
status of monitor

Baby Monitor 
has successfully 

connected to Camera

It is cycling through the 
Cameras screens, 

and currently cycling 
to Camera3

The temperature of the room 
where the camera is located

Acoustic alarm
 is triggered

Currently set time

VOX mode is on

Camera is playing 
a single lullaby 

The monitor is playing 
one kind of white noise

The monitor is playing all 
white noise circularly

Camera is 
cycling lullabies

Night Vision 
Mode is enabled

The volume level 
of the room where

 the camera is located

Certification

This device complies with the radio interference requirements of the 
European Community.

Declaration Of Conformity

Please use the standard AC Power Chargers and Micro USB Charging Cables.Do not 
use the device in an environment where the temperature is too high or too low, and 
do not expose the device to strong sunlight or an environment that is too humid. 
The suitable ambient temperature for S6-M and accessories is -20°C  to  +45°C.
The suitable ambient temperature for S6-C and accessories is -20°C  to  +40°C.
When charging, please place the device in a well-ventilated environment with 
normal room temperature. It is recommended to charge the device within the 
temperature range of 0°C~45°C.    

This product is designed and manufactured with high quality materials 
and components, which can be recycled and reused. 

                    This symbol means the product must not be discarded as household waste, 
                    and should be delivered to an appropriate collection facility or recycling. 
                    for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, 
human health and the environment. For more information on disposal and recycling 
of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where 
you bought this product.

VOX Mode           When you turn on the VOX mode, the screen will be turned on 
automatically if the noise is detected above your pre-set level.

Sound Alert           You can set the Baby Monitor to alert you when a specific noise 
level is detected.
Note: Surrounding noise might set off false alarm.

Camera Lullaby            Comfort baby. Select your desired lullaby song. You can 
adjust the volume by pressing the "-/+" volume button.

Note:  Alert is automatically disabled after enabling the lullaby function.

Warning: The sound of lullabies may mask the baby's cry.

Off, 1H, 1.5H, 2H, 2.5H, 3H, 3.5H, 4H and custom are optional. 
Description:
1. "Off" indicates that the clock reminder is turned off.
2. "1H, 1.5H, 2H, 2.5H, 3H, 3.5H, 4H" means that the monitor will alarm you after 1, 
     1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 hours. (e.g. When you choose "Feeding" -> "3H", means that 
     the alarm clock will remind you to feed after 3 hours)
3. Custom: You can set the clock according to the time you need.

Camera Pairing          1.Add Camera （Note: You can add up to 4 cameras per baby 
monitor.） 2.Delete Camera 

Night Vision Mode          Automatic and close are optional. When set to "Auto", camera 
automatically switches the screen color according to the light condition in the room. 
Note: If the night vision mode is set to "Close", the Monitor will stick to daylight screen 
color and will not change when the surrounding environment is getting dark.

Time Setting           Set the monitor system time.
Brightness           Set the screen brightness.
Sleep Mode           Off, 1min, 3min and 5min are optional. Enable to automatically 

Temperature Unit           ℃ and ℉ are optional. Select the desired temperature unit.

Anti-Screen Flicker          If the baby monitor's screen is flickering,change to the 
other Anti-Screen Flicker mode. Illumination source frequency: 50Hz and 60Hz 
optional. Please select the appropriate frequency of the lighting source.
Default Settings           Reset all options to their default setting.
Version Information           Display Monitor version number, Camera version number, 
Monitor SN number, Camera SN number.

turn off the screen after 1min, 3min or 5min. If you select "Off", the screen won't 
sleep automatically.
Language Setting           Set the monitor display language.

Display Mode           Full screen, two split-screen, three split-screen, quad 
split-screen and cycle cameras.
Note: When multiple cameras are connected and set to "cycle cameras", the monitor 
will cycle through the list of connected baby monitors according to the pre-set interval.

Feeding、Diaper Changing、Other

High Temp Alert           When the temperature is higher than the value you set, the 
monitor will alert.
Note: The high temperature alert you set must be higher than the low temperature 
alert you set.
Low Temp Alert           When the temperature is lower than the value you set, the 
monitor will alert.
Note: The low temperature alert you set must be lower than the high temperature 
alert you set.
Alert Duration          � Secs, �� Secs, �� Secs and �� Secs are optional. "�� Secs" by 
default. The monitor will alert continuously according to the alert duration you set.
Alert Volume            1-3 volume are optional, "2" by default.
Note: When the Monitor paired more Cameras, if you set volume 1 which means all 
paired cameras are volume 1.
Key Note：The interval duration between each sound alarm is 5 seconds. It will not 
alert during this interval even there is alert trigger condition.

Alert Threshold          1-5 thresholds are optional.

Monitor white noise           Help parent to sleep. Select your desired white noise. You 
can adjust the volume by pressing the "-/+" volume button.

Warning Explain 

STRANGULATION HAZARD: Cords can strangle children.Keep cords 
out of the reach of  children (more than 3ft (0.9m) away).  
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NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device 
complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure Warning Statements:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with 
minimum distance 20cm between the radiator & body.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with 
Innovation, Science and Economic Development \Canada’s licence-exempt RSS(s). 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause 
      undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
       est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. This equipment shall be installed and operated with minimum 
distance 20cm between the radiator & body. Cet équipement est conforme aux 
limites d'exposition IC définies pour un environnement non contrôlé. 
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm 
entre le radiateur et la carrosserie.

Manufacturer: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Email: support@kawa-in.com

Web: www.kawa-in.com

Address: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG 

                    LEE ST CHAI WAN HONG KONG 
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Warranty:12-month limited warranty

Hereby, KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED declares that the radio equipment 
type  Baby Monitors S6 is in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of 
the EU declaration of conformity is available at the following internet address: 
www.kawa-in.com

Caution:
For Adapter: Shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
For Battery: Risk of explosion battery is replaced by an incorrect type, dispose of 
used batteries according to the instructions. To prevent possible hearing damage, 
do not listen at high volume levels for long periods.

The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0 or higher 
and that the connection to a power USB is prohibited.

Only can use the adapter as below:
S6-M: Rated Input & Output: AC100V-240V, 50/60Hz, 200mA, DC5.0V, 2A.
S6-C: Rated Input & Output: AC100V-240V, 50/60Hz, 200mA, DC5.0V, 1A.

Manufacturer: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
Model Name: Baby Monitor S6
The plug could be disconnected from adapter.  

Operating Frequency Range: 2400 ‒ 2483.5MHz
Transmit Output Power: 21 (+1/-2) dBm @ Maximum Power Setting

FCC ID: 2AZWZ-S6M
FCC ID: 2AZWZ-S6C

IC: 27280-S6M 
IC: 27280-S6C

FCC Statement

Radio Frequency Exposure Statement for IC:

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

注： リセットに戻す場合は、[カメラを追加してください]インターフェイスで[OK]を押してカ

        メラを追加します。
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モニターとカメラを接続が成功したら、モニターとカメラは
近距離の使用を避ける。そうでないと、大きな騒音を引き起
こす可能性があります。
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画面表示モード

3. 同時表示：「カメラ管理」→「表示モード」→[全画面] /           、[2分割画面] /            、 [3分

     割画面] /          、[4分割画面 ] /          ”オプションを選択して、複数の監視画面を同時に

     表示します。

画面表示

このモードでは、1台のカメラを全画面で表示できます。

2台以上のベビーカメラを追加する場合は、手動または自動でカメラケア画面を切り替え
るか、複数のケア画面を同時に表示することができます。
1. 手動切り替え：[OK]ボタンを長押しすると、画面が次のカメラの画面 に切り替わります。      
     ステータスバーに、選択したカメラのアイコンが 表示 されます。
2. 自動切り替え（マルチカメラサイクリング）：[カメラ管理]-> [表示モード]->  [マルチカメ  
     ラサイクリング /           ]オプションを選択します。 接続されてい るベビーカメラ一覧に、
     あらかじめ設定された時間間隔で看護画面が順番に表示されます。

English
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