
Thanks for purchasing this trail camera. Please read this 
instruct ion manual careful ly before using this product

Trail Camera G200

●We do offer a 1 year replacement warranty. Please email me 
with your order number so we could help you to solve any issues
immediately what you have.                                           .
●Email: support@wosports.com   
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Camera Size
Camera Weight
Image Sensor Type
Lens
Max IR Flash Range
Txt Screen
Storage
Image Resolution-
Photo mode
Video Resolution
PIR Detection Distance
PIR Detection Angle
Working mode
Trigger Time
Interval Time
burst mode
Video Clip time
Stamp
Device Serial No. Set
Power Supply
Stand -by Power
Stand -by time
Power Consumption

142x85x75mm
275g
1/2.7- inch  CMOS, 2 million pixels
F=2.4;  FOV=40 degree;  Auto IR-Cut
60feet (850nm )
34x16MM  1/4 Duty 1/3 BIAS
SD /SDHC Card, up to 32GB;  Capacity, Class 4 or higher 
LOW: 5MP: 2592x1944
HIGH: 16MP: 4640x3480
1920x1080@15FPS;  1280x720@30FPS;
60 feet(25℃ )
42 degrees(+/- 2degress)
Day and Night
0.8 second
5s, 15s , 30s , 1min, 5min
image 1-3
10 seconds ea.
Camera ID, Date and Time
4 numbers, Digits set by yourself
8AA cell batteries (alkaline or lithium)
Less than 0.15ma
12 months(8AA alkaline batteries)
<200ma  (550ma w/LED flash )

Specifications



Low power alarm
Exposure
Water Resistant
Operating Temperature
Operating Humidity
Security Authentication

Yes
Auto
Rated Ip54

-10 ℃ ~ 50 ℃
5% ~ 95%
FCC & CE & ROHS

Camera Operation Steps
Please loading the batteries and inserting the SD Card before using this camera.

1. Open the front cover, you can see the “EJECT ” button.

2. Please be sure that switch the camera’s power OFF when loading/unloading batteries or inserting SD card.

3. Press the Battery Tray EJECT button to release the battery tray and pull it out for loading.

4. Be sure to inset each battery so its polarity(+/- direction) matches the polarity indications at the bottom of   the 

    battery tray. A full set of 8AA Alkaline or Lithium batteries should be used.

5. Press the battery tray into the host, you will hear a slight “click” sound, which means the battery compartment is 

    locked.

6. Inserting the SD Card, and make sure that the SD card is insert correctly . If you hear“click” sounds that means 

    it has be inserted correctly.



7. Switch the camera’s power AIM, you are ready to go into the setup mode to get the camera ready to use, with all 

    options set to your preference.

8. Moving the mode switch t to ON mode. The notion indicator LED will blink red for about 10 seconds .This interval 

    allows time for you to close the Cam’s front cover, lock it, and leave the monitored area. The camera will take 

    pictures or videos automatically.(According to its current slide switch settings) when it is triggered by the PIR 

    sensor’s detection of activity in the area it covers.

 

Loading Batteries
Press the Battery Tray EJECT button to release the battery tray and pull it out for loading(Fig.1) . Switch the 

camera’s power OFF when loading/unloading batteries. 

Be sure to inset each battery so its polarity(+/- direction)matches the polarity indications at the bottom of the 

battery tray. A full set of 8AA Alkaline or Lithium batteries should be used. (Fig.2).

Press the battery tray into the host, you will hear a slight “click” sound, which means the battery compartment is 

locked (Fig.3).
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Note:
● NiMH Rechargeable batteries are not recommended.

● 8 new batteries are recommended. Mixed old and new batteries are not recommended.

● Be sure to inset each battery so its polarity(+/-direction) matches the polarity indications at the  bottom of the 

    battery tray. If the batteries are be installed improperly, the camera won’t work normally.

● Battery scrapping and recycling Please strictly abide by local government policies and laws. We are not 

   responsible for any incidents of danger and violation of local regulations due to improper battery disposal.

Inserting SD Card
Make sure that the SD card is insert correctly . If you hear “click” sounds that means it has be inserted correctly. 

The camera uses a standard SD memory card to save your photos or videos. SD and SDHC (high capacity)class 

4 or higher seed cards, up to a maximum 32GB are supported. A class 10 memory card is recommended  when the 

camera works at burst mode.

Note:
● Formatting the SD card before using it for the first time is recommended. It can be completed using the “format”

    function. Make sure you have backed up (saved to your computer) any files you want to keep on a previously 

    used card, as formatting erases all files. 

    



Fig.4 Fig.5 Fig.6

● Make sure that the write-protect switch on the side of the card is “off” (not in the “Lock” position).

● To take out the SD card ,just gently push in the card (do not try to pull it out without pushing in first). Switch the 

    camera’s power OFF when removing or inserting SD card.

● If the SD card is not inset correctly, or no card is in the slot,”CArd” will appear on the LCD display (Fig.4 ) , and  

    please reinsert the SD card. Other card status display message:”FULL” indicates the card’s memory is full, 

    with no remaining room to store files (Fig. 5). “Err” means there is a card reading error (please trya different 

    SD card ,Fig.6 ).

POWER/MODE SWITCH OPERATION INSTRUCTION
OFF Mode: The camera’s power switch is in the OFF position.

ON Mode: The camera’s power switch is in the ON position.(The screen will turn off after 10 seconds)

AIM Mode: The camera’s power switch is in the AIM position(The screen is on, it can setup the camera’s parameter)

OFF Mode
The OFF mode is the safe mode when any action must be taken. Please be sure the camera’s power is switched 

 



OFF before you replacing the battery ,removing or inserting SD card, or transporting the device. And of course, 

when you are storing or not using the camera, you will switch it OFF. Please note that even in OFF mode the 

AUTOPILOT camera still consumes power at a very low level. Therefore, it’s a good idea to take the batteries out 

the battery compartment if the camera will not be used for a long time (Fig.7).

ON Mode
Please be sure the batteries were loaded and SD card was inserted, and placed the camera to the right induction 

height or area ,then, move the mode switch t to ON mode. The notion indicator LED will blink red for about 

10 seconds (Fig.8). This interval allows time for you to close the Cam’s front cover, lock it ,and leave the monitored 

area. Please note that you can’t manually setup parameters once in ON mode. The camera will take pictures or 

videos automatically.(According to its current slide switch settings) when it is triggered by the PIR sensor’s 

detection of activity in the area it covers. You can either move the power switch directly move from OFF to ON 

mode, or stop at the setup position first to change one or more settings, then move the switch to ON after you have 

finished doing so.

AIM Mode
You can check and change the settings of the camera in the setup mode, such as the image resolution ,the video 

resolution, and the interval time etc (Fig.9).
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Note:
Always move the power switch from OFF to AIM mode. It is possible that the camera could would lock up if it is 

switched from ON to AIM mode. If  this occurs, simply move the switch to OFF and then push it over to AIM again.   

SETUP MODE
Once batteries are installed and an SD card is inserted, you are ready to go into the setup mode to get the 

camera ready to use, with all options set to your preference. There are only a few settings to make, so the process 

is quick and easy. To start setting up your camera.



1. To enter Setup mode, move the power switch to the middle(AIM) position ,You can see that the display will come 

    on and show the initial setup screen. So that you can set and change the camera parameters as you want.

2. Press the OK key to begin .You can press UP or Down keys to change the setting of the currently selected  

    option or item. Press OK to confirm that you choice. When you finish changing a setting, press OK to lock in the 

    setting and move on to the next option. If there is a setting that you don’t need or want to change from the default 

    or current setting, simply press OK to confirm and skip to the next item.

Setting Time and Date
After the Initial setup screen, the next few display screens will allow you to set the current time and date, so the 

time/date stamp imprinted on all your photos and videos will be accurate when captured by the camera to change 

the time and date to be current, starting at the default “12:00”screen.

1. Press OK and use UP/DOWN to set the hour. Press OK to confirm.

2. Use UP/DOWN to set the minute. Press OK to confirm.

3. Use UP/DOWN to set the month. Press OK to confirm.

4. Use UP/DOWN to set the date. Press OK to confirm.

5. Use UP/DOWN to set the year. Press OK to confirm and move on to the next setup item.
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Setting Interval Time
The Interval option lets you set the time between captured images or videos when animal remains within the 

camera’s sensor range after it is first detected and the camera is triggered. Use UP/DOWN to select the interval 

time as you want,15sec(default value),30 sec,1min or 5min. Press OK after setting (Fig.10).

Setting Capture Mode and Image /Video Resolution
Use UP/DOWN to select your preferred image capture mode: Single Photo per trigger (display shows 1+ a still 

camera icon, Fig.11) Rapid Sequence of 3 photos per trigger  (display shows 3+ a still camera icon, Fig.12) Press 

UP/DOWN arrow to select image resolution(low photo frequency-5MP,display shows Lo+ a still camera icon, 



Fig.13. High photo frequency -16MP,display shows Hi+ a still camera icon, Fig.14). Press OK to confirm and skip 

to next item. Press UP/DOWN arrow to select video resolution(low video frequency-720P,display shows Lo+ a still 

video icon, Fig.15. High photo frequency -1080P,display shows Hi+ a still video icon, Fig.16). Press OK to confirm. 

Setting Camera ID
Use UP/DOWM to select a reference ID# (from “01” to “99” ) for this camera, which will be imprinted on all photos/

videos along with the time and date. Set a second camera that will be used in a group of multiple camera to “02”,

etc. Press OK after setting. (Fig.17).

Restore Default Settings

The display will show “dEFN” (Fig.18). To return the Interval, Capture Mode, and Camera ID# to their original,”

factory default” settings, use UP/DOWN to change the “N” after “dEF_”to “Y” (yes, Fig.19),then press OK to 

confirm. Note: your time and date setting and camera ID# will not be change from their current setting to the 

original defaults. only the Interval and capture mode settings will be restored to their defaults.

SD Card Format (delete all files)
The display will show “FOrn” (Fig.20 ). Use UP/DOWN to change the “N” after “FOrn_”to “Y” (yes, Fig.21),then 

press OK to confirm. Note: Please be sure to backup and save all files you want to keep first, as formatting will 
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clear the card completely of all first-they will then be difficult or impossible to recover form the card.

Mounting
After the setting the camera’s time/date and other options to your preference, you’re ready to take it outside and 

begin capturing images of animals in the area you want to monitor. Please be sure to mount it in place correctly 

and securely. To get the optimal picture quality, the tree should be about 10-30ft. away from the place to be 

monitored, with the camera placed at a height of 3.6-4.5 ft.

Using the adjustable web belt: Push one end of the belt through the two brackets on the back of the camera .

Thread the end of the strap through the buckle. Fasten the belt securely around the tree trunk by pulling the end of 

the strap firmly so there is no slack left.

 



Attention
1. Please keep the lens clean. If it is dirty, please clean it with Non-dust cloth and machine cleaner.

2. Please keep the PIR sensor clean. If it is dirty, please clean it with Non-dust cloth and machine cleaner.

3. Please keep the IR lens clean. If it is dirty, please clean it with Non-dust cloth and machine cleaner.

4. To keep the good performance for water resistant, please keep the battery compartment seal ring clean.

5. Do not touch LCD, lens lens, PIR sensor and IR lens with your hands or sharp objects.

6. To prevent battery were to leak and rupture to result the camera was broken. Therefore it’s a good idea to take 

    the batteries out the battery compartment if the camera will not be used for a long time or low power.

7. Battery scrapping and recycling Please strictly abide by local government policies and laws. We are not 

    responsible for any incidents of danger and violation of local regulations due to improper battery disposal.

FAQ
Camera won’t power up
1. Make sure that you have installed all batteries in the battery compartment, filling all battery spaces with no “gaps”. 

2. We recommend using a full set of 8 Energizer® Lithium AA batteries.

3. Make sure that the batteries are installed correctly, observing proper polarity.

4. Do not move the switch directly from “ON” to “AIM” always move the switch all the way down to “OFF”first, then 

    back up to “AIM’



5. Please be sure to switch the power “OFF” and remove the batteries if necessary. Trying to reopen the camera 

    after 1 min.

Camera stops taking images or won’t talk images
1. Please make sure that the SD card is not full. If the card is full (display indicates”FULL”,the camera will stop 

    talking images.)

2. Make sure that the power/mode switch is in the ON position and not set to OFF or AIM.

3. Make sure that you are using a good quality SD card in your camera. We recommends SanDisk® SD cards up 

    to 32GB.

4. If the SD card has its write protect switch in the lock position, the camera will not take images.

5. Formatting the SD card before using it for the first time is recommended. It can be completed using the “format” 

    function. Make sure you have backed up (saved to your computer) any files you want to keep on a previously 

    used card, as formatting erases all files. 

6. Please make sure that the battery have the enough power to support to work. 

Battery life is shorter than expected
1. Check to make sure you have used new alkaline or lithium batteries. We recommends using a full set of 8 

    Energize® Lithium AA batteries to obtain maximum battery life.



2. These are several variables that will determine the battery life including type of batteries, temperature outside, 

    recording settings, frequency of camera activity, etc. Colder temperatures, night photos and photo frequency 

    (low camera delay) will result in shorter battery life. Note: capturing video clips and time lapse uses more power 

    and will result in shorter battery life than capture motion detected photos. 1S Interval mode will use more power 

    as more photos and videos will be taken. We recommends setting the Interval time for more longer time to 

    maximize battery life.

3. Make sure that you are using a good quality SD card in     your camera. We recommends San Disk® SD cards up 

    to 32GB. Our experience indicates that poor quality SD cards can sometimes reduce your camera battery life.

Camera PIR won’t work
1. Check the Interval time you settings. It won’t take images for a long time if you setting the Interval time is too 

    longer .You can figure out that by restore the camera to factory settings.

2. Check if something stuff on the PIR sensor, please be sure the PIR sensor is clean.

3. Higher temperature will make the PIR detection distance become shorter. So that sometimes the will not be 

    monitored even it is through by the PIR sensor’s detection of activity in the area it covers. Please be sure to 

    mount the camera in place correctly and securely. The height is need to keep the same between the animal and 

    camera.



Camera takes continuous images of no subject

A camera has what is know as a “false trigger” if the PIR sensor thinks that there is motion and heat in front of the 

camera lens when there is no subject in the images. These “false triggers” are the result of placing the camera in 

an environment where there is motion associated with tree branches creating motion in front of the camera or an 

area where there is high heat in the foreground and any motion from wind cloud set off the camera. Setting a 

camera up over water is also a potential cause for this issue. To remedy this situation.

1. Try moving the camera to an area that does not have any of these issues or remove potential obstacles near the 

    lens if possible.

2. If the camera continuous to take images when there is no subject in them, test the camera by placing it in an     

    inside environment and aiming at a location where there is no motion.

3. If the camera continuous to show issues, then there is probably an electronic component issue. If this the case, 

    please contact service team.

Photo and video quality problems
1. The image is blurred or out of focus Check if something stuff on the lens, please be sure the lens is clean. 

2. Daytime photos or videos appear too bright/dark Make sure that the camera is not aimed at the sun or other 

    light sources during the day.



3. Night photos or video appear too bright You will get the best results when the subject is within the ideal flash 

    range, no closer than 3m from the camera. Subjects may appear too light at closer distances.  





WOSODA Trail Camera

ユーザーガイド

トレイルカメラをお買い上げいただきありがとうございます。

この製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください

●正規販売店WOSODAが１年安心保証提供いたします、お

使用中に商品自体の品質問題で不具合等がございましたら、

交換対応をさせていただきます！

●メールアドレス：support@wosports.com
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製品仕様

カメラサイズ

カメラ重量

イメージセンサ種類

レンズ

最大IRフラッシュ範囲

テキスト画面

ストレージ

画像解像度 - 写真モード

ビデオ解像度

PIR検出距離

PIR検出角度

作業モード

トリガー時間

インターバル時間

バーストモード

ビデオクリップの時間

Stamp

142x85x75mm

275g

1/2.7- inch  CMOS,200万ピクセル

F=2.4; FOV=40 degree; Auto IR-Cut

60feet（18.2ｍ）

34*16MM  1/4 Duty 1/3 BIAS

SD / SDHC Card,up to 32GB Capacity, Class 4 or higher 

LOW: 5MP: 2592x1944; HIGH: 16MP: 4640x3480

1920x1080@15FPS; 1280x720@30FPS;

60 feet（18.2ｍ）（25℃ ）

42 度(+/- 2度)

昼と夜

0.8 second

5秒,15秒 ,30秒 ,1分,5分

image 1-3

10 秒EA 

Camera ID, Date and Time



シリアル番号セット

電源

電源スタンバイ

待機時間

消費電力

低電力アラーム

照射

耐水性

動作温度

動作湿度

セキュリティ認証

4数字、自分で設定した数字

8AAセル電池（アルカリまたはリチウム）

0.15ma未満

12 ヶ月（8AAアルカリ電池）

200mA（550mA、LEDフラッシュ付き）

あり

Auto

定格IP54

-10 ℃ ~ 50 ℃

5% ~ 95%

FCC & CE & ROHS



カメラ操作手順

カメラのご使用前に、電池を入れてSDカードをセットしてください。

1. フロントカバーを開くと、「EJECT」ボタンがあります。

2. 電池の出し入れやSDカードの挿入は、必ずカメラの電源を切ってから行ってください。

3. バッテリートレイの取り出しボタンを押してバッテリートレイを外し、引き出します。

4. 各電池の極性（+/-方向）が電池トレイの底にある極性表示と一致するように各電池を差し込ん

    でください。フルセットの8AAアルカリ電池またはリチウム電池のご利用をお勧めします。

5. バッテリートレイを本体に押し込むと、小さな「カチッ」という音がして、バッテリー収納部が

    ロックされます。

6. SDカードを「カチッ」という音がするまで、静かに挿入してください。

7. カメラの電源AIMを切り替えると、セットアップモードに入り、オプションを好みに合わせて

    設定してカメラを使用できるようになります。

8. モードスイッチONにすると、ＬＥＤが約10秒間赤く点滅します。点滅している間に、カメラの

    前面カバーを閉じてロックし、監視エリアから退出することができますこのスライドスイッチに

    より、PIRセンサーがカバーするエリア内の動体を検知して、カメラは自動的に写真やビデオの

    撮影を開始します。
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電池の入れ方

電池トレイの取り出しボタンを押して電池トレイを外し、引き出します（図1）。

電池を入れる／取り出すときは、カメラの電源を切ってください。各バッテリーの極性（+/-方向）

がバッテリートレイの底にある極性表示と一致するように各バッテリーを挿入してくださ

い。フルセットの8AAアルカリまたはリチウムバッテリーを使用してください（図2）。

バッテリトレイをホストに押し込むと、わずかに「カチッ」という音がします。これは、バッテリ

収納部がロックされていることを意味します（図3）。

＊注意点＊

● NiMH充電式電池はお勧めできません。

● 新しい電池をお勧めします。 古い電池と新しい電池を混ぜ使用することはお勧めできません。

● 電池の極性（＋／−の向き）が電池トレイ底面の表示と合うように入れてください。 電池が正し

   く取り付けられていないと、カメラは正常に動作しません。



● バッテリーの廃棄・リサイクルは地方自治体の方針と法律を厳守してください。不適切なバッテ

    リーの廃棄による危険や

SDカードの挿入方法

地方自治体の規制への違反については一切責任を負いません。SDカードが正しく挿入されている

ことを確認してください。「カチッ」と音がするまで差し込んでください。カメラは標準のSDメモ

リカードを使用して写真やビデオを保存します。SDおよびSDHC（大容量）クラス4以上のシード

カード、最大32GB までサポートされています。カメラがバーストモードで動作するときは、クラ

ス10メモリカードをお勧めします。

＊注意点＊

● SDカードを初めて使用する前にフォーマットすることをお勧めします。

● フォーマットするとすべてのファイルが消去されるため、以前に使用したカードに残しておきた

    いファイルをバックアップした（コンピュータに保存した）ことを確認してください。

● カードの側面にあるライトプロテクトスイッチが「オフ」になっている（「ロック」位置にな

    い）ことを確認してください。 

● SDカードを取り出す際は、ゆっくりとカードを押し込んでから抜いてください。（最初に押し込

    まずに引き抜こうとしないでください）。SDカードを抜き差しするときは、カメラの電源を切っ
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        てください。

● SDカードが正しく挿入されていない、またはスロットにカードが挿入されていない場合は、LCD

    ディスプレイに「CArd」と表示されます。（図4）その際は、SDカードを挿入しなおしてくださ

    い。

    その他のカードステータス表示メッセージ：「FULL」は、カードのメモリがいっぱいで、残量が

    ないことを示します。（図5）「Err」はカードの読み取りエラーがあることを意味します（別の

    SDカードを試してください。（図6） 

電源/モード切替操作方法

● オフモード：カメラの電源スイッチはオフの位置にあります。

● ONモード：カメラの電源スイッチがONの位置にあります（10秒後に画面が消えます）。

● AIMモード：カメラの電源スイッチがAIMの位置にある（画面がオンになっている、それはカメ

   ラのパラメータを設定することができます）



オフモード

● 何らかの措置が必要な場合は、OFFモードがセーフモードにしてください。

● 電池交換や、SDカードの取り外し、デバイスの移動を行う前は、カメラの電源がオフになってい

   ることを確認してください。 

● カメラを保管しているときや使用していないときは、オフにします。 たとえオフモードであって

   もオートパイロットカメラはまだ非常に低いレベルで電力を消費していることに注意してくださ

   い。 そのため、カメラを長期間使用しない場合は、電池を電池ケースから取り出しておくことを

   お勧めします（図7）。

オンモード

● 電池が入っていてSDカードが挿入されていることを確認し、カメラを正しい誘導高さまたは領域

   に置いてから、モードスイッチをONモードにしてください。 

● 概念表示LEDが約10秒間赤く点滅します（図8）。 この間隔でCamのフロントカバーを閉じてロ

   ックし、監視エリアから出る時間を確保できます。一度ONモードにすると、手動でパラメータを

    設定することはできません。

● カメラは自動的に写真やビデオを撮影します。 PIRセンサーがカバーするエリア内での活動の検

    出によってトリガーされたとき。現在のスライドスイッチの設定）。電源スイッチをOFFから

    ONモードに直接移動するか、最初に設定位置で停止して1つ以上の設定を変更できます。 その



    後、スイッチをONにします。

AIM モード

画像の解像度、ビデオの解像度、およびインターバル時間など、セットアップモードでカメラの設

定を確認および変更できます（図9）。

注：必ず電源スイッチをオフにしてからAIMモードに切り替えてください。 カメラがオンからAIM

モードに切り替わると、カメラがロックされる可能性があります。 このような場合は、スイッチを

OFFにしてからもう一度AIMに押してください。

セットアップモード

バッテリーをセットしてSDカードを挿入すると、セットアップモードに入ってカメラを使用できる

ようになります。すべてのオプションが好みに合わせて設定されていて、簡単にカメラの設定を始

められます。

1. セットアップモードに入るには、電源スイッチを中央（AIM）の位置に動かします。ディスプレ

    イが点灯し、初期セットアップ画面が表示されるの確認することができます。 自由にパラメータ

    を設定し変更することができるようになります。

2. OKキーを押して開始します。現在選択されているオプションまたは項目の設定を変更するには、

    UPキーまたはDownキーを押します。 OKを押して選択を確認し、設定の変更が終了したら、OK



    を押して設定を確定し、次のオプションに進みます。デフォルトまたは現在の設定から変更する

    必要のない設定がある場合は、OKを押して確認し、次の項目に進みます。

日時の設定方法

● 初期設定画面のいくつかの表示画面で現在の日付と時刻を設定できます。

すべての写真とビデオに刻印された日付/時刻スタンプは、カメラでキャプチャした際にに正確に● 

   表示されます。

デフォルトは「12:00」画面です。● 

1. OKを押し、上/下を使用して時間を設定します。OKを押して確認します

図7 図8 図9

図10



2. 上/下キーを使用して分を設定します。確認のために[OK]を押します。

3. 上/下キーを使用して月を設定します。確認のために[OK]を押します。

4. 上/下キーを使用して日付を設定します。確認のためにOKを押します。

5. 上/下キーを使用して年を設定します。OKを押して確認し、次の設定項目に進みます。

インターバルタイム設定

● オプションを使用すると、被写体が最初に検出されてカメラがトリガーされた後、被写体がカメ

   ラのセンサー範囲内に留まるときの、キャプチャした画像またはビデオの間隔を設定できます。

● UP / DOWNを使用して、15秒（デフォルト値）、30秒、1分または5分の間隔時間を選択します。

   設定後OKを押します（図10）。 

図11

図13 図15

図17
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撮影モードと画像/ビデオ解像度の設定

● UP / DOWNを使用して、好みの画像キャプチャモードを選択します。トリガーごとに1枚の写真

   （ディスプレイに1つの静止画カメラアイコン（図11）を表示する。 

● 上/下矢印を押して画像解像度を選択します（低写真周波数-5MP、ディスプレイにLo +静止画ア

    イコン、図13。高写真周波数-16MP、ディスプレイにHi +静止画アイコン、図14）。OKを押し

    て確定し、次の項目に進みます。・上/下矢印を押してビデオ解像度を選択します（低いビデオ

     周波数-720P、ディスプレイにLo +静止画アイコンが表示されます、図15。

● 高い写真周波数-1080P、ディスプレイにHi +静止画アイコンが表示されます、図16）。確認の

   ためにOKを押します。

＜カメラIDを設定する＞

UP / DOWMを使用して、このカメラの参照ID番号（「01」から「99」まで）を選択します。これ

は、すべての写真/ビデオに時刻と日付とともにインプリントされます。 「02」などの複数のカメ

ラのグループ設定後、OKを押してください。 （図17）

＜デフォルト設定に戻す＞

● ディスプレイに“ dEFN”と表示されます（図18）。間隔、撮影モード、カメラID番号を元の

 「工場出荷時の」設定に戻すには、UP / DOWNを使用して「dEF_」の後の「N」を「Y」に変更



  し（はい、図19）、を押します。

＊注意点＊

日時設定とカメラID番号は現在の設定から元のデフォルトに変更されません。間隔とキャプチャモ

ードの設定はデフォルトに復元されます。

＜SDカードをフォーマットする＞（全ファイル削除）

● ディスプレイに“ FOrn”と表示されます（図20）。

● 上/下を使用して「FOrn_」の後の「N」を「Y」に変更し（図21）、次に「OK」を押して確認し

   ます。

＊注意点＊

フォーマットするとすべてのファイルが完全に消去されるため、保存したいすべてのファイルを必

ずバックアップして保存してください。カードを復元するのは困難または不可能になります。

取り付け

● カメラの日時やその他のオプションを好みに合わせて設定すれば、カメラを屋外に持ち出して撮

   影したい場所の被写体の写真を撮ることができます。必ずしっかりと固定してください。



● 最適な画質を得るには、木は約10〜30フィート（約3～9ｍ）でなければなりません。カメラを

   3.6〜4.5フィート（約1～1.3ｍ）の高さに置いて、撮影場所から離してください。

● 調整可能なベルト：カメラの背面にある2つのブラケットを通してベルトの一方の端を押します。

   ストラップの端をバックルに通します。たるみが残らないようにストラップの端をしっかりと引

   いて、木の幹の周りにベルトをしっかりと固定します。

使用上の注意

1. レンズを清潔に保ってください。汚れている場合は、きれいな布と機械洗浄機で拭いてください。

2. PIRセンサーを清潔に保ってください。汚れている場合は、きれいな布と機械洗浄機で拭いてく

    ださい。

3. IRレンズを清潔に保ってください。汚れている場合は、きれいな布と機械洗浄機で拭いてください。

4. 防水性能を維持するために、電池収納部のシールリングを清潔に保ってください。

5. 液晶ディスプレイ、レンズレンズ、PIRセンサー、IRレンズを手や鋭利なもので触らないでください。

    



6. 電池が漏れると破裂してカメラが壊れる可能性があります。そのため、カメラを長期間使用しな

    い場合や低電力で使用しない場合は、電池を電池ケースから取り出しておくことをお勧めします。

7. バッテリーの廃棄とリサイクル地方自治体の方針と法律を厳守してください。不適切なバッテリ

    ーの廃棄による危険や地方自治体の規制への違反については一切責任を負いません。

FAQ（よくある質問）

＜カメラの電源が入らない＞

1. すべてのバッテリをバッテリ収納部に取り付け、すべてのバッテリスペースに隙間がないように

    してください。

2. フルセットの8個のEnergizer®リチウム単三電池を使用することをお勧めします。

3. 電池が正しい極性で、正しく取り付けられていることを確認してください。

4. スイッチを直接「ON」から「AIM」に動かさないでください- 必ずスイッチを一番下まで「OFF」

    に動かしてから、次に「AIM」に戻してください。

5. 必要に応じて、必ず電源をオフにして電池を取り外してください。1分後にカメラの電源をオン

    にしてください。

＜カメラの撮影ができない、画像が表示されない＞

1. SDカードが満杯でないことを確認してください。カードが満杯になると（ディスプレイに



「FULL」と表示されると、カメラは画像の送受信を停止します）。

2. 電源/モードスイッチがオンの位置にあり、オフまたはAIMに設定されていないことを確認してく

    ださい。

3. カメラに高品質のSDカードを使用していることを確認してください。最大32GBのSanDisk®SD

    カードをお勧めします。

4. SDカードの書き込み禁止スイッチがロック位置にあると、カメラは画像を撮影しません。

5. 初めて使用する前にSDカードをフォーマットすることをお勧めします。 「フォーマット」機能を

    使用して完成させることができます。フォーマットするとすべてのファイルが消去されるため、

    SDカードの残しておきたいファイルはバックアップ（コンピュータに保存した）してください。

6. 電池がバッテリーが動作するのに十分な電力を持っていることを確認してください。

＜電池が思っていたよりもすぐ切れる＞

1. 新しいアルカリ電池またはリチウム電池を使用していることを確認してください。最大の電池寿

    命を得るには、フルセットの8個のEnergize®Lithium Aa電池を使用することをお勧めします。

2. 電池の種類、外気温、録画設定、カメラの動作頻度など、電池寿命を決定するいくつかの要因で

    変化します。寒い気温、夜間の写真、写真の頻度（低いカメラ遅延）は、バッテリー寿命を短く

    します。

3. カメラに高品質のSDカードを使用していることを確認します。SanDisk®SDカードは最大32GB



     を推奨します。 SDカードの品質が低いと、カメラのバッテリ寿命が短くなることがあります.

注意：ビデオクリップやタイムラプスをキャプチャすると、モーション検出された写真をキャプチ

           ャするよりも消費電力が大きくなり、バッテリ寿命が短くなります。 1Sインターバルモー

           ドは、より多くの写真やビデオが撮影され多くの電力を使用します。バッテリーの寿命を最

            大限に延ばすために、インターバル時間をもっと長い時間に設定することをお勧めします。

＜カメラPIRが機能しない＞

1. 設定したインターバル時間を確認します。インターバル時間を長くしすぎると、長時間画像を撮

    影できなくなります。カメラを工場出荷時の設定に戻すことで、問題を解決することができます。

2. PIRセンサーに何かが付着していないか確認します。PIRセンサーがきれいであることを確認して

   ください。

3. 温度が高いと、PIR検出距離が短くなります。そのため、PIRセンサーがカバーする領域の活動を

    検出しても、被写体が撮影されないことがあります。

4. カメラを正しくしっかりと固定するようにしてください。撮影対象とカメラの高さは同じにする

    必要があります。



＜カメラは被写体がいないのに連続画像を撮影します＞

PIRセンサーが、画像に被写体がないときにカメラレンズの前に動きと熱があると判断した場合、カ

メラには「誤トリガー」と呼ばれるものがあります。水上でカメラを設置することは、木の枝に関

連した動きがカメラの前や動きの激しい場所でも起こる可能性があります。前景と風雲からのあら

ゆる動きがこの問題の原因となります。この状況を改善するために。

1. これらの問題がない領域にカメラを移動するか、レンズの近くにある可能性のある障害物を取り

    除いてください。

2. 被写体がなくてもカメラが連続して画像を撮影する場合は、カメラを屋内環境に置き、動きのな

    い場所を目指してカメラをテストします。

3. カメラに問題が継続して表示される場合は、おそらく電子部品の問題です。この場合、サービス

    チームに連絡してください。

＜写真とビデオの品質のトラブル＞

1. 画像がぼやけている、または焦点が合いません

    レンズに何かが詰まっていないか確認してください。レンズがきれいであることを確認してくだ

    さい。

2. 日中の写真やビデオが明るすぎる/暗すぎる

    日中は、カメラが太陽や他の光源に向けられていないことを確認してください。

3. 夜の写真やビデオが明るすぎる



    被写体がカメラから3m以内の理想的なフラッシュ範囲内にあると、最良の結果が得られます。

    被写体が近すぎると、明るすぎるように見えます。
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