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安全上のご注意
必ずお読み下さい

本製品のセット内容
各部の名称
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ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保管してください。

■絵表示について
　この取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への
　危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。
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障害物が無ければ最大150m

201-150121Ｒ
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昼間撮影について
直射日光や強い光が当たる場所（逆光状態）や背景が白っぽい場所では、被写体の
映像が映りにくくなります。
本製品は、可視光線の他に赤外線を映すレンズが搭載されているため、撮影環境や
被写体の材質によって、実際に見える色とは異なって映ることがあります。

夜間撮影について
周囲が暗くなると内蔵の明るさセンサーが働き、夜間撮影モードに切り替わります。
夜間撮影モードになると、カメラから赤外線を投光し赤外線撮影を行います。
[AT-4411Tx]は、最大4mまで赤外線撮影が可能です。夜間撮影時は、昼間撮影に
比べてノイズの影響を受けやすく、被写体や周囲の明るさにより映像品質が異なり
ます。
夜間撮影モードは、周囲が明るくなると自動で終了します。

画面の焼きつきについて
長時間変化のない映像（動きのないカメラ映像やメニュー画面など）を画面上に
表示させたままにすると、モニター画像に残像（焼きつき）が残ってしまう場合が
あります。
確認の必要がない場合などは、モニターの電源を切るなどしてください。

蛍光灯下でのちらつき（フリッカー）について
東日本地区では、蛍光灯や水銀灯下で撮影すると、画面がちらついたり点滅する
場合があります。この現象をフリッカー現象といいます。
夜間や屋外使用時においても、蛍光灯等がカメラの視野角の中に存在する場合
フリッカー現象が発生しやすくなります。

防水性（保護等級）について
本製品は、カメラ・モニター共に防水保護機能はついておりません。設置の際は
水に濡れない場所、ホコリ振動の少ない場所へ設置してください。
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○利用可

×利用不可
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セット内容
１．　　カメラ  ×１
２．　　モニター  ×１
３．　　ACアダプター ×２
４．　　モニター用充電電池(3.7V 1050mAH Li-ion)
５．　　取扱説明書（本書）

本製品のセット内容



モニター
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１．　　画面
２．　　マイク
３．　　メロディ選択(ズームイン：左)ボタン
４．　　ズーム(4つのモードのカメラ選択)ボタン
５．　　モーション検知(ズームイン:上)ボタン
６．　　音声通話(ズームイン:右)ボタン
７．　　音声応答(ズームイン:下)ボタン
８．　　明るさダウン(メニューボタン左/EXIT)ボタン
９．　　電源(メニュー)ボタン
１０．　音量ダウン(メニュー:上)ボタン
１１．　明るさアップ(メニュー:右/OK)ボタン
１２．　音量ダウン(メニュー:下)ボタン
１３．　モーション検知表示LED
１４．　音声応答LED
１５．　電源LED
１６．　スピーカー
１７．　ボリューム表示LED
１８．　電池カバー
１９．　スタンド
２０．　電源入力端子

各部の名称



１．　　アンテナ
２．　　電源LED
３．　　赤外線LED
４．　　レンズ
５．　　イルミネーションLED
６．　　イルミネーションボタン
７．　　マイク
８．　　スピーカー
９．　　電池カバー
１０．　温度センサー
１１．　電源スイッチ
１２．　電源入力端子

カメラ
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各部の名称



カメラ電源

１）電池を使用する場合

*注意１：古い電池と新しい電池を一緒に入れて使用しないでください。
*注意２：長時間このカメラを使わない場合は、カメラから電池を取り
　　　　  外してください。
*注意３：電池の残量が少ないときは、LEDが点滅し始めます。
*注意４：指定以外の電池は使わないでください。故障の原因となります。
*注意５：電池は子供の手の届かないところに置いてください。子供の手の
　　　　  届くところ置くと誤飲の可能性があります。

カメラの電源は、単四アルカリ電池又はACアダプターを使用します。

マイナスドライバーを使用してカメラ背面にある電池カバーを開けます。
単四アルカリ電池を四本差し込み、電池カバーをしっかり閉めてください。
（電池入れの内側のプラス（＋）とマイナス（－）の表記に従ってください）
電源スイッチをスライドし、ONの位置にします。
電源が入るとカメラ上部の電源LEDが点灯します。

１．
２．

３．

13

設置準備



２）ACアダプターを使用する場合

*注意１：ACアダプターは、必ず付属のACアダプターをご使用ください。

ACアダプターをコンセントに差し込み、電源プラグをカメラの
電源入力端子に接続します。
電源スイッチをスライドし、ONの位置にします。
電源が入るとカメラ上部の電源LEDが点灯します。

１．

２．
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モニター電源

１）電池を使用する場合

モニターの電源は、付属電池又はACアダプターのどちらかを使用します。

*注意１：電池の残量が十分な時、電源表示LEDが緑色に点灯します。
*注意２：電源ボタンを３秒間長押しするとモニターの電源が切れます。
*注意３：電池の残量が少ない時は、電源LEDが赤く点滅し１０秒ごとに
　　　　 警告音がなります。電池を交換するかACアダプターをご利用
　　　　 ください。
*注意４：長時間このモニターを使わない場合は、モニターから電池を
　　　　  取り外してください。
*注意５：指定以外の電池は使わないでください。故障の原因となります。
*注意６：電池は子供の手の届かないところに置いてください。子供の手
　　　　  の届くところ置くと誤飲の可能性があります。

モニター背面の電池カバーを開け、電池の端子部と本体の端子部を
合わせて差し込みます。
電池カバーを閉めて、しっかりと閉まっているか確認してください。
電源スイッチを長押しすると、モニターの電源が入ります。

１．

２．
３．
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２）ACアダプターを使用する場合

*注意１：ACアダプターは、付属のACアダプターをご使用ください。
*注意２：電源を切っても充電中は電源表示LEDが青色に点灯します。
*注意３：モニターが、カメラからの電波を受信できない場合は、画面に
　　　　  ”カメラと接続できません”と表示されます。
*注意４：電源ボタンを３秒間長押しすると、モニターの電源が切れます。

ACアダプターをコンセントに差し込み、電源プラグをモニターの電源入力
端子に接続します。
電源スイッチを長押しすると電源が入り、電源表示LEDが緑色に点灯します。

１．

２．
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カメラの向きを合わせる

カメラを使いやすい場所（位置）に置き、撮影したい方向に向けます。
カメラ頭部を回転させて、カメラの向きを調節してください。

イルミネーションライト

イルミネーションボタンを押すとイルミネーションLEDが点灯します。
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本製品には９つの赤外線LEDが搭載されています。
内蔵の明るさセンサーが周囲の明るさを感知して赤外線LEDを
自動的に点灯します。なお、赤外線は人の目では見えません。

本体背面にある温度センサーがカメラ周囲の温度を測定し、
モニター画面に表示します。

赤外線LEDの点灯

室内温度の表示

18



音量設定

明るさ設定

音量設定のボタン　 と 　で音量を調整します。

明るさ設定ボタン　 と　 で明るさを調整します。

19

使用方法



モーション検知機能

音声応答機能
カメラが音声を検知したとき、そのカメラの映像を表示させる機能です。

音声応答ボタン　　を押します。
機能がONになると、音声応答LED　　が緑色に点灯し画面は消えます。
カメラが音声を検知したら自動的に映像を画面に表示します。
複数のカメラを接続している場合、全てのカメラに対して音声応答機能が
ONになり、音声を検知したカメラの映像が画面に映されます。
音声が無くなったら３０秒後に画面は消えます。
音声の検知感度は「３．４音声応答感度設定」で調整します。

１．

２．
３．

４．

カメラが動体を検知したとき、モニターから警告音を鳴らす機能です。

モーション検知ボタン　　を押します。
モーション検知機能がONになると、モーション検知LED　　が緑色に
点灯します。

１．
２．
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音楽機能
カメラからメロディを流すことが出来ます。（３種類の音楽）

１．メロディボタン　　を押すと、カメラからメロディが流れます。
２．メロディボタン　　を再び押すと、次の音楽が流れます。

21



音声通話機能

音声通話ボタン　　を押すと、アイコン　　が画面に表示されます。
ボタンを押している間、通話できます。

ズーム機能

１．ズームボタン　　を押すと映像を２倍に拡大して表示します。
２．上下左右ボタン　　　　　　　 （　　　　　　　　）ボタンで表示
　  位置を移動できます。
３．ズームボタン　　をもう一度押すと、通常のサイズに戻ります。

カメラを通じて話すことが出来ます。

*注意：１画面表示の時のみ使用できます。
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メニュー選択

電源／メニューボタンを押すと画面に詳細設定メニューが表示されます。

１．　　　　　　　　（　　　　　　　　）ボタンを押すと、メニュー内を
  　移動します。
２．　　（　　）か（　　）ボタンを押すと、セットの確認ができます。
３．メニュー画面から抜けるには　　（　　）ボタンを押します。
４．このメインメニューは６つのサブメニューがあります。

カメラの選択

画面に表示するカメラ映像を切り替えます。
「画面分割」を選択すると４つのカメラの映像を全て表示します。

詳細メニューでは、カメラの選択、温度の設定、モーション検知感度の設定、
音声応答検知感度の設定、カメラの接続、初期化を行います。

23

詳細設定



温度設定

モーション検知感度

モーション検知の感度レベルを選びます。
使用する環境に合わせて設定してください。

温度表示：摂氏又は華氏を選択できます。
温度警報：カメラ周囲の温度が設定範囲外になったとき、警告音を流します。
警告上限温度設定：設定した温度を超えた場合、警告音を流します。
警告下限温度設定：設定した温度を下回った場合、警告音を流します。

１．
２．
３．
４．
*注意１：温度センサーはカメラ周囲の気温を測定しています。直射日光や、
　　　　 室温の偏り等で正確に検知できない可能性があります。
*注意２：室温が４０度を超えるとモニターの表示は「HH」となります。
*注意３：室温が０度を下回るとモニターの表示は「LL」となります。
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音声応答感度

音声応答検知の感度レベルを選びます。
レベルを高くすると、より小さい音でも感知するようになります。
使用する環境に合わせて設定してください。

カメラ接続

本製品のモニターとカメラは工場出荷時に接続設定されています。
カメラの追加や再接続が必要な場合にご利用ください。

追加したいカメラの番号を選び、「カメラ接続追加」の「はい」を選択し、
カメラのイルミネーションボタンを押し続けます。
接続に成功した場合「接続完了」と表示されます。
「タイムアウト」と表示された場合はもう一度やり直してください。
接続されたカメラを削除したいときは、対象のカメラ番号を選択し、
「カメラ接続解除」の「はい」を選択してください。

１．

２．

３．
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初期化

各種設定を工場出荷時の状態に戻します。

*注意１：カメラのペアリング設定は変更されません。
　　　　 カメラの接続を削除した場合、接続は回復しません。
*注意２：初期化後、自動的に電源をOFFします。
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フリッカー防止
映像のちらつきを防止します。

東日本地域は５０Hz、西日本地域は６０Hzです。
お住まいの地域の周波数に合わせてください。



１画面表示の場合

カメラ選択のサブメニューから１画面か４画面を選択することができます。

１．モニターの画面には、以下の表示がなされます。　
　　(１) カメラ番号
　　(２) 受信電波強度
　　(３) ズーム設定
　　(４) 温度警告設定
　　(５) 室内温度
　　(６) メロディ設定
　　(７) 音声通話アイコン
　　(８) 電池残量
　　(９) 音量設定
　(１０) 明るさ設定

27

画面表示について



４画面表示の場合

１．モニターの画面には、以下の表示がなされます。
　　(１) カメラ番号
　　(２) 受信電波強度
　　(３) 温度警告設定
　　(４) 室内温度
　　(５) メロディ設定
　　(６) 音声通話アイコン
　　(７) 電池残量
　　(８) 音量設定
　　(９) 明るさ設定
２．カメラ番号アイコンが点滅しているカメラの音声が出力されます。
　  ズームボタンを押すとカメラを変更できます。
３．音声応答機能、モーション検知機能、温度警報機能を利用している場合、
　  出力される音声は感知したカメラに自動的に変更されます。

28
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・　カメラとモニターの電源が入っていない、または配線方法が正しくない。

・　電波到達範囲内にカメラが無い、または正しくペアリングできていない。

・　音声応答機能がONになっている

■カメラ映像がモニターに表示されない

トラブルシューティング
製品が正しく動作しない場合や操作方法がわからない時は下記の事例をご覧
のうえ、再度使用方法を確認してください。

P13 1 設置準備を参照し電源が入っているか確認してください。
電池を使用している場合、全ての電池の残量を確認してください。

カメラとモニターが電波の届く範囲にあるか確認してください。
受信機を近づけてペアリングされているか確認してください。
P25 3.5 カメラ接続を参照してください。

・　カメラの映像は最大で１秒間あたり１５コマです。

■映像がコマ送りになる

電波受信の状況が悪い場合１秒間あたり１～１５コマの間で最適化します。

カメラのマイクが音声を検知するまで画面は消えています。
常時画面に表示する場合は、音声応答機能をOFFにしてください。

・　雨天や降雪時は電波の受信状況が悪くなることがあります。

■雨や雪が降ると受信状況が悪くなる

湿度が高いと電波の受信状況が悪くなる場合があります。

・　以下の状況下では電波の受信状況が悪くなる可能性があります。

■頻繁に受信状況が悪くなる

近隣に電波塔・工場・基地等がある
付近を飛行機が低空で飛んでいる
電子レンジを使用している
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・　壁や天井などの遮蔽物や反射物がありませんか？

■無線距離が１５０ｍ以内なのに映らない

無線の電波は遮蔽物（壁や天井など）を超えるたびにどんどん弱くなります。
また、遮蔽物の素材によっても到達距離に差があります。

・　受信機が電波を受信できていない状況にあります。

■画面上に”カメラと接続できていません”と表示される

カメラの電源が入っていますか？

・　電波受信が途中で途切れてしまっています。

■画面が止まったまま動かない

電波受信が途切れてしまった場合、最後に受信した映像が静止画表示
されます。たびたび電波が途切れてしまう場合は設置場所を変更して
見てください。

・　モニターの音量設定が小さぎませんか？

■音声が聞こえてこない

P19 2.1 音量設定を参照して適切な音量に設定してください。

・　赤外線の投稿範囲内に被写体がありますか？

■夜間の映像が何も映らない

本製品の赤外線投光距離は約４ｍです。４ｍ以内に被写体が無い場合は
撮影ができません。
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・　製品および付属品は子供の手の届かないところに保管してください。
・　レンズの表面の指紋や汚れは、カメラ性能に悪い影響を与える可能性が
　　あります。レンズの表面を指で触ることは避けてください。
・　レンズが汚れたら、柔らかい布で清掃してください。
・　カメラおよびモニターの設置は高温多湿の場所を避けてください。
・　ほこりの多い場所や汚れた場所での使用や保管はしないでください。
・　高温多湿の場所では保管しないでください。
・　氷点下の場所では保管しないでください。システムが起動する際に
　　ケースの内部に結露が発生し、故障の原因となります。
・　ケースを開けないでください。保証の対象外となります。
・　落としたり強い衝撃を与えないでください。
・　必ず付属のACアダプター、モニター用充電電池を使用してください。
　　カメラ用電池はアルカリ電池を使用してください。

注意事項

・　空気中のチリやホコリが赤外線に反射して映っています。

■夜間雪が降ったような映像になる

空気中に無数にあるチリやホコリが赤外線を反射して撮像されています。
設置場所によっては比較的発生しやすい現象ですが故障ではありません。

・　昼間でもカメラの設置場所が暗い場合は赤外線撮影になります。

■昼夜を問わず白黒映像になる

カメラの向きや、レンズ周辺が明るくなるようにしてください。

・　選択したカメラ番号にカメラが接続されていますか？

■カメラの選択で別のカメラを選択しても映らない

P25 3.5 カメラ接続を参照して、選択したカメラ番号にカメラが接続され
ているか確認してください。
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ベビーモニターのコードによる死亡事故や怪我を防ぐために
ベビーモニターとＡＣアダプターのコードは、常に子供の手
の届かないところに置いてください。

安全にお使いいただくために

*注意：お子様がまだ立てなかったり動き回れなくてもご注意ください。

アダプター
ケーブル

カメラ
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周波数   2.4GHz
アンテナ  Dipoleアンテナ
通信距離  約150m（見通し距離）
変調   GFSK、FHSS
イメージセンサー カラーCMOS（約30万画素）
レンズ   水平画角40°
赤外線LED  9pcs
寸法   9.4(W)×15(H)×8.5(D)cm
重量   209g

電源    DC6Vまたは単4型アルカリ電池4本
動作温度  0℃～40℃

周波数   2.4GHz 
アンテナ  Monopoleアンテナ
変調   GFSK、FHSS
画面   7” TFT LCD
画面カラー  フルカラー
明るさ調整  7段階
検知機能  音声応答、モーション検知、温度検知
寸法   20.8(W)×12.5(H)×2.7(D)cm
重量   404g
電源   DC6VまたはLiバッテリー
動作温度  0℃～40℃

月々の電気代の目安：約６０円

マイク   あり

マイク   あり

温度センサー  あり

温度センサー  なし

防水機能  なし

防水機能  なし

製品仕様

カメラ

モニター
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