
①

WIRELESS FULL HD CAMERA

対応している製品の最新情報は、下記のURL、またはQRコード
からご覧ください。
https://www.maspro.co.jp/global/products/whc/conn/cam/c-cl.html
whc/conn/cam/c-cl.html
●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

WHCFHD-CL
取扱説明書

保証書付

アンテナ
●付属のアンテナです。
●お買上げ時には、接続されていません。

ペアリングボタン
カメラを追加するときに使用します。

六角ねじ

ブラケット調整ねじ

調整リング

ねじ取付孔（3か所）

電源コネクター

各部の名称

モニター＆ワイヤレスHDカメラセット　増設カメラ

WHCBL7ML・WHCBL10ML・WHCBL7M4・WHCBL10M4
WHC7ML・WHC10ML・WHC7M4・WHC10M4用

付属品
ACアダプター（コード約1.7ｍ）
アンテナ
ねじ
アンカー
位置決めガイド
六角レンチ（カメラ角度調整用）

･････1個
　・･････････・・･････････････････1本
･･････････・・･･････････････････････3本
･･･････････・・････････････････3本

････・・････････････････1部
･････1個

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
●この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

カメラレンズ

マイク

赤外線人感センサー

明るさセンサー

センサーライト（3個）

赤外線LED（2個）
夜間撮影時に点灯します。

電源表示灯

表示灯 状態
電源ON

ペアリング中
赤点灯
赤点滅

（カメラ電源ケーブル長）約2.8ｍ

●付属のACアダプター
を接続します。
●最大外径φ13mm



②

ご注意

1．カメラの準備をする
① カメラ背面のアンテナ端子に、
付属のアンテナを接続します。
●アンテナを差込んで右に回します。

② カメラの電源コネクターと付属のACアダプター
のプラグを接続します。

③ ACアダプターをACコンセントに差込みます。

●アンテナは無理に曲げないでください。
破損することがあります。

●アンテナが接続されていないと、モニター
で映像を見ることができません。

●アンテナ端子の防水のため、アンテナは
しっかりと締付けてください。

③
②

2．カメラとモニターのペアリング設定をする

プラグ

ACアダプター
（付属品）

ACコンセント

④         （ペアリング）をタップする

① モニターの電源をONにします

② モニターの「メニューボタン」を押し
メニュー画面を表示する

③ 「カメラ＆センサー」をタップする
●カメラ＆センサー設定画面が表示されます。

⑦ 設定が成功すると、カメラ映像が表示されます
●設定が失敗すると　     　　　が表示されます。
再度、⑤からやり直してください。

⑥ 30秒以内にカメラの「ペアリングボタン」
（p.1参照）を押す
●カメラ背面の電源表示灯が点滅します。

⑧ 上記②～③を行い
            （カメラ選択）をタップする

⑩         をタップする
●設定を保存して、カメラ映像画面に戻ります。

タップ
⑧

タップ
⑨

設置方法

タップ⑩

⑨ ペアリングしたカメラ番号をタップする
●　  の表示が     に変わります。

⑤ 登録したいカメラ番号をタップする
●2台目を登録する場合、「２」をタップします。
●    　　　　が表示されます。

アンテナ
（長さ19.5cm）
（付属品）

アンテナ端子

カメラ

カメラには電源スイッチがありませんから、ACコン
セントから抜きやすい場所に設置してください。

メニュー画面

タップ
③

タップ
⑤

カメラ＆センサー設定画面

タップ
④

電源コネクター
（最大外径φ13ｍｍ）



③

切欠き部分を
下側にする

120°

φ50.25mm

取付寸法※

φ65mm

5. カメラの角度を調整する

六角ねじ

ブラケット調整ねじ
調整リング

① カメラとモニターの電源を入れます。
② モニターで映像を確認しながら、六角ねじ、ブラケット調整
ねじ、調整リングをゆるめて、カメラの角度を調整します。
●六角ねじは、カメラの回転角度を調整できます。
付属の六角レンチを使用してゆるめます。
●ブラケット調整ねじは、カメラの上下の角度を調整できます。
●調整リングは、カメラの左右の角度を調整できます。

③ 角度を調整後、六角ねじ、ブラケット調整ねじ、調整リングを
しっかりと締付けます。

付属のねじ（3本）でカメラを壁面にしっかりと取付けます。
●壁面の材質がモルタルやコンクリートの場合は、付属のアンカーを使用して取付けます。
詳しくは、対応製品（ｐ.1）の取扱説明書をご覧ください。

4. カメラを壁面に取付ける

3. カメラの設置場所を決める
設置上のご注意
カメラの電源コネクター、およびACアダプターは防水構造ではありません。
屋内に設置、または市販の防水ケース(ACアダプターより大きく、充分に余裕のあるもの)を使用
して設置してください。ビニール袋に入れたり、防水テープや自己融着テープなどを巻付けたり
しないでください。ACアダプターの温度が上昇して、故障や発煙・発火の原因となることがあります。

警告
●不安定な場所、振動の多い場所、強度
の弱い壁[石こうボード、コンクリート
ブロック、ＡＬＣ（軽量気泡コンクリート）、
ベニヤ板など]には取付けないでください。
また、カメラを取付けても充分に支えら
れる壁面にしっかりと取付けてください。
落下によりけがの原因となります。
●壁面内の配線や配管を傷つけないよう
に取付けてください。ねじなどで、配線
や配管を傷つけると、火災・感電の原因
となります。※位置決めガイド（付属品）もご使用いただけます。

以下の点に留意し、本機の設置場所を決めてください。
●カメラを仮設置した後に、撮影範囲や電波の強さ、および作動を確認し、配線と設置を行なって
ください。（受信状態の悪い場所には設置しないでください）
●カメラとモニターの通信距離は、見通しがよく他の電波の影響を受けない環境において、最大
300ｍです。カメラとモニターの間に壁など（木造壁・床、金属製のドア、コンクリート、鉄骨、金属
の障害物）がある場合には、電波が減衰して使用できる距離が短くなります。
《壁がある場合の目安：木造：約10～40ｍ（完全に電波が届かない構造の建物では通信できません）》
●カメラを2台以上使用する場合、カメラ同士3ｍ以上の間隔をあけて設置してください。
●カメラを他のセンサーライトの近く（目安距離：5m）に設置しないでください。夜間にセンサーライト
の光が照らされると、カメラに搭載している照度センサーが反応し、暗視撮影できなくなります。
●カメラは、被写体のプライバシーや肖像権に配慮して設置してください。

ねじ（M4、付属品）

ご注意
●カメラを回転させるときは、ケーブルのねじれに注意してください。
●センサーライトが通行する人や車の迷惑にならないように
取付けてください。
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●製品向上のため  仕様･外観は変更
することがあります。
●この製品を廃棄する場合、排出する
自治体のルールに従ってください。

持込修理
モニター&ワイヤレスHDカメラセット　増設カメラ　保証書
MODEL   WHCFHD-CL

★印の欄にご記入のない場合には保証サービスの提供ができません。本書は再発行いたしません、紛失しないよう大切に保管してください。

本保証書は、当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

・ 他の機器などにより誘発された故障および損傷
・ 特殊な環境下（例えば車両・船舶への搭載など）で使用
されたときの故障および損傷
・ 設置工事、施工の不備によって生じた故障および損傷
・ 消耗部品の交換
・ その他、上記に準じた理由により無償修理などが適切
ではないと弊社が判断した場合

・ 必要な各書類の提示がない、または書類の字句が書換えられた場合
・ 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、戦争、暴動、テロ行為、
破壊行為、公害、塩害、ガス害、異常電圧、またはこれらに類する原因
による故障および損傷

・ ご使用上の誤りによる故障および損傷
・ 不当な修理や改造による故障および損傷
・ お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

3. 店舗への持込費用、または弊社修理係へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。
4. 適切な梱包のうえ、受渡しの確認ができる手段（宅配など）でご送付ください。弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の
責任を負いかねます。

5. 無償修理などを行なった場合、本製品は原則として工場出荷状態でご返却いたします。
6. 製品に保存されているデータは、ご自身でバックアップの上、ご送付ください。無償修理などにより、保存データは原則として全て消去
されます。保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。また、故障原因の確認や修理のために、保存データを
調査させていただく場合があります。

7. お客様が弊社の保証サービスに関連して弊社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、お客様は現実に発生した直接かつ通常の
損害に限り弊社に請求できるものとします。弊社が負担する損害賠償の総額は、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、
本製品購入代金を上限とさせていただきます。

8. 修理品に貼付けられたシール、装飾品、塗装、および刻印などについて弊社は責任を負いません。
9. 製品の故障によって発生した設置工事費、人件費など、および故障により製品を使用できないことによる逸失利益、代替品の費用
などの損害については、弊社は一切の費用負担を行いません。

10. 交換の場合、交換された製品・部品の所有権は弊社に譲渡されます。
11. 交換または修理完了後の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日、または製品引き渡し後６か月の満了日のいずれかの長い方とします。
12. お客様宛に送付した本製品が宛先不明などの理由により弊社に返送され、弊社の通知後1か月経過しても回答がない場合、お客様が
本製品の所有権を弊社へ移転することに同意したものとみなします。

13. 弊社が無償修理などの手段として代替品との交換を選択した場合に、修理品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換
させていただくことがあります。

14. 譲渡品、中古品、転売品（オークション購入などを含む）については、この規定に記載される保証の適用範囲外とします。
15. 本保証サービスは、日本国外からは利用できません。

保証規定
1. 店舗購入の場合、故障した本製品（以下「修理品」）、付属品、購入日を証明できる書類（領収書など）、および本保証書を、購入した
店舗にお持込みください。
通信販売での購入の場合、修理品、付属品、ご購入日が確認できる書類、本保証書、および保証サービス申込書（弊社ウェブサイトから
ダウンロード）を、弊社修理係に直接ご送付ください。

2. お申込み後、弊社の選択により無償修理または無償で新品代替交換（以下「無償修理など」）いたします。なお、次の場合、無償修理などの対象となりません。

お客様ご住所

★販売店名・住所（販売店記入欄）

★お客様お名前
様

★保証期間（販売店記入欄）

お買上げ日 年 　月 日から1年間

TEL.

TEL.

本   社  〒470-0194  愛知県日進市浅田町上納80
営業部  TEL名古屋（052）802-2244

受付時間 9～17時45分（土・日・祝日、当社休業日を除く）

インターネット　www.maspro.co.jp

技術相談

見本




