
カメラ ID 00123××××
パスワード ●●●●

映像表示用パスワード

かんたんインストールガイド Ver.2105

コンセント→電源アダプター→カメラ ルーター→LANケーブル→カメラ

ＮＡＳ（別売）は長期録画を
行う際に設置します。

Viewlaを接続しよう!

●すぐにお使いいただくための簡単なガイドです。詳細な取扱説明書は、ソリッドカメラHP （https://www.solidcamera.net/）にてダウンロードいただけます。

スマートフォン・タブレットからの設定パソコンからの設定

＊中面のSTEP４の手順で設定画面を
　表示させます。
※Wi-Fi接続する場合でも、一旦LANケーブルを
接続していただく必要があります。

※LANケーブルが挿入されたままでは、
Wi-Fi通信が開始されません。

■LANケーブルでの接続

■Wi-Fi（無線）での接続 ※設定にはアプリケーションソフトが必要です。
　事前に次ページの手順にそってインストールしてください。

カメラ本体は図のように設置します。
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中面のＳＴＥP４の手順でWEB設定画面を表示
します。

用意するもの各部名称まず箱の中身を確認

Viewlaシリーズはインターネットに接続して使用
します。上りの回線速度が、カメラ1台につき
3Mbps以上の通信環境を推奨します。

Viewlaシリーズをかんたん接続するために必要
です。Wi-Fi接続する場合は、無線LANルーター
をご用意ください。

インターネット回線・プロバイダー契約

ルーター

Windowsパソコン
OS：Windows 8、8.1、10

③ID・パスワードカード②インストールCD①本製品

⑥ネジ・アンカー×2⑤LANケーブル
 （1.5m）

⑧電源延長コード
（1.5m）

⑦電源アダプター
（1.5m）

④インストールガイド

※LANケーブルが挿入されたままではＷi-Fi通信が
開始されません。

※暗号化キーは、お使いのルーターにより異なります。
※SSIDおよび暗号化キーは、ルーターの説明書
もしくは製造メーカーへご確認ください。

⑤カメラからLANケーブルを抜き、カメラの
LEDランプが、赤：点灯、青：高速点滅にな
ることを確認します。

④〈テスト成功〉と表示されたら［OK］をクリッ
ク、前の画面に戻り［設定］をクリックします。

③Wi-Fi設定画面に戻ります。暗号化キーを
入力し、［Wi-Fiテスト］をクリックします。

②利用可能な無線アクセスポイント（SSID）が
リスト表示されます。接続するアクセスポイ
ントをクリックします。

①メニューより、ネットワーク→Wi-Fi設定と
進み、［Wi-Fi検索］をクリックします。

※Wi-Fi接続する場合でも、一旦LANケーブルを
接続していただく必要があります。

①Wi-Fiの設定をONにします。

②接続するアクセスポイント(SSID)を
選択します。

③Wi-Fi暗号化キーを入力してください。

④カメラからLANケーブルを抜き、カメラ
のLEDランプが、赤：点灯、青：高速点
滅になることを確認します。

microSDカード
スロット

レンズ

赤（ステータス）
LED

青（ネットワーク）
LED

マイク

天井取付穴

壁取付穴

ブラケット取付穴

ブラケット
取付穴

アンテナ
リセットボタン

LANポート電源ジャック

本体のリセットボタンは
カメラの電源を入れた状態で
3秒以上 長押ししてください。

カメラID・パスワードカードは
カメラの箱に同梱されています。

（裏面）映像表示用パスワード

リセットボタン

OK

Wi-Fiテスト状況

テスト成功ステータス

テストに失敗した場合は、設定を確認してください

64bits（10hex digits）

0012×××××

TKIP

設定 IPアドレス Wi-Fiテスト Wi-Fi検索

SSID

セキュリティモード

WEP記号化

WEPキー

WPA暗号化

WPA-PSKキー

なし WPA（2）-PSK（WPAparsonal）WEP

Wi-Fi機能有効 Wi-Fi機能有効

Wi-Fiセキュリティ設定

0012×××××

TEST

64bits（10hex digits）

0012×××××

TKIP

設定 IPアドレス Wi-Fiテスト Wi-Fi検索

SSID

セキュリティモード

WEP記号化

WEPキー

WPA暗号化

WPA-PSKキー

ネットワーク

映像
スケジュール
管理

設定情報

▲

有線設定▲

Wi-Fi設定▲

高度な設定
なし WPA（2）-PSK（WPAparsonal）WEP

Wi-Fi機能有効 Wi-Fi機能有効

Wi-Fiセキュリティ設定
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設定完了後、カメラのLEDランプが
「赤：点灯、青：高速点滅」となれば、
正しく接続されています。

ルーター

NAS

microSDカード

microSDカード（別売）は比較的短
期間の録画を行う際に使用します。
SDXC 64GBまで対応しております。
Class10以上のものをご利用ください。

インター
ネット

■パスワード初期設定
管理者パスワード（設定変更時に使用） 映像表示パスワード（映像表示に使用）

初期値 ユーザー名「admin」
パスワードなし ID・パスワードカードに記載

忘れた場合 本体のリセットボタンを押す
設定を確認（※下記参照）
もしくは本体のリセットボタンを押す

リセットボタンを
押した場合

初期値に戻る
(ユーザー名：「admin」、パスワード：なし)

ID：変更なし
パスワード：「ipcam」に変更

カメラの名前の下にあるボタン→設定→
カメラ設定→ネットワーク→
Wi-FiネットワークよりPCと同様の設定が
可能です。

OK

使用可能SSID プロパティー
dir615-11n
Fujikin
Luminlite
001601981C6C
TEST

54Mbps WPA
54Mbps WPA
54Mbps WPA
54Mbps WPA
54Mbps WPA

検索に失敗した際は、アンテナやアクセスポイントの位置を確認して下さい。
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窓辺
モバイル

カメラリスト 移動

カメラID/パスワード ストリーム設定 ビデオ カメラ設定 アラーム通知

ユーザー名
パスワード
パスワード確認

録画再生パスワード

admin

●●●●●

管理者 更新キャンセル

0012×××××

情報
ネットワーク
スケジュール
管理者
ログイン
日時

設定

アラーム通知

ID：0012×××××

ストリーム設定
ビデオ設定
カメラ設定

窓辺

窓辺

カメラリスト グループリスト

窓辺

戻る

録画再生

スケジュール

設定

ローカル録画再生

管理者

再起動

アップデート

日時設定

LED制御

ログイン admin

××××

ログイン 更新

視聴用パスワード

パスワード確認

パスワード

ユーザー名

カメラ設定

情報

ネットワーク

スケジュール

管理者

録画上
の注意

定期的な録画の確認と交換を
前提とした運用をお願いします。

■microSDカードは消耗品であり耐用回数が決まっています。書き込めなくなった場合は寿命ですので交換してください。
■万一のデータ消失に備え、必要なデータはバックアップを取ることをお勧めします。
■カメラの使用中にデータが消失した場合、データなどの保証は一切の責任を負いかねます。
■ご使用のmicroSDカードの種類によっては、保存できるファイル数やフォルダー数に上限数があります。
そのため、頻繁に人通りや動きがある場所で動体検知や人体感知での録画を行うと、容量が余っていても録画が停止する恐れがあります。

iPhone/Android iPadパソコン
オートサーチのカメラIDの上で右クリック
→WEB設定（管理者パスワード入力）
→映像→映像設定→映像表示パスワード

映像

タップ

映像設定

カメラリスト→カメラの名前の右側にある       →設定→

カメラ設定（管理者ユーザー名・パスワード入力）→管理者→ログイン→視聴用パスワード

カメラリスト→ 　マークより設定メニュー
→カメラ設定（管理者パスワード入力）
→管理者→ログイン→録画再生パスワード

IPカメラID
映像設定

映像表示パスワード ●●●●●
001-×××-×××

回線速度 1.2Mbps

オートサーチ
0012× WEB設定

右クリック

Copyright(c) Solid-corporation All Rights Reserved.

お問い合わせの際はカメラIDを
電話サポートにお伝えください。

困ったときはソリッドカメラで検索！
よくある質問・FAQ検索のほかより詳しい取扱説明書を
ダウンロードいただけます。

安全上のご注意
◆本製品は室内専用です。室外では使用しないでください。
◆水滴や塵のかかる状態や温度の高いところで使用しないでください。
  （対応環境：温度0～50℃、湿度20～80％）
◆油汚れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
◆水洗いや分解、改造はしないでください。
◆周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
◆電源アダプターは、付属品以外の使用や、電源アダプターコードを
加工しないでください。

検索ソリッドカメラ

タップ

タップ

タップ

タップ

タップ

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけない場合がございます。

0570-00-7654
●ソリッドカメラお問い合わせ窓口 

受付
時間

9：00～12：00/13：00～18：00
（土日祝、夏期休暇、年末年始を除く）

⑨カメラ作動中
ステッカー

カメラ ID 00123××××
パスワード ●●●●

映像表示用パスワード

カメラID 00123××××
パスワード ●●●●

映像表示用パスワード

SD NAS

赤 ： インターネット接続状況の表示です。正常の場合は点灯。
　  正常にインターネットに接続ができていない場合は低速点滅。
青 ： LAN接続状況の表示です。正常の場合は映像パケット信号の送受信に応じて点滅。

赤：消灯
青：消灯

赤：点滅
青：消灯

赤：低速点滅
青：点滅

●LANケーブルが接続されて
いない

●カメラには接続されているが、
一方が接続されていない

●LANケーブル自体が不良 
●LANケーブルを接続した
通信機器側に問題がある

●ルーターに接続されているか
●ルーターのDHCPはONか

LANケーブルの接続に
問題●電源が入っていない

●LED消灯設定になって
いる

正常時 赤：点灯、青：高速点滅です。

エラー時

※ソリッドカメラHPの［お客様サポート］内［故障かな？と思ったら］の［カメラオフライン］
→［カメラ本体のLEDランプの確認］にも詳しく掲載しております。

●初期値は常時、循環録画（上書）の設定です。
カメラ本体にmicroSDカードを挿入すると、自動的に録画を開始します。
安定録画のためには、書き込み速度の速いClass10以上のカードをご利用ください。
より長期間の録画については、NAS（ネットワーク対応HDD）のご利用をお勧めいたします。

■よくある質問
●microSDカードは、比較的短期間の録画保存に適しており、64GBのもので約2週間録画できます。
※ソリッドカメラHPの［お客様サポート］内［よくあるご質問］の〈Q238：microSDカードの注意点は
何ですか。〉にも詳しく掲載しております。

【microSD録画について】

【LEDランプについて】

LANケーブルは接続さ
れてるがネットワーク回
線が無効（Check!）

（Check!）

（Check!）
【カメラを上下左右に動かすことができない場合】
●現在ご利用中のアプリを最新版にアップデートしてください。
※以前のバージョンでは、上下左右の動作等、一部の機能がご利用いただけません。
上記操作後も改善しない場合は、ソリッドカメラＨＰの［お客様サポート］内［故障かな？と思ったら］の
　［Viewla本体のトラブル］→［レンズが動かない］をご覧ください。

【映像がスムーズに見られない場合】
●回線速度の不足等でスムーズに映像が視聴できない場合は、画質を落とすことで改善する可能性
がございます。詳しい設定方法は、ソリッドカメラＨＰの[ダウンロード］内［IPC-05ProⅡ]の[資料]→
　［解像度の変更方法］をご覧ください。

■映像表示パスワードの確認手順
●パスワードの確認および変更はカメラと同一ネットワーク内に接続された端末からのみ可能です。
●スマートフォン・タブレットから無線ルーターへの接続方法は、各端末の説明書をご覧ください。
※パスワードの変更方法はソリッドカメラHPの［ダウンロード］内［IPC-05ProⅡ］の［資料］→［視聴用パスワードの変更方法］に掲載しております。

［ H P ］ https ://www.solidcamera.net/
［E-mail］ info@solidcamera.net



①カメラリストの右端　  マーク
をタップし、メニュー画面を開
きます。各メニューから様々な
設定を行なうことができます。

カメラ ID 00123××××
パスワード ●●●●

映像表示用パスワード

ビデオ設定

ビデオ

夜間コントロール

パン・チルト操作許可
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カメラリスト 移動

名前
カメラID
パスワード

窓辺
0012×××××
●●●●

カメラの追加 実行キャンセル

設定情報

ネットワーク

映像

スケジュール

管理

言語：日本語

1024×768

10tps

画質優先

5（標準）

3

高

カラー

ビデオフリップ

設定

解像度

フレームレート

優位順位

明るさ

鮮明さ

暗い場所での感度

カラー

ビデオフリップ

映像

スケジュール

管理
言語：日本語

▲

映像表示

▲

映像設定

▲

モバイル設定

▲

夜間モード制御

屋外映像 屋内映像 日差しの強い屋内

照明周波数60Hz 照明周波数50Hz

音声有効 音声無効

映像に日時を表示する 表示しない

設定

アラーム通知

ID：0012×××××

ストリーム設定
ビデオ設定
カメラ設定

窓辺

ビデオ設定 更新

ビデオフリップ

日時表示

優先順位

場所

暗い場所での感度

鮮明さ 3

高

屋内（60Hz）

画質優先

ユーザー名

管理者ユーザー名と管理者パスワードを
入力してください。

パスワード

OKキャンセル

認証

カメラリスト
窓辺 ダブル

クリック

Windowsパソコン iPad

①ソリッドカメラのＨＰ（http://www.solidcamera.net/）より
　インストーラーをダウンロードしてインストールします。

②完了後、デスクトップのアイコンをダブルクリックすると

「CamView」が起動します。

App Storeで「mCamViewHD」のアプリ
を検索してインストールします。
※別途、Apple ID・パスワードが必要です。

App Store mCamViewHD

視聴用アプリをインストールしよう

カメラを登録して、映像に接続しよう

視聴用アプリをインストールしよう

※CamViewを初めて起動する際、セキュリティーソフトが反応する
ことがあります。案内に従って、ブロックを解除してください。

完了後、追加されたアイコンをタップすると
アプリが起動します。

●カメラリストへの登録は、カメラのIDとパスワードが必要です。ID・パスワードカードを用意してください。
※名前は自由に決められます。「レジ上」や「玄関」など、どこに設置したか分かるような名前を付けておくと便利です。

③追加されたカメラをダブルクリックすると映像に
接続できます。映像表示後、左下の方向ボタンで
カメラを上下左右に動かすことができます。ズーム
はマウスのホイールで行います。

※カメラ名の左横のアイコンはカメラの接続状況を表します。
緑色：オンライン（視聴可）
赤色：オフライン（視聴不可）カメラの電源や通信、

接続が正常ではない。

①画面左下のオートサー
チ欄のカメラIDを右ク
リックし［WEB設定］
を起動します。

①カメラリストの◯マークをタップし、カメラ
の設定ページを開きます。各メニューから
様々な設定を行うことができます。

各種設定をしよう
各種設定をしよう

●管理者パスワードの初期設定はユーザー名：admin  パスワードは、なし（空白）です。

カメラと同じネットワーク内のパソコンからアクセスします。
②ログイン画面が表示さ
れたら、管理者ユー
ザー名・管理者パス
ワードを入力し［OK］
をクリックします。

③WEB設定画面が開き
ます。左側のメニュー
から様々な設定を行う
ことができます。

ID・パスワードの編集で、〈管理者パスワード
を保存〉を有効にしておくと、次回から入力を
省略できます。

②設定を変更したら、最後に［更新］をタップ
して内容を確定します。その際、パスワード
の入力を求められますので、管理者ユーザー
名・管理者パスワードを入力し［OK］をタッ
プします。

▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180°反転させたい

▼映像の上下反転 ●カメラ映像を180°反転させたい

※ソリッドカメラHP内の［ダウンロード］→［資料・販促物］→［映像フリップ（上下反転）設定方法］にて
手順の詳細をご確認いただけます。

①画面左上の［カメラリスト］の文字上で右クリック
し［新しいカメラを追加］を選択します。

②入力ウィンドウが開いたら、〈名前〉〈カメラID〉
〈パスワード〉を入力し［OK］をクリックします。

③リストに追加されたカメラ映像をタップするとカメラに接続できます。映像表示後、
映像上を指でスライドさせれば、カメラの向きの操作やデジタルズーム（最大４倍）が
できます。

①画面左上の［＋］（カメラ追加）ボタンを
タップし入力画面を開きます。カメラを登録して、映像に接続しよう

カメラリスト

フォルダカメラを再生
接続状態を更新
新しいカメラを追加
新しいフォルダーを作成

新しいカメラを追加
名前：
カメラID：
パスワード：

窓辺

OK キャンセル

0012×××××
●●●●

右クリック タップ

カメラの追加

QRコード読取

または
手動入力

キャンセル

カメラ操作ボタン

オートサーチ
0012× WEB設定

右クリック

クリック

ユーザー名
パスワード
資格情報を記憶する

ユーザー名

パスワード

OKキャンセル

認証

窓辺
モバイル

カメラリスト 移動

タップ

タップ

タップ

ON

タップ

①画面左の［映像］をクリ
ックします。
②画面下の〈ビデオフリッ
プ〉を［ビデオフリップ］
に変更します。
③画面最下部の［設定］を
クリックします。
④〈設定が保存されまし
た新しい設定が有効に
なりました〉と表示され
たら設定完了です。

①画面右上のメニュー
から［ビデオ］をタップ
します。
②［ビデオ］をタップします。
③画面下部の〈ビデオフリ
ップ〉をONに変更し、
左上の［更新］をタップ
すると設定完了です。

カメラID/パスワード ストリーム設定 ビデオ カメラ設定 アラーム通知

ビデオ

ビデオ

制御

カメラ情報

カラー
明るさ
鮮明さ
暗い場所での感度
場所
優先順位
日時表示
ビデオフリップ

カラー
5（中）
3
高

屋内（60Hz）
画質優先

CamView
※インストーラーは付属のCDにも収録しております。

iPhone / Android

ON

タップ

タップ

タップ

入力

手動入力 実行

カメラの名前

カメラID

視聴用パスワード

窓辺

0012×××××

●●●●

管理者パスワードを保存

タップ

タップ

カメラの追加

手動入力

ローカルサーチ

Smart Wi-Fiセットアップ

QRコード読取

タップ

①設定ページの［ビデオ設定］
をタップします。

②［ビデオ］をタップします。

画面の説明

【iPhoneの場合】 【Androidの場合】

③各種設定を変更する場合やカメラ
設定を開く場合、認証画面が表示
されますので、管理者ユーザー名
と管理者パスワードを入力し
［OK］をタップします。

③画面下部のビデオフリップ
をONに変更し、画面右上
の［更新］をタップします。

Viewla

Playストアで「Viewla」のアプリを検索して
インストールします。

②画面右側の　　 ［設定］をタップ
すると設定ページが開きます。

窓辺

戻る

録画再生

スケジュール

設定

ローカル録画再生

〈メニュー画面〉

●録画再生
SDカード録画、
NAS録画、タイム
ラプス録画の再生
ができます。またロ
グ情報も確認でき
ます。

●設定
設定メニューを開
けます。回線速度
や映像の設定、ネ
ットワーク、録画等
の設定ができます。

●管理者パスワードの初期設定は
ユーザー名：admin  パスワードは、なし（空白）です。

App Storeで「Viewla」のアプリを検索して
インストールします。

Ver.2105

001-2××-×××

PlayストアApp Store

カメラリスト グループリスト

タップ

窓辺

カメラリスト グループリスト

タップSD NAS

窓辺

カメラリスト グループリスト

タップ SD NAS

②［QRコード読取］をタップし、ID・パスワードカードにあるQRコードを読み取ります。
   〈カメラの名前〉を任意のものに変更し、［実行］をタップします。

③リストに追加されたカメラのアイコン
をタップするとカメラに接続できます。
映像表示後、映像上を指でスライドさ
せれば、カメラの向きの操作やデジタ
ルズーム（最大4倍）ができます。

窓辺

戻る

録画再生

スケジュール

設定

ローカル録画再生

※別途、Googleアカウント・パスワードが必要です。※別途、Apple ID・パスワードが必要です。

Viewla

スマホやタブレットで
QRコードを読み取り
ます。　

カメラ ID 00123××××
パスワード ●●●●

映像表示用パスワード

iPadで
QRコードを
読み取ります。　　

タップ

②［QRコード読取］をタップし、ID・パスワードカードにあるQRコードを読み取ります。
〈カメラの名前〉を任意のものに変更し、［実行］をタップします。

タップ

①カメラリストの上部にある
［+］ボタンをタップします。

●ローカル録画再生
端末本体に録画されたファ
イルを再生することができ
ます。

●スケジュール
Eメール通知や録画のスケ
ジュールの作成、編集、切
替ができます。

●戻る
カメラリスト画面に
戻ります。

端末に録画します。 赤く光っている間は録画中、
再度押すと録画停止します。

スナップショットを撮ります。
押した瞬間の映像を画像として保存します。

タイムラプスとは数秒に１枚撮影される画像を、動画のように高速再生する
機能です。録画ファイルはmicroSDカードに保存されます。
タイムラプス録画を使用する際は、SDカード録画を使用しないでください。

タイムラプス録画について

映像再生中の画面のアイコンの役割

オートアップデート機能とは、カメラのファ
ームウェアがリリースされた際に、かんたん
に更新ができる機能です。
Viewlaアプリでライブ映像を視聴する際、
以下のような更新を促すメッセージが表示
され、それにしたがって進むとファームウェ
アの更新がかんたんに行えます。

OKキャンセル

新しいファームウェア
新しいファームウェア v◯◯◯◯◯◯
が利用可能です。すぐに更新しますか？

Viewlaアプリのオートアップデート機能


