
増設用ワイヤレスHDカメラ
WSC410C

保証書付

このたびは本製品を
お買い上げいただき
ありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

本製品は
「ワイヤレス HD カメラ & モニターセット
（WSC410S）」専用の増設用カメラです。

※	本製品単体ではお使いになれません。
※	当社製品「ワイヤレスフル HD	カメラ&	モニターセット
	 （WSC610S）」や、その他の製品にはお使いになれません。
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（※カメラに装着済み）

カメラ用 ACアダプター
（CS6D090060FJF）

【１個】

カメラ取付用ネジ、
コンクリートアンカー

【各３本】

取扱説明書
【１部】

セット内容

この製品は犯罪防止システム品
ではありません。空巣、強盗、
変質者の侵入等の犯罪による損
失、損傷等が発生しても、当社
は一切責任を負いませんのであ
らかじめご了承ください。

（コード長：1.8m）
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安全上のご注意
お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを
説明しています。	本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

 危 険 誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険が切迫して生じる可能性があるもの

 警 告 誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの

 注 意 誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

一般的な注意事項 水ぬれ禁止 接触禁止 指示を守る

一般的な禁止事項 分解禁止 ぬれ手禁止 プラグを抜く

 警 告
指定の電源で使用する

◇	必ず付属の専用 ACアダプターを使
用する。
他の機器のACアダプター等を使用すると
火災や感電の原因となります。

◇	付 属 の 専 用 AC ア ダ プ タ ー は
AC100V（50/60Hz）コンセント
を使用する。
100V 以外のコンセントに差し込むと、火
災や感電、故障の原因となります。

無理な力を加えたり傷つけない

◇	接続ケーブルなどを傷つけたり、加工
したり、無理に曲げたり、ねじったり、
重いものをのせたり、加熱したり（熱
器具に近づけたり）、引っぱったりしな
い。
電源ケーブルなどが傷んだときは（心線の
露出、断線など）お買い上げの販売店もし
くは工事店に交換をご依頼ください。その
まま使用すると火災・感電などの原因とな
ります。

通風孔をふさいだり、内部に金属類
や燃えやすいものなど異物を差し込
んだりしない
火災や感電の原因となります。

結露した状態で使用しない
故障の原因となります。
電源を切り、結露がとれた後に電源供給し直
してください。

ぬれた手でさわらない
感電の原因となります。

雷が鳴り出したら本体やコードに	触
れない
感電の原因となります。

分解、改造、修理はしない	
感電・火災・故障の原因となります。
故障した場合はご購入店に修理を依頼してく
ださい。

スピーカーを耳にあてない
難聴等の原因となります。

製品を包装しているポリ袋は、乳幼
児の手の届くところに置かない
頭からかぶると窒息など死亡の原因となりま
す。

お手入れは、電源プラグをコンセン
トから抜き、消灯後温度が十分下
がった後行なう
感電・やけどの原因となります。

使用に関する注意事項
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 警 告

異常があるときは、すぐに使用をや
める
次のような異常時は、ACアダプターをコン
セントから抜き、販売店・工事店、または弊
社カスタマーセンターに連絡してください。

◇	煙がでる、変な臭いがする
◇	内部に水や昆虫、物が入った
◇	異音が鳴る
◇	ACアダプターのコードや、本体の外
部が破損、劣化している
火災、感電、けが、故障の原因となります。

設置に関する注意事項

次の場所に設置しない

◇	強度の不足する場所、不安定な場所
落ちたり、倒れたりして、けがの原因とな
ります。

◇	継続的に振動が発生する場所（工事
現場など）
落ちたり、倒れたりして、けがの原因とな
ります。

◇	人や車両の通行の妨げになる場所
ぶつかったり、接触してけがや破損の原因
となります。

◇直射日光の当たる場所、熱器具の付
近や高温になる場所、湿気やホコリの
多い所
火災や感電、故障の原因となります。

◇浴室やシャワー室、プールなど湿気の
多い所
湿気や湯気による故障の原因となります。

◇塩害や腐食性ガスが発生する場所
取付部が劣化し、落下によるけがや事故、
故障の原因となります。

◇可燃性ガスの雰囲気中
爆発によるけがの原因となります。

◇	可燃物のそば
・わらぶき屋根の軒下
・ベランダ等、洗濯物や布団などが製品に
触れる場所
・風により可燃物が飛んできてこの製品を
おおうおそれのある場所
火災の原因となります。

設置、点検時は次のことに注意する

◇	設置・配線・点検時は電源を切ってか
ら行なう。
感電やショート・誤配線による火災の原因
となります。

◇	足場と安全を確保し、強風、雨、嵐、雪、
霧などの天候が悪い日や暗い所では、
危険なので設置工事や点検をしない。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となり
ます。

◇	本体や部品、工具類を落としたり、強
い衝撃を与えない。
けがや故障の原因となります。

 注 意
距離が離れていたり、300m 以内
でも、間に次のような障害物が存在
したり、環境により、電波が弱くなっ
てブツブツ音、通話の途切れが起き
て使えないことが	あります

●	障害物
・	金属製のドアや雨戸　・複層ガラスの窓
・	アルミ箔入りの断熱材が入った壁　
・	壁を何枚も隔てたところ　
・	コンクリートやトタン製の壁

●	環境
・	テレビ、ラジオ、携帯端末の電波塔が近
くにある場合。

・	テレビ、ラジオ、パソコン、ＦＡＸ、電
波式送信機や受信機など電波を発生し
ている家電製品やその他のＯＡ機器が近
くにある場所。

・	カメラ、液晶モニターをそれぞれ別の階
や家屋等で使うとき。

お手入れの注意
ベンジンやアルコール、シンナー等は使わず、
乾いた布で乾拭きしてください。
溶けたり、変形、変色の原因となります。

定期的に点検する
取り付けがゆるんだり、取付装置やネジがさ
びると、落下による破損、けがの原因となり
ます。
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◇	ケーブル類は正しく配置する。
引っ掛けると落下や転倒によるけがや故障
の原因となります。

◇	組み立てや取り付けのネジやボルト
は、締め付け力（トルク）指定がある
場合はその力（トルク）で締め付け、
堅固に固定する。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因とな
ります。

◇	台風の後や積雪の後などは、取付装
置に緩みや異常が生じることがあるの
で注意する。
点検はお買い上げの販売店または工事店
にご相談ください。
そのままにすると破損して、けがや故障の
原因となります。

◇	取り付けたカメラにぶら下がったり、
無理な力を加えない。
落ちたりして、破損、けがの原因となります。

下記のような場所や条件では、人体
や医療機器等に影響を与える場合
があるため、取り付けない

◇	病院等の使用を禁止された区域
◇	医療用電気機器の近く	（手術室、集中
治療室等）

◇	自動ドア、火災報知機等の自動制御
機器の近く

◇	心臓ペースメーカーの装着部位から
22cm以内の位置
誤動作による事故の原因となることがあり
ます。

電源工事が必要な場合は、電気工
事が行える販売店か電気工事店に
依頼する
電気工事士の資格がない場合、電気工事をす
ることは、法律で禁止されています。

屋外コンセントは、防沫型を使用す
る
屋外で屋内用のコンセントを使用すると、漏
電や感電の原因となります。

コードをステップルなどで固定する
場合は、被ふくが変形しないように
固定する
ショートや断線により、漏電、感電、火災、
故障の原因となります。

取付後、しっかり固定されているか、
また、ときどきぐらつきがないか確
かめる
固定が不十分な場合、落下して、けが、感電、
故障の原因となります。
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使用上のお願い
防水性能について

本製品には、JIS 保護等級 IP65（耐塵・耐水型）
相当の防水性能がありますが、完全防水構造で
はありません。
多少の水に濡れても使用できますが、水没した
場合は故障するおそれがあります。
なお、ACアダプターには防水性能はありませ
ん。

2.4GHz帯無線製品使用時のご注意

本製品の電波周波数帯は 2.4GHzです。この
周波数帯は、医療機器・電子レンジなどの産業・
科学機器のほか、工場の製造ラインなどで使用
される移動体識別用の構内無線局（免許を要す
る無線局）および特定小電力無線局（免許を要
しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免
許を要する無線局）が運用されています。
◦	本製品を使用する前に、近くでこれらの無線
局が運用されていないことを確認してくださ
い。

◦	万一、本製品と他の無線局との間で有害な
電波干渉が発生した場合は、速やかに本製
品の使用場所を変えるか、使用を停止してく
ださい。

◦	電子レンジ、デジタルコードレス電話機、そ
の他 2.4GHz 帯の電波を使用する機器（無
線 LAN、Bluetooth® 対応機器、ワイヤレ
スオーディオ機器、ゲーム機など）の近くで
使用すると、通信が途切れたり、速度が遅く
なることがあります。そのような場合は本製
品の使用場所を変えるか、他製品の電源を
お切りください。

◦	本製品は、電波法に基づく工事設計認証を
受けていますので、無線局の免許は不要で
す。ただし、本製品を分解・改造することは
電波法で禁止されています。また、本製品
に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、
改ざん等は行なわないでください。
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各部の名称とはたらき

90° 90°

310°

360°

マイク

【側 面】

【正 面】

【底 面】

取付ブラケット

ペアリング登録ボタン

電源ケーブル（2m）

アンテナ

レンズ

赤外線LED

人感センサー（PIRセンサー）
照度センサー

スピーカー

調節ネジ③

調節ネジ②

調節ネジ①

調節ネジ
②で調整

調節ネジ
②で調整

調節ネジ
①で調整

調節ネジ
③で調整

カメラ角度調整範囲について

カメラの角度調整範囲は下図のとおりとなります。
必要に応じて各調節ネジをゆるめてカメラの角度・方向を調整してください。
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取り付けの前に（必ずご確認ください）

カメラを取り付ける前に…
必ず以下の手順に従って、液晶モニター（別売）*とのペアリング（登録）、

および映像が映ることを確認してください
* 別売のモニターは＜WSC410SのWSC410M＞です。

ペアリング（登録）が完了しないと使用することができません

1	アンテナを取り付ける
付属のカメラ用アンテナをカメラ側面にあ
るアンテナ接続端子に取り付けます。
※カメラ用アンテナはあらかじめカメラに
取り付けられています。

※	アンテナはネジ式です。ゆるんでいると
きはアンテナの根元部分を持ち、時計回
りに回してしっかりと取り付けてくださ
い。

2	カメラ用 ACアダプターを取り付ける
付属のカメラ用 ACアダプターのミニプラ
グ側を、カメラの ACアダプター接続コネ
クターに接続します。
コンセントプラグ側は家庭用コンセントに
接続します。

ミニプラグ

AC100V
コンセントへ

カメラ用ACアダプター
（CS6D090060FJF）

ACアダプター
接続コネクター

しっかり奥まで
差し込む

カメラ用アンテナ
アンテナ接続端子

memo
◦	カメラの ACアダプター接続コネク
ターは、雨水などが浸入しにくいよ
う、きつめに作られています。

	 接続の際は奥までしっかりと差し込
み、軽く引っ張っても抜けないこと
を確認してください。

ご注意
◦	ACアダプターは防水（防滴）仕様ではありません。水に濡れない場所で使用して
ください。

◦	カメラの ACアダプター接続コネクターは防水（防滴）仕様ではありません。コネ
クター部が屋外になる場合は必ず市販の自己融着テープ等を使用し、防水処理を
施してください。

カメラを準備する

 注 意

必ず付属の専用 AC アダプター
を使用する
他の機器の AC	アダプターを接続
すると、故障や感電等の原因となり
ます。
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DC 5V

RESET

DC IN 5V

モニター用ACアダプター
（CS12N050200FJF）

AC100V
コンセントへ

1	液晶モニター（別売）に専用 ACアダ
プターをつなぐ
接続のしかたについては液晶モニターに付
属の取扱説明書をご覧ください。

2	カメラと液晶モニターをペアリングする
液晶モニター側の操作が必要です。
詳しい操作のしかたについては液晶モニ
ターに付属の取扱説明書をご覧ください。

①	液晶モニターの一般設定から「カメ
ラ設定」を選び、「ペアリング」を
押す
ペアリング設定画面が表示されます。

②	登録したいカメラチャンネル番号	
（1～ 4 のうちいずれか）を押す
液晶モニターがペアリングモードにな
り、30 秒のカウントダウン画面が表
示されます。
※	カウントダウン中は他の画面は表示
できません。

③	30 秒以内にカメラ正面のペアリン
グ登録ボタンを押す
ペアリングに成功するとカウントダウン
表示が消え、約３秒後にカメラの映像
が表示されます。

■	複数台のカメラを登録する場合
	 手順①～③を繰り返してください。

memo
◦	ペアリングを行ないたいカメラと液
晶モニターを近くに置いてください。

◦	複数台のカメラを登録する場合、登
録は１台ずつ行なってください。

◦	登録は４台まで可能です。

カメラ設定

1 2 3 4

次のチャンネルにカメラをペアリング

ご注意
◦	登録したいチャンネルを間違えな
いようご注意ください。

ペアリング
登録ボタン

カメラをペアリング（登録）する
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3	映像が映ることを確認する
液晶モニターでカメラの映像が受信できる
ことを確認します。
※	複数台のカメラを接続している場合は映
像を切り替えて確認してください。

	 映像の切り替えかたについては液晶モ
ニターに付属の取扱説明書をご覧くださ
い。

4	カメラと液晶モニターを設置場所へ移
動し、映像が映ることを確認する
カメラ、液晶モニターのアンテナ方向を調
整するなどして、電波が良好に受信できる
場所かどうかを確認してください。

memo
◦	カメラの周囲が暗い場合、照度セン
サーが働き自動で夜間撮影モードに
切り替わります（映像は白黒になり
ます）。周囲が明るくなると夜間撮
影モードは自動で終了します。

memo
◦	映像がコマ送りになる、停止する等
の場合は、十分な電波が届いてい
ない可能性があります。設置場所の
変更を検討いただき、十分な電波
が受信できる場所であることを再度
確認してください。
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カメラを設置する

カメラを設置場所に固定する前に、仮設置の状態でもう一度映像および電波の受信確認を行なうこ
とをおすすめします。またその際、カメラの取付方向も併せて確認してください。
※	設置の際は直接外灯の光が当たらず、雨水などがかかりにくい軒下などに設置することをお勧め
します。また、人感センサー（PIR センサー）の人感検知範囲は約５m（検知角：約 60度）です。

ご注意
◦	強度の不足する場所、不安定な場所に設置しないでください。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

1	カメラを設置する場所を決める
取り付ける場所が決まったら、取付ブラ
ケットの穴位置（３ヶ所）に合わせてペ
ン等でマーキングしておきます。
※	設置面の寸法については「外形寸法」
（➡次ページ）を参照してください。

◆ コンクリート面に設置する場合
	 あらかじめ設 置 場所にφ 5.5 ～
6.0mm 程度の穴を開け、付属のコ
ンクリートアンカーを打ち込んでか
ら、カメラ取付用ネジで固定してくだ
さい。

2	取付ブラケットを設置面に固定する
付属のカメラ取付用ネジ３本で取付ブ
ラケットを設置面にしっかりと固定しま
す。

3	カメラ用 ACアダプターを接続し、
モニターで映像を確認しながらカメ
ラの角度・方向を調整する
取付ブラケット各部の調節ネジを少し
ゆるめて角度・方向を調整します。
調整が終わったら、ゆるめた調節ネジを
しっかりと締め付けます。

天井・壁・柱などの
設置面

設置面

カメラ取付用ネジ

取付ブラケット

コンクリートアンカー
（コンクリート面に設置する場合に使用します）

コンクリートアンカー
（コンクリート面に設置
する場合に使用します）

電源ケーブルの処理

設置面を
通さない場合

設置面を
通す場合

ブラケット位置の中心に
φ15mm程度の穴を
あけて配線を通します。

ブラケット裏面にある溝
（４方向）のいずれかに
配線を通します。

角度・方向の調整
調節ネジを適宜ゆるめて最適な角度・方向に調節します。
カメラの角度調整範囲については「カメラ角度調整範囲に
ついて」（➡6ページ）を参照してください。

ご注意
◦	カメラを落とさないよう、
しっかりと支えながら取り付
けてください。

カメラを取り付ける前に…必ずモニターに映像が映ることを確認してください。（➡7～9ページ）
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仕 様
外形寸法 （単位：mm）

■HDカメラ（WSC410C）
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規格特性

※	この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。
※	規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※	本製品は日本国内でのみ使用できます。FOR	USE	IN	JAPAN	ONLY.

保　証　書
●無料修理規定
１．本保証書は、お買い上げから下記保証期間内に故障した場合、無料修理規定により、当社が責任をもって無料修理を
　　行なうことをお約束するものです。（消耗部品は除く）したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの         
      （保証責任者）、およびそれ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。
２．保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタ
　　マーセンターにお問い合せください。なお、商品を直接当社へ送付した場合の送料などはお客さまのご負担とさせ
　　ていただきます。
　　また、保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにご相談く
　　ださい。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
３．保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求
　　めの販売店を通じて無料修理いたしますのでお申し付けください。
４．次のような場合には保証期間内でも有料修理となります。
　　①ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
　　②お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
　　③火災、地震、噴火、洪水・津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争・暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害、
　　　ねずみや昆虫、鳥など動物の行為による損傷、指定以外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障および損傷。
　　④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
　　⑤用途以外（例えば車両、船舶への搭載など）に使用された場合の故障および損傷。
　　⑥本保証書を提示・添付されていない場合。
　　⑦本保証書にお買上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
５．本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This Warranty is valid only in Japan.）
６．期間中の転居、贈答品、その他の理由によりお買い求めの販売店に修理が依頼できない場合には、当社カスタマーセ
　　ンターまたは当社営業所にご相談ください。
７．お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載
　　内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

型　　  番

ふりがな

（      　    ）
　　　－

電話

（       　   ）　　　　－電話

様

お 買 上 年 月 日 お買上日から

年　　　 月 　　　日 １　年　間
※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管ください。

ご住所・ご店名

保
証
期
間

ご
住
所

お
客
様

ご
販
売
店

お
名
前

WSC410C

5111

(1404)本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

0120-941-542カスタマ－センター
ホームページアドレス　http://www.dxantenna.co.jp/

携帯電話・PHS・一部のIP電話で左記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079
〔受付時間　9：30～17：00　夏季・年末年始休暇は除く〕

お昼時間も土･日･祝日もご利用ください！

型番 WSC410C
無線通信部
通信方式／変調方式 2.4GHz　FHSS/GFSK
データレート 4Mbps
映像方式 MPEG4
見通し通信距離 ［m］ 最大 300
カメラ
画素数 約 92 万画素	（1,280×720）
イメージセンサー 1/4 インチ	CMOS
視野角 ［度］ 水平	55
人感検知距離 ［m］ 5（検知角：約 60度）
検知方式 パッシブインフラレッド（PIR）方式
赤外線投光距離 ［m］ 12
最低被写体照度 ［lux］ Color：10.0／ IR	LED点灯時：0
防塵／防水性能 IP65
音声機能 マイク、スピーカー
最大カメラ台数 ［台］ 4
使用温度範囲 ［℃］ －20 ～＋40
電源電圧 ［V］ AC100	（50Hz/60Hz）
消費電力 ［W］ IR	LED点灯時	4.14	（DC9V/460mA）
質量 ［g］ 約 309
外形寸法（幅×高さ×奥行）［mm］78×78×224	（アンテナ部除く）
付属品
カメラ用アンテナ×1，カメラ取付用ネジ×3，コンクリートアンカー×3，
カメラ用 ACアダプター×1，取扱説明書×1


