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１．アカウント設定

①

④

スマホで専用アプリ「SC-Cloud」
をインストールします。
（AppStore または PlayStore から）

登録したメールアドレスに届いた
認証メールを開き、記載の URL か
らログインします。
これでアカウント登録は終了です。

②

⑤

インストールしたアプリを開いて
新規登録をタップします。

登録したアカウントでログインし
ます。

③

任意のメールアドレスとパスワー
ドを入力します。
※パスワードはローマ字の大文字・
小文字と数字を組合せて下さい。
※メールアドレスは 30 文字以内で
設定してください。

▼パソコンビューワーで見る場合▼
http://cloud.secu.jp/
作成したアカウントとパスワー
ドでログインします。
「5. パソコン版操作方法」参照

■クラウドカメラ接続の注意点
・ クラウドカメラの使用にはインターネット環境が必須です。IP カメラのようなルーターのローカルエリア使用は不可です。クラウドサービスを使用
しない、SD カード録画の場合においても同様です。

・ カメラ 1 台あたり上り回線 (500Kbps ～ 1Mbps) の常時接続が必要なため光回線がおすすめです。カメラとルーター間は有線 LAN 接続がおすすめです。
・ CX シリーズはカメラのケーブルにあるイヤホンジャックにイヤホンまたはスピーカーを接続すると、音声ガイダンスが流れます。（CV シリーズはそ
のままでガイダンスが流れます。） ※大きな音で案内が流れますのでご注意ください。

・ SD カードを使用する場合は、先に SD カードを挿入してからカメラの電源を入れてください。カメラの電源が入った状態で SD カードを挿入すると、
SD カードを認識しない場合がございます。また、64GB 以上の SD カードを使用する場合はフォーマット作業を行ってください。（SD カードの項目に
ある「フォーマット」をタップ）

・ 接続がうまくできない場合、スマートフォンのネットワーク状態が原因の可能性があります。使用するスマートフォンを変えるか、ネットワークの
環境（Wi-Fi、4G、LTE）を変えると改善することがあります。

・ 初期設定時や、新しい端末からカメラにログインした時、画面に以下のメッセージが表示される場合がありますが、キャンセルしてください。

■カメラレンズの状態確認ランプについて
① 電源 ON 時 ⇒ LED が点灯
↓
② リセットボタン長押し ⇒ LED が消灯
↓
③ LED が点灯 ⇒ 再起動中
↓
④ LED が消灯 ⇒ 再起動中（本体からカチッカチッと音がします）
↓
⑤ LED が点滅 ⇒ 設定待機状態

【CX シリーズ】

【CV シリーズ】

※故障の原因になるため、LED が点滅状態（設定待機中）以外の時にリセットボタンを押したり、カメラの電源を抜かないでください。
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２．カメラの追加

※文中の

■「有線接続」

①

カメラの電源を入れる前に、カメラ
に LAN ケーブルを接続します。

②

はカメラの音声ガイダンスの内容です。

電源を入れ、カメラの立ち上がり
完了 ( 約 1 分 ) 後、再起動します。

③

CX の場合︓SD カード挿入口を開けた所に
あるボタンを長押し。
CV の場合︓カメラ裏側にある黒いボタン
を長押し。

【CX シリーズ】 【CV シリーズ】

再起動（約 1 分）が完了したら、
スマホ画面の「カメラの追加」→
「カメラ」をタップします。

【CX シリーズ】 【CV シリーズ】

※リセットボタン長押しの後
「リセットしました。再起動するまで
お待ちください。」

「接続済」
④ 「有線接続」をタップ→
⑤
をタップ→「カメラ再起動完了」を
タップします。

QR コードを読み込みます。
CX の場合︓ID カード、外箱に
貼ってあるシール
CV の場合︓本体裏面

※再起動 ( 約 1 分 ) 後
「有線 LAN 接続中です。しばらくお待ちください。」
→「サーバーに接続中です。」
→「有線 LAN 接続でカメラを追加してください。」

⑥

QR コードの読み込みが完了する
とカメラが登録されます。
※接続に失敗した場合は、再試行
してください。

※接続成功
「接続に成功しました。」
※接続失敗
「ルーターに接続失敗しました。もう一度お試し
ください。」

※環境によって 15 秒～ 60 秒ほど要します。

■「有線接続」からの Wi-Fi 接続切替
有線接続でカメラ登録後、環境設定 ②
① （トップ画面右上の歯車アイコン
)を
タップします。

④

Wi-Fi ネットワークの項目に、選択
した Wi-Fi が表示されているか確認
します。

⑤

※Wi-Fi 接続をご希望の場合、カメラ設置前にあらかじめルーター
の近くで有線接続を行った後、本手順に沿って Wi-Fi 接続に切替
することをおすすめします。

下部スクロールして「Wi-Fi ネッ
トワーク」をタップします。

カメラから LAN ケーブルを抜き、
カメラの電源を入切します。

③

使用する Wi-Fi を選択し、Wi-Fi の
パスワードを入力して「接続済」を
タップします。

⑥ カメラ再起動後、Wi-Fi でカメラが
接続されます。
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■「無線接続（QR コード読込）」

①

電源を入れ、カメラの立ち上がり
完了 ( 約 1 分 ) 後、再起動します。

※文中の

②

再起動（約 1 分）が完了したら、
スマホ画面の「カメラの追加」→
「カメラ」をタップします。

CX の場合︓SD カード挿入口を開けた所に
あるボタンを長押し。
CV の場合︓カメラ裏側にある黒いボタン
を長押し。

はカメラの音声ガイダンスの内容です。

コード読込み」をタップ→「カ
③ 「QR
メラ再起動完了」をタップします。
※予め、スマートフォンの Wi-Fi
設定をカメラで使用するルーターの
Wi-Fi にしてください。

【CX シリーズ】 【CV シリーズ】

※リセットボタン長押しの後
「リセットしました。再起動するまで
お待ちください。」

④

ルーターの SSID が表示されます
ので、ルーターのパスワードを入
力します。

※再起動 ( 約 1 分 ) 後
「スマートフォンで Wi-Fi 設定をしてください。」

⑤

Wi-Fi の QR コードが作成されます
ので、カメラのレンズに QR コード
をかざし、読み込ませます。
読み込みが成功するとカメラから
「ピッピッ」と音がします。

⑥

追加が完了したら、「完了」を
タップして終了です。

※QR コード読み込み後
「Wi-Fi 接続中です。しばらくお待ちください。」
↓
「サーバーに接続中です。」
↓
「接続に成功しました。」

■「無線接続（Wi-Fi 接続）」

①

電源を入れ、カメラの立ち上がり
完了 ( 約 1 分 ) 後、再起動します。

※文中の

②

CX の場合︓SD カード挿入口を開けた所に
あるボタンを長押し。
CV の場合︓カメラ裏側にある黒いボタン
を長押し。

再起動（約 1 分）が完了したら、
スマホ画面の「カメラの追加」→
「カメラ」をタップします。

はカメラの音声ガイダンスの内容です。

設定」をタップ→「カメラ
③ 「Wi-Fi
再起動完了」をタップします。

※予め、スマートフォンの Wi-Fi
設定をカメラで使用するルーターの
Wi-Fi にしてください。

【CX シリーズ】 【CV シリーズ】

※リセットボタン長押しの後
「リセットしました。再起動するまで
お待ちください。」

④

ルーターの SSID が表示されます
ので、ルーターのパスワードを入
力します。

※再起動 ( 約 1 分 ) 後
「スマートフォンで Wi-Fi 設定をしてください。」

⑤

カメラがルーターの Wi-Fi を検索
します。

⑥

追加が完了したら、「完了」を
タップして終了です。

※検索中
「Wi-Fi 接続中です。しばらくお待ちください。」
↓
「サーバーに接続中です。」
↓
「接続に成功しました。」
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３．クラウド契約プランご利用方法

①

スマホアプリ「SC-Cloud」にログ
インし、右上の「環境設定」アイコ
ンをクリックします。

② 「クラウドサービス」または「SC
③ 「チャージ」または「有効化」ボタン
-Cloud プラン」をクリックしま
をタップし、20 桁のチャージコード
す。
※機種により文言が異なる場合が
ございます。

（プリペイドカード番号）を入力しま
す。「確認」をタップして完了です。

⑥
※チャージコード（プリペイドカード番号）は、クラウドサービスご購入後、メールにてお送りさせて頂いております。
システム上、1 年間 1 コードの入力が必要となりますので、お手数ですが、3 年契約の場合は、3 つのチャージコード（プリペイドカード番号）
をご入力ください。3 年契約の場合は、録画プランの有効期限が 3 年後になっていればチャージ完了です。

４．スマホアプリ「SC-Cloud」の操作方法
■ トップ画面

ライブ（スマホ）

カメラ一覧に戻る

全画面表示
環境設定

お気に入り一覧へ
タイムバー

検知録画一覧へ

グレー︓普通録画
オレンジ︓動体検知録画
ブルー︓音声検知録画

パンチルト操作画面へ
※CX シリーズは表示
されません。

タイムバーは
ピンチイン・
ピンチアウトで
時間帯の表示調
節ができます。

↓
↑
ピンチイン

↑
↓
ピンチアウト

再生日付選択
静止画の撮影

マイク機能
音声の ON・OFF

CX シリーズ︓イヤホン
ジャックにスピーカーを
取り付けると使用可能。
CV シリーズ︓スピーカー
内蔵です。
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■ トップ画面

録画（スマホ）
全画面表示

カメラ一覧に戻る

環境設定

お気に入り一覧へ
検知録画一覧へ

タイムバーのスワイプで
録画記録の移動ができま
す。

ライブ映像へ
再生日付選択
スワイプ

音声の ON・OFF

静止画の撮影

クリップ選択

■ ズーム、パンチルト機能（スマホ）

・ズーム機能

画面をピンチアウトすると、ズームできます。

↑
↓
ピンチアウト

・パンチルト機能

※CV シリーズのみ

矢印を押し続けると、
上下 120°
左右 355°
首振りします。

位置を設定しておくと
ボタン一つで設定した
位置に戻ります。
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■ 環境設定（スマホ）

カメラ名称の変更
タイムゾーンの設定

カメラのオン / オフ
自動オン / オフの設定

・クラウドサービスプランの確認
・サービス有効期限の確認
・プリペイドカード情報入力
（プランの申し込み）

・SD カード情報
・SD カードの初期化
録画モードの設定
録画しない / 警報録画 / 連続録画
録画場所の設定
クラウド /SD カード

画質の高 / 低

通知設定
・音声 / 動き
・通知スケジュール
・スマホプッシュ通知のオン / オフ

警報ブザーのオン / オフ
カメラマイクのオン / オフ

赤外線のオン / オフ
画像反転
Wi-Fi ネットワーク情報
その他カメラ情報

カメラ削除
誤操作でのカメラ削除
には十分にご注意くだ
さい。

カメラ再起動
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■ 動画の保存、ダウンロード（スマホ）

①

名前と保存期間を設定して
② 「お気に入り」に保存します。

トップ画面の「クリップ」を
タップします。

③ 「お気に入り」を開きます。

ストレージ残量

④ 「ダウンロード」をタップすると
スマホに動画を保存できます。

※動画の保存、ダウンロードの注意
・録画記録のダウンロードは無制限に行えますが、一旦
「お気に入りボックス」へ切り取ったクリップを保存する
必要があります。
・お気に入りボックスの保存容量は「1 時間」のため、ダウ
ンロード後、お気に入りボックスの保存容量がいっぱいに
ならないように、ボックスにあるダウンロード済みクリッ
プの削除作業が必要となります。

■クラウドカメラ操作の注意点
・以下の表示が出ている場合、クラウドサーバーとカメラが通信を行っておりません。
その場合、以下の方法をお試しください。
１．カメラの電源が入っているか確認する。
２．カメラとルーターを再起動する。
３．無線接続で同症状が頻発する場合は、
有線接続に切替えて使用する。

・カメラは機能向上の為、不定期にバージョンアップを行います。
以下のメッセージが表示された場合は、カメラを更新してください。

ダウンロード中

インストール中

更新中

※更新には約 3 ～ 5 分かかります。その間モニタリングはできません。
※「更新中」が 5 分以上続く場合は、一度ログアウトしてから再びログインしてみてください。
※故障の原因となるため、更新中はカメラの電源を抜いたり、カメラを再起動したりしないでください。
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５．パソコン版の操作方法
パソコンでクラウドカメラの映像を確認するには、http://cloud.secu.jp/ へアクセスし、
作成したアカウントとパスワードでログインします。

■ トップ画面

ライブ（PC）
カメラ一覧へ

検知録画一覧へ

お気に入り一覧へ

カメラのオン / オフ
環境設定
ズーム機能
※CX シリーズは表示
されません。

タイムバー

音声の ON・OFF

グレー︓普通録画
オレンジ︓動体検知録画
ブルー︓音声検知録画

クリップ選択
全画面表示

時間表示切替え

■ トップ画面

録画（PC）
カメラ一覧へ

検知録画一覧へ

お気に入り一覧へ

カメラのオン / オフ
環境設定
ズーム機能
※CX シリーズは表示
されません。
音声の ON・OFF
タイムバーをクリック
すると、録画記録の移
動ができます。

クリップ選択
ライブ映像へ

全画面表示

時間表示切替え
※数日前の録画映像を観たいときは、24 時間表示にすると早く見つけられます。
細かい時間帯を選びたいときは、表示を 1 時間・5 分に切り替えて下さい。
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■ 環境設定（PC）

通知設定
・音声 / 動き
・通知スケジュール
・スマホプッシュ通知のオン / オフ

・クラウドサービスプランの確認
・サービス有効期限の確認
・プリペイドカード情報入力
（プランの申し込み）

・カメラ情報
・ちらつき補正
カメラ名称の変更
タイムゾーンの設定
カメラのオン / オフ
自動オン / オフの設定
画質の高 / 低
カメラマイクのオン / オフ

検知エリアの選択

赤外線のオン / オフ

カメラ削除
誤操作でのカメラ削除には
十分にご注意ください。

画像反転
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■ 動画の保存、ダウンロード（PC）

①

トップ画面 ( 録画 ) の「クリッ
プ」をクリックすると、タイム
バーで範囲が選択できるので、
保存したい範囲を設定してから、
フォルダをクリックします。

クリップする範囲

④

名前と保存期間を設定して
② 「お気に入り」に保存します。

③ 「確定」をクリックし、保存が
できました。保存した録画デー

タは、画面上部の「お気に入り」
をクリックすると表示されます。

フォルダ

⑤ 「ダウンロード」をタップすると
パソコンに動画を保存できます。

クリップした録画データ一覧が表示されるので、
ダウンロードしたい動画をクリックします。

ストレージ残量

※録画記録のダウンロードは無制限に行えますが、一旦「お気に入りボックス」へ
切り取ったクリップを保存する必要があります。
※お気に入りボックスの保存容量は「1 時間」のため、ダウンロード後、お気に入り
ボックスの保存容量がいっぱいにならないように、ボックスにあるダウンロード済
みクリップの削除作業が必要となります。

■ Web サイト
会社 HP︓ https://secu.jp/

サポートページ︓ https://support.secu.jp/
暮らしを守る 信頼の防犯ブランド

■ お問合せ
電話︓ 050-3816-3999（設定・操作について）
050-3816-4001（故障・検品について）
受付時間 平日 10 時～ 18 時
メール︓ info@secu.jp
受付時間︓ 24 時間（お返事は平日のみの対応となります）

新鋭株式会社 / 防犯ステーション
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