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Automatic Pet Feeder
カメラ付き自動給餌器
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USB電源
アダプター×１

自動給餌器 付属品一覧

本体ボタン名称

カメラなしタイプ カメラ付きタイプ
USB電源

ケーブル×１

取扱説明書×１ 乾燥剤×１

製品を使用する前に必ずこのマニュアルをお読みください
（製品仕様により内容が異なります）

①リセットボタン
②給餌ボタン（Feed)
③録音ボタン（REC)
④再生ボタン（PLAY)

①給餌ボタン（Feed)
※長押しでリセットボタン
②カメラ
③録音ボタン（REC)
④再生ボタン（PLAY)

トップカバー 乾燥剤ボックス

フードタンク分離スイッチ

自動給餌装置（羽車部分）

SDカードスロット
※カメラ付きのみ

乾電池ボックス
（単一電池×３本）

電源スイッチフードボウル

フードタンク

本体

電源コネクタ

①
②
③
④

製品について 各部名称

フードタンク・本体ロック
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(1)付属品のUSB電源ケーブルを本体背面の電源コネクタに差し込み、USB電源ア
ダプターを電源へ接続してください。
(2)本体は水平に置き、フードボウルを本体に対応する位置へ設置し、フードタンク
にペット用ドライフードを入れます。
(3)乾燥剤は初期状態で乾燥剤ボックスに入っています。長期間使用される場合は定
期的に交換してください（水洗いでの再使用は不可）
(4)乾電池ボックスへ乾電池(単一電池×3本)を入れると外部電源が無い環境でも給
電できますが、アプリからの操作が出来なくなります。本体のボタンで操作を行い
ます。
(5)本製品をSmartLifeアプリに連携することで、ペットの給餌や自動給餌のスケジ
ュールを設定することが出来ます。

■カメラなしタイプ
①リセットボタン…５秒間以上長押しすると初期状態へリセットされます。
②給餌ボタン（Feed)…一食分の餌が出ます。
③録音ボタン（REC)…録音ボタンを長押して、ペットに食事を促す為の音や掛け声
等を録音することが出来ます。
④再生ボタン（PLAY)…録音した音を再生出来ます。

■カメラ付きタイプ
①給餌ボタン（Feed)・リセットボタン…短く押すと１食分の餌が出ます。
（５秒間以上長押しすると初期状態へリセットされます）
②カメラ…暗視機能・動体検知機能付きカメラ
③録音ボタン（REC)…録音ボタンを長押して、ペットに食事を促す為の音や掛け声
等を録音することが出来ます。
④再生ボタン（PLAY)…録音した音を再生出来ます。

【録音について】
約７秒間程の音が録音できます。この音はアプリで給餌をする際に３回繰り返し自動再
生されます。※録音をしない場合、初期設定の音声が再生されます。

右のQRコードを読み込んで
SmartLifeアプリをインストールしてください。

①アプリを開き、「登録」をタップします。

②登録用メールアドレスを入力し、「照合コードの取
得」をタップします。

③入力したメールアドレスへ送信された登録認証コード
（６ケタの数字）を入力します。

④認証が完了するとパスワード設定画面が表示されます
のでログイン用パスワードを入力してください。（パス
ワードは英字と数字で6文字以上20文字以下にしてく
ださい）

登録が完了したら…
各製品仕様に合わせて引き続き登録をしてください。

ご使用方法 SmartLifeアプリ 登録
はじめに

各ボタンの説明

SmartLifeアプリのダウンロード

①

② ③ ④

※参考画像　iOS版アプリ画面
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SmartLife - ペットフィーダー登録
①SmartLifeアプリを開き、右上の＋マークまたは画面中央「デバイスの追加」をタップ
してください。
画面左側 製品分類部分で「セキュリティ＆センサー」を選択し、画面右側 製品一覧内で

「防犯カメラ」を選択してください。

②自動給餌器のFeedボタン（リセットボタン）部分が青く点滅していることを確認してく
ださい。
ランプが青く点滅していれば「Make sure the indicator is flashing quickly or a 
prompt ton...」の左側をチェックし「次へ」をタップしてください。

③2.4GHz Wi-Fiネットワークを選択し、パスワードを入力します。
※表示されているネットワークが5GHzの場合は、スマートフォンのWi-Fi設定よりネット
ワークを変更してください。

④自動給餌器のカメラに向けて表示されたQRコードをかざしてください。
音が鳴った場合は「ビープ音が聞こえました」をタップしてください。

① ② ③

④ ⑤ ⑥

※参考画像　iOS版アプリ画面

⑤デバイスの追加が完了し100％になるまで待ちます。

⑥SmartLifeアプリへペットフィーダーの登録が追加成功出来た場合は下部の「完了」
をタップして下さい。

画面のQRコードを給餌器のカメラに見せるようにかざしてください。
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【カメラ付き】Pet Feeder 画面説明 詳細設定-1
①詳細設定▶詳細設定①参照
②Wi-Fi信号強度
③双方向マイクON/OFF切替
④HD/SD切替
⑤フルスクリーンへ切替
※画面は指2本で拡大・縮小可能

(1)写真をうつす
静止画を撮影できます。撮影された
画像はスマホへ保存されます。

(2)話してください
タップしてスマホに話しかけるとカ
メラから音を出せます。もう一度タ
ップすると終了します。

(3)記録
タップすると録画が開始され、スマ
ホへ保存されます。もう一度タップ
すると終了します。

(4)再生
SDカードへ保存されたデータを再
生することが出来ます。

(5)時間を決めて給餌する
給餌スケジュールを追加出来ます。

(6)給餌
部数（重量）を選択し、給餌を押すと
手動給餌が出来ます。

(7)非常を知らせる
動体検知の通知ON/OFF切替、タ
イマー設定が出来ます。

(8)クラウドストレージ
※非対応

①Pet feeder　アイコン・デバイス名を変更できます。

②デバイス情報　デバイスの情報を確認出来ます。

③即時実行と自動化　※このアプリでは不使用です。

④サポートされた第三者制御
Amazon AlexaやGoogle Homeとの接続手順を表示
します。※本製品は対応しておりません。

⑤基本機能の設定
【画面フリップ】…画面が反転します。
【対話方式】…対話方式が選択できます。（一方向/双方
向の通話）

⑥検出警告設定
▶P.5 「詳細設定-2」をご参照ください。

⑦SDカードの設定
▶P.5「詳細設定-2」をご参照ください。

⑧オプションサービス購入※非対応

⑨デバイスのオフライン通知
デバイスのオフライン通知の設定ができます。

⑩よくある質問とフィードバック
FAQを確認出来ます。

⑪共有デバイス　
デバイスを他のアカウントに共有することが出来ます。

⑫ホーム画面に追加
ホーム画面にアイコンを追加することが出来ます。（iOS
のみ）

⑬ファームウェア情報
ファームウェアアップグレードの有無を確認出来ます。

⑭デバイスの設定・データを削除します。

②

③ ④ ⑤

①

(1)

(4)

(7)

(2)

(5)

(8)

(3)

(6)

②

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

※参考画像　iOS版アプリ画面

※実際の画面と一部異なる場合がございます。
※Android版のみ「アルバム」があります。端末に保存した画像を確認出来ます。
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自動給餌器を一定期間使用していただいた後は、トップカバー・乾燥剤ボックス・フ
ードタンク・フードボウルを洗浄剤等で洗浄してください。
（ペットフードの残留物が長時間残っていると、細菌が発生しペットの健康に影響
を及ぼす可能性があります）

▶洗浄前に…▶洗浄前に…
各パーツは本体より取り外すことが可能です。

【トップカバー】乾燥剤ボックスを開いて、乾燥剤を取り除いてください。

【フードタンク】フードタンク分離スイッチのツメを回し、ロックを解除するとフー
ドタンクと本体が分離されます。本体より引き上げて取り外してください。

【フードボウル】本体下部より取り外してください。

▶▶洗浄後は…
本体に組み立てる前に各パーツは必ず水気をふき取り、乾燥した状態でご使用下さ
い。

詳細設定-2 クリーニング・メンテナンス※参考画像　iOS版アプリ画面

【SDカードの設定】

①SDカードの容量
総容量・使用中容量・残容量が確認で
きます。

②SDカード録画スイッチ
SDカードへの録画ON/OFFと録画モ
ードの切替が出来ます。

【イベント録画】…モーション検知時
に録画します。

【継続録画】…常に録画します。

③タイマー設定
録画のスケジュールが設定できます。

【検出警告設定】

①モーション検知アラームスイッチ
モーション検知（動体検知）の通知につ
いて切替・感度の設定が出来ます。

▶検知された画像・通知はSmartLife
ホーム画面から右下「プロフィール」
をタップ→プロフィール画面内の「メッ
セージセンター」へ検知された情報が
記録されます。

②タイマー設定
モーション検知のスケジュールが設定
できます。

② ②

① ①

③

トップカバー・乾燥剤ボックス フードボウルフードタンク



-6-

※本製品はφ12mm以下のペット用ドライフードに適しています。
その他のペットフード（ソフトドライタイプ・ウェットタイプ）はご利用できませ
ん。予めご了承ください。

※本製品は20kg未満の小型～中型のペットのみに適しています。
生まれて3ヶ月以内のペットへのご使用は推奨しておりません。

※乾燥剤ボックスの乾燥剤は定期的に交換してください。

※フードタンク内は乾燥・密封した状態でご使用下さい。
定期的にタンク内を確認し、ペットフードの残量をご確認下さい。

※ペットフード以外のものをフードタンクへ入れないようにしてください。
本体に異常が発生したり、ペットへの安全上の問題を引き起こす可能性がありま
す。

※本製品は転倒しないように安定した場所へ設置してご使用下さい。室内のコーナ
ーや壁際を推奨致します。

※本製品のコードはペットが噛んで損傷しないよう、設置場所・設置方法をご注意
ください。

※子どもがこの製品を使用する場合は、必ず大人の指示のもとご使用下さい。

※フードタンク・フードボウル等は定期的に洗浄してください。

Q．自動給餌器がネットワークに接続されません。
A．下記内容をご確認下さい。

①機器の初期状態を確認してください。
本体の電源スイッチをいれた時…ボタンの青ランプが点滅します。
▶カメラなし：リセットボタン部分　早い点滅
▶カメラ付き：Feedボタン部分　ゆっくり点滅　メロディが鳴ります

ネットワークに接続されている時…点灯します。
▶カメラなし：点灯し続けます
▶カメラ付き：ネットワークに接続される際、ピッピッピッと音が鳴ります

②2.4GHz Wi-FiのSSID・パスワードに誤りがないか確認してください。
③アプリをアンインストールし、再度インストールしてください。

※インストール中に位置情報を取得し、ネットワーク権限にアクセスすることを許
可してください。
再度、手順に沿って設定してください。
以上の方法を試しても問題が解決しない場合は、弊社サポートセンターまでお問い
合わせください。

Q．自動給餌器を接続後、正常に接続できる場合と出来ない場合があります。対
処方法を教えてください。
A．本体のフード出口が詰まっていないか確認してください。

Q．給餌時間が現在の時間と数十秒違うのは何故ですか。
A．ネットワーク環境により異なりますが、アプリに設定されたタイマーには約30秒
の誤差があります。

Q.本体のネットワーク接続が切断された場合、素早く接続する方法を教えてく
ださい。
A.アプリを一度終了し、給餌器の電源をON/OFFして再起動してください。3分程待っ
てから、再度アプリを起動し接続を試みてください。

ご注意 よくある質問



※1　お客様都合による返品などに関しては対象外となります。別途、弊社各ショップの
返品規定をご参照下さい。
※2　保証期間は商品到着日又は商品発送日の翌々日から１年間になります。
※3　店頭販売時の初期不良期間は7日間ですが、通信販売で購入された場合は配送期
間を考慮し商品発送翌々日から14日間とさせて頂いております。
※4　保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です。
※5　保証書の適用される範囲はカメラ・録画装置本体及びACアダプタ、同時購入して
頂いた場合のmicro SDカードHDDになります。その他の付属品・サービス品は対象外
となりますのでご了承下さいませ。
※6　お客様のご使用環境（ネット環境）による不完全動作は返品・初期不良交換の対象
外となります。

●保証内容の詳細は、下記、修理保証規定をご参照下さい。
●弊社スタッフによる訪問修理は対応しておりません。（弊社、技術サポートセンターで
の受取修理のみとなります）。
●返品・初期不良交換・修理などの御対応につきましては、全てセンドバック方式（※弊社
に商品を御送付頂き、検品・修理後、 発送）での御対応とさせて頂いております。
●検品・修理品の受取時、商品の症状確認時、修理完了時に弊社より御送りする御報告メ
ールは御購入時に御登録頂いたメールアドレスに御送りさせて頂きます。受信制限をさ
れているお客様は、メール受信許可または受信制限の解除を御願いします。（インターネ
ット通信販売にてご購入頂いた場合）
●セール品・企画品に関しては、各商品ページに保証内容を記載しております。ご購入後
は、商品ページの保証内容をご確認頂いている事を前提として販売させて頂きますので
必ずご確認下さい。（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）
●商品到着日又は商品発送翌々日から1年を超えたものは有償修理となります。オプシ
ョンで3年保証をご購入いただいた場合は、1年保証の内容の延長となります。※対象
は本体機器のみとなり、micro SDカード、HDDその他の付属品・サービス品は対象外
となります。
●保証期間内の無償修理にはID/保証カードが必要になります。保証書は再発行出来ま
せんので、粉失しない様に大切に保管してください。

【修理保証規定】

1.取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万が
一故障した場合は無料で修理させていただきます。弊社の判断により、修理ではな
く、故障品と機能、性能が同等な製品（再利用品を含む）との交換対応となる場合
があります。予めご了承下さいませ。

2.次の場合は、保証対象外となります。
①ID/保証カードのご提示がない場合。
②ID/保証カードの必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、
その他事実と異なる記載がされていた場合。
③ID/保証カードの保証期間が過ぎている場合。
④日本国外で使用の場合。
⑤使用上の誤り（落下、虫などの製品内部への侵入等）、不当な修理や改造（ソフ
トウェアの改造も含む）による故障損傷。
⑥商品お買い上げ後の輸送や移動又は落下など外部からの圧力などで本商品本体、
外部接続端子などが破損したことによる故障、損傷または本商品内部の基板が破
損、変形したことによる故障、損傷。
⑦火災、地震、水害、雪害、落雷、台風その他天災地変、戦争、紛争、公害、塩
害、ガス害（硫化ガス等）、などによる故障、損傷。指定外の使用電源（電圧、周
波数）や異常電圧による故障及び損傷。
⑧お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合（例：
埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入および糞尿による故障等）
⑨本製品のハードウェア部分に起因しない不具合（ソフトウェア製品に起因する不
具合、ウイルス感染による不具合等）の場合。
⑩カメラ設置時、取り外し時におけるカメラの破損・損傷の場合。

3.以下の場合に発生する費用はお客様のご負担となります。
①商品到着日、又は商品発送翌々日から14日間を超えた検品・修理の為の往復送
料。
②ご購入後、保証期間を過ぎた商品の修理費。
③商品の取り付け・取り外しの際などの施行費及びそれらに付随する諸経費。
④純正品以外の付属品やオプション品を使用したことによる故障・損傷、不具合。

4.本商品の修理や検品などの場合において、SDカードなどの記録が変化、消失など
する場合があります。また本体を代替品に交換させていただく場合には、これらの
データなどは交換後の商品に移し替えることができません。これらデータなどの変
化、消失、移し替えられないことについての一切の責任を負いかねます。

製品保証
保証について 返品・キャンセル 初期不良※1

期間※２ 14日以内 14日間※３

送料 お客様負担 往復送料弊社負担

保証について 無償修理※4 有償修理

期間※２ 1年以内 1年間を超えたもの

送料 往復送料お客様負担 往復送料お客様負担



5.修理をご依頼される場合には、保証書の対象とならない部品・添付品等を事前に
お客様の方で製品からお取り外しください。当社では、これらの管理につき一切責
任を負いません。

6.商品の不具合によって発生した施工費、物的損失、人件費、資材費、慰謝料及び
故障時に損失した録画データ等の補償・損害賠償等の御請求に対して弊社は一切保
証致しませんので、あらかじめ御了承下さい。

7.保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です。※This warranty is valid 
only in Japan.

※本保証規定は、予告なく変更されることがあり、最新の記載内容を有効とさせ
て頂きますので、予め御了承下さいませ。最新の情報は、弊社HP(https://secu.
jp/→最新情報)に記載しておりますので、ご確認頂きます様、御願い致します。

※付属されている取扱説明書の保証規定が、最新でない場合がございますので、予
め御了承頂きます様お願い致します。



　お電話でのお問い合わせ　平日 9：30～17：30 ※土日祝日 お休み

　メールでのお問い合わせ

※お電話番号のおかけ間違いが発生しております。
番号をお確かめの上、おかけ間違えのないようお願い致します。
※時間帯によっては電話が込み合って繋がりにくい場合がございます。その場合は
お手数ですが、しばらく時間をおいてからおかけ直し頂きますようお願い致しま
す。

設定・操作について　050-3816-3999
故障・検品について　050-3816-4001

info@secu.jp
防犯ステーションサポートページ　https://secu.jp/

新鋭株式会社
〒514-0816　三重県津市高茶屋小森上野町1068-1


