
ビデオカメラ機能付き LED モーションセンサーライト製品取扱説明書（日本語簡易版） 
 

 
［取付方法］               ［製品機能］ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
付属品 

○本体 ○壁付金具 ○USB ケーブル ○AC アダプタ ○CD-ROM ○micro SD 8GB（製品本体にセットされています）  

○英文マニュアル/日本語簡易マニュアル（保証書） 
 

対 応 OS 

Win 98/SE/Me/2000/XP/Vista/7 
 

取扱方法 

1.  LED モーションセンサーライト＆ビデオカメラ機能を使用する場合、本体と AC アダプタの接続が必要となります。 

2.  LED モーションセンサーライト単体や WEB カメラとして使用する場合は USB ケーブルと接続して使用します。 

3.  本製品は防水機能はありませんので屋外での使用はできません。ご注意下さい。 
 

LED モーションセンサーライト 

1.  夜間など照度がない場所では、PIR センサ検知により 34 個の LED ライトが自動で点灯します。 

2.  照明角度は手動で変更可能 

3.  照明範囲：最大 12.5m 
 

ビデオカメラ機能 

1. 本体に micro SD カードが挿入されている事と AC アダプタを確認してください。 

2. モーションディテクター＆PIR センサ検知により録画を自動開始（10 秒ごとの AVI ファイルを生成します） 

3. センサ検知が無くなってから約 10 秒後に録画を停止し待機モードへ移行します。(モーション検知範囲は約 4.2m) 
 

WEB カメラ機能(PC モニター監視) 

【事前準備】付属 CD-ROM 内のドライバーを予めインストールしておきます。 
 

① OS が次の場合 Win 98 / SE / Me / 2000 / XP ⇒ STK02H 2.3.exe 

② OS が次の場合  Vista / 7 ⇒ STK02H 2.4.exe 
 

1. 本体の micro SD カードを抜き取り、パソコンと USB ケーブル接続をします。 

2. お持ちの WEB カメラアプリケーションを開くと WEB カメラとして認識します。 

※フリーのキャプチャーソフトなどを併用してご使用いただくと、監視状態を録画や撮影も可能となります。 

   ※CDROM 内の「SOFTWARE UPGRATE」はすでに実施済みです。また「driver」内の RTCRW.exe ファイルは使用しません。 
 

日時設定 

1. 本体に micro SD カードを挿入してください。 

2. 本体と USB ケーブルを接続して PC に接続してください。 

CD-ROM 内の”time.txt.”を編集するか、下記のようなテキストファイルを PC で作成します。(すべて半角) 

 2010 年 1 月 1日 12 時 00 分 00 秒に設定の場合 

2010-01-01 12-00-00 ←（年-月-日ｽﾍﾟｰｽ時-分-秒）入力後ファイル名を”time.txt”とし保存します。 

  3. 上記作成した”time.txt”を製品本体の最上位（リムーバブルディスクを開いた初めのフォルダー）にコピーし一度 PC と

接続を切り離します。再度 PC と接続すると自動で”time.txt”を読み込み日付がセットされます。なお正しく日付セット

が終了すると”time.txt”は自動的に削除されます。 
  

映像を確認する 

1. 製品本体から micro SD カードを取り出し PC にて画像を移動し、パソコン側で再生します。 

2. 製品本体に USB ケーブルを接続し画像を PC に移動し、パソコン側で再生します。 

3. ファイルは 10 秒ごとに保存されています。メモリーがいっぱいになると古いファイルに上書きされます。 

※マイクが本体内部に設置されている為、音声の取り込みは小さくなります。 
 



 

その他、PIR センサ(赤色)について 

1. 録画時：赤 LED ライトは消灯します 

2. 待機時：赤 LED ライトは点灯します 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

【製品スペック】 

 

商品名 モーションセンサ機能付 LED ライト＋ビデオカメラ 

動画解像度 640×480 pixel 

イメージセンサ  カラーCMOS 2.0M ピクセル 

音声録音 マイクが内部に入っているため音声は小さい 

電源 
INPUT : 100 ～ 240V 50/60Hz 0.35A 
OUTPUT : 5V/1.5A 

メモリ 
Micro SD 最大 32GB 対応 
メモリがいっぱいになると古いデータを削除し、自動上書き 

ホワイトバランス 自動 

露光 自動 

動体検知 あり 

照明 
白色 LED ライト 
夜間 PIR センサが感知して点灯 

照明角度 可変 

照明範囲 約 12.5 m 

カメラ視野角 120 度 

レンズ ガラスレンズ 

焦点距離 1.5 m ～ ∞ 

インターフェース USB 2.0 

PIR センサ 
モーションセンサと同時に点灯 
動作距離：約 4.2 m 

日付スタンプ 年 / 月 / 日 / 時 / 分 / 秒 

サイズ 高さ：約 19 cm 照明部直径：約 8 cm 

対応 OS Win 98 / SE / Me / 2000 / XP / Vista / 7 

監視時間 24 時間 365 日スタンバイ 

寸法 高さ：約 19 cm 直径：約 8 cm 

重量（本体） 約 140 g 

 

 


