
 匠ブランド赤外線付置時計型マルチカメラ Dark eye(ダークアイ)簡易取扱説明書  
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本製品に付属の ACアダプタ・USBケーブル以外は使用しないでください。 

・充電中に高温または異常を感じた場合はアダプタを抜いてください。 

・撮影は被写体から 50cm以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。 

・電源投入時にステータスランプが点滅し続ける場合は、画像・映像が保存できない状態です。 

  メモリが一杯になっていないか、バッテリーが不足しているか確認してください。 

・本体をパソコンに接続する場合、認識に 10秒から 20秒程度かかる場合があります。 

USBケーブルについて 

ＵＳＢケーブルは２種類（充電・外部電源用とデータアクセス用）ありますのでご注意下さい。 

黒いタグの付いた USBケーブルは ACアダプター接続による充電専用です。通信はできませんのでご注意ください。 

 

ボタン操作についてのご注意 

本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られています。強い力で操作を行わないでください。 

また、電源 ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、LEDが点灯してから待機状態になってから他のボタン操

作を行ってください。起動処理が終わらないうちに連続してボタン操作をすると、操作不能になることがあります。

操作できなくなった時はリセットを行ってください。 

 

分解・改造の禁止 

故障の原因となりますので、製品の分解・改造等はおやめください。保証の対象外となります。 

■ダークアイ本体 ■リモコン ■AC アダプター ■USB ケーブル(データアクセス用)  ■USB ケーブル(充電用) 

■日本語簡易取扱説明書/製品保証書  

1. 主電源を OFFにして本体と AC充電コネクタまたはＰＣとの USBケーブルの接続にて行います。 

 

2. 黒いタグ（USB Charging Cableの表記）のついた充電用 USBケーブルを付属の ACアダプターと接続し行っ

て下さい。充電時間は約 5時間です。 

3. 充電用 USBケーブルで充電しながらの外部電源動作が可能です。 

※故障を防ぐ為に、先に本体にケーブルを接続してからＡＣアダプタと接続してください。 

 

1. 本体裏側の主電源を ON にします。本体の③ボタン（リモコン：C ボタン）を長押し（約２秒）すると、黄ラン
プが点灯・液晶パネルが時刻を表示して待機状態となります。 

2. 再度③ボタン（リモコン：Cボタン）を長押しすると、電源が OFFとなります。 

使用上のご注意       ※ご使用前に必ずお読みください。  

事前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

【本体と付属品】  

【充 電】  

【電源操作】  



1. 電源 ON後、待機状態で本体の④「PLAY」ボタンを押します。 

2. ①「UP」または⑤「DOWN」ボタンで表示形式を選び、③ボタンで決定します。 

3. 西暦/月/日を①「UP」または⑤「DOWN」ボタンで選択し、③ボタンで決定します。同様に時刻もセットします。 

4. セットが終わると自動的に終了します。 

※電池を取り外すと時刻はリセットされますのでご注意下さい。 

1. 待機状態で⑤「DOWN」ボタン（リモコン：A ボタン）を押すと、青ランプが 5 回点滅して消え、黄ランプも消えま

す。→音感検知待機状態 

2. 65デシベル以上の音を感知すると自動的に録画を開始し、約 3分間の録画後に音感検知待機状態に戻ります。 

3. 再度⑤「DOWN」ボタン（リモコン：Aボタン）を押すと、音感検知モードを終了し待機状態になります。 

※動体検知モードと同時に行うことはできません。 

1. 待機状態で②「MOTION」ボタン（リモコン：D ボタン）を長押し(約２秒)すると、青ランプが 5 回点滅して消え、黄

ランプも消えます。→動体検知待機状態 

2. 動体を感知すると自動的に録画を開始し、約 3分間の録画後に動態検知待機状態に戻ります。 

3. 再度②「MOTIONボタン（リモコン：Dボタン）を押すと、動体検知モードを終了し待機状態に戻ります。 

※音感検知モードと同時に行うことはできません。 

1. 待機状態で②「MOTION」ボタン（リモコン：Dボタン）を押すと、ランプが消え、録画を開始します。 

2. 再度②「MOTIONボタン（リモコン：Dボタン）を押すと、録画を停止して待機状態に戻ります。 

※手動の動画撮影は３分後に停止し、自動的に待機状態になります。 

待機状態で①「UP」ボタン（リモコン：Bボタン）を押すと、黄ランプと液晶パネルが一瞬消え、写真を撮影します。 

1. 待機状態で①「UP」ボタン（リモコン：Bボタン）を長押し(約２秒)すると、青ランプが 5回点滅して消え、黄ラン

プも消えて録音を開始します。 

2. 再度①「UP」ボタン（リモコン：Bボタン）を押すと、録音を停止して待機状態に戻ります。 

1. ③ボタン（リモコン：Cボタン）を押すと、赤外線ライトから赤外線が照射されます。（青ランプが点灯します。） 

2. 再度③ボタン（リモコン：Cボタン）を押すと、赤外線ライトが消えます。 

【赤外線ライトの発光確認】 

赤外線は肉眼では見えませんが、携帯電話などのカメラレンズを通して確認できる場合があります。 

※赤外線ライトの照射中は電力消費が大きくなり、バッテリーが早く消耗します。 

待機状態で④「PLAY」ボタンを長押し(約 6秒)すると、液晶パネルにアイコンが表示されます。 

 

 

【選択】①「UP」ボタンまたは⑤「DOWN」ボタンでアイコンを選び、③ボタンで決定します。 

【再生】①「UP」ボタンまたは⑤「DOWN」ボタンでデータを選び、③ボタンを押すごとに再生、停止を繰り返します。 

【削除】 削除したいファイルを選び、②「MOTION」ボタン（リモコン：Dボタン）を押すと×マークが点滅します。 

1. ×マークの点滅中に再び②「MOTION」ボタン（リモコン：Dボタン）を押すと削除をキャンセルします。 

2. ③ボタン（リモコン：Cボタン）を押すと削除します。 

【待機状態】アイコン選択、あるいはファイル削除後に再び④「PLAY」ボタンを押すと待機状態に戻ります。 

 【時刻合わせ / タイムスタンプ設定】  時刻セットは動画・写真のタイムスタンプと連動します。 

【音感検知録画】  充電用ケーブルを使って外部電源動作が可能です。 

【動体検知録画】   充電用ケーブルを使って外部電源動作が可能です。 

【手動 動画撮影】  ※手動の動画撮影は最大約３分までとなります。 

【写真撮影】     充電用ケーブルを使って外部電源動作が可能です。 

【ボイスレコーダー】(手動録音)  充電用ケーブルを使って外部電源動作が可能です。 

【赤外線ライト】  充電用ケーブルを使って外部電源動作が可能です。 

【動画・写真・音声データの再生と削除】   

音声 写真 動画 



1. 本体の③ボタン（リモコン：C ボタン）を長押しして OFFにします。本体に USB ケーブル(データアクセス用)を接続

します。 

2. PCの USBポートに差し込みます。(使用状況により認識に時間が掛かる場合があります) 

3. 取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし｢‘USB 大容量記憶装置’はコンピータから安全に

取り外すことができます。｣と表示されてから外してください。 

 

 

【パソコンとの接続】 ※Windows8ではデスクトップ画面で操作してください。  

製品スペック 

カラー シルバー 動画解像度 1280×720px 

写真解像度 3264×2448px 動画フォーマット AVI 

圧縮記録方式 M-JPEG フレーム数 約 30FPS 

メモリ容量 Micro SD メモリカード最大 32GB(別売)  重量 約 146g 

サイズ 約 125×74×34mm（W×H×D) 充電方法 USB接続／ACアダプタ 

充電時間 約 5時間  （ACアダプタ使用時） 連続録画時間 約 4時間 ※動体・音感検知録画 

防水機能 なし 対応 OS WindowsXP/Vista/7/8 (64bit版含む） 

【簡易操作ガイド】  

待機状態 (液晶パネルに時刻表示・ステータスランプは黄色点灯) 

株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6 
サポートメール：support@daitoku-p.co.jp  (サポートはメールのみとなっております) 

 

音感検知モード録画 動体検知録画 手動動画 

 
⑤ボタン押す 
【リモコン：Aボタン押す】 
 
・青ランプ×5回点滅 
  ⇒青・黄ランプ消灯 
・65ｄｂ以上の音→録画開始 
・3分ごとにファイルを生成 
▼⑤ボタン押すと停止 

 
②ボタン長押し 
【リモコン：Dボタン長押し】 
 
・青ランプ×5回点滅 
  ⇒青・黄ランプ消灯 
・動体を感知→録画開始 
・3分ごとにファイルを生成 
▼②ボタン押すと停止 

 
②ボタン押す 
【リモコン：Dボタン押す】 
 
・黄ランプ消灯 
  ⇒録画開始 
・3分間で自動的に録画停止 
  ⇒待機状態へ 
※継続撮影は出来ません。 

写真撮影 録音 

 
①ボタン押す 
【リモコン：Bボタン押す】 
 
・黄ランプ／液晶画面が 
一瞬同時に消えて撮影 

 
①ボタン長押し 
【リモコン：Bボタン長押し】 
 
・青ランプ×5回点滅 
  ⇒青・黄ランプ消灯 
▼①ボタン押すと停止 



 

製品保証書 

■ 製品番号 ECC0050034-A0 

置時計型マルチカメラ（匠ブランド）『Dark eye』（ダーク アイ）  

 
お買い上げ日 

（商品到着日） 

 

※ 

お
客
様 

ご芳名 
様    

ご住所 
 

お電話番号 
 

 
 
販売店記載欄 

 
製品保証期間（製品到着日より） 

 
この製品保証書は下記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。 

 

購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合、

保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。 

 

 
【1】初期不良期間及び保証期間について 

 
A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より１ヶ月間となります。 
B. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。 
C. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のス

ペック品の交換とさせて頂きます。 
D. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、
有償での対応とさせていただきます。（発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります） 

 
【２】保証適用除外事項について 

 
次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製
品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。 

 
A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。 
B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。 
C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合 

D. 改造等の保証外動作を行った場合 
E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合 
F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合 

G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。 
H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。 

 

【３】免責事項 
 
A. いかなる場合においても、ハードディスク内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。 

B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。 
C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益
の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わな

いものとします。 
D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の
ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接

かつ通常の損害に限るものとします。  
E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発
売元はその対応義務を負わないものとします。 

 

ヵ月 

〒 

１ 

領収書・納品書（コピー）添付欄 


