
操作マニュアル

■製品の設置は確実に行ってください。

■本製品はこのままの状態で使えます。けがや火災の原因になりますので、本製品の改造や分解をしな
いでください。
■本製品は非防滴・非防水です。濡れた手で製品を触ったり、電源コードやmicroSDカードの抜き差
しをしないでください。

ご注意

付属品
ホームカメラ・USBタイプ電源コード・ACアダプタ・本書・保証書

■設置場所の構造、電波の状態など様々な要因により、通信の切断および通信距離や映像・音声の品質
が変動する場合があります。また操作中の反応も同様です。手順通りの反応がない場合は再度同じ操作
をする・しばらく待つ・WiFi 接続の確認・アプリやカメラの再起動などをお試しください。

■本マニュアルに記載している内容は、撮影用アプリや本体ファームウェアの更新などで若干変わる
場合があります。

■iPhone ではアプリの設定・機能が簡易的なものになっています。今後改良される可能性もあります
が、本製品の全ての機能を使いたい場合はAndroid 搭載スマートフォンをお使いください。

■本製品は目的に応じて無線 LANルーターが必要になります。無線 LANルーターの設置、設定方法は
販売メーカーやプロバイダー等にお問い合わせください。

ご使用の前にお読みください

※microSD
カードは
別売です。

※microSD
カードは
別売です。

※台座底面に
本体のUIDが
印刷されています。

※台座底面に
本体のUIDが
印刷されています。

※電源コードはPCに
　差しても通信はできま
　せん。

※電源コードはPCに
　差しても通信はできま
　せん。

付属のAC
アダプタ－に
接続します。

付属のAC
アダプタ－に
接続します。

背面正面カメラレンズカメラレンズ

ステータス
ランプ
ステータス
ランプ

microSD
スロット用
カバー  

microSD
スロット用
カバー  

マイクマイク

スピーカースピーカー

電源コード用
コネクター
電源コード用
コネクター

台座台座

USBタイプ
電源コード
USBタイプ
電源コード

ver.1.0
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WiFi ホームカメラ

Smart PoleSmart Pole



UUID：000000000000000000

Wireless Home Monitor Model JH08
Version:

システム起動システム起動

電源オン電源オン

電源オフ電源オフ

使用環境の準備：本製品は単体での使用はできません。以下をご用意ください。

電源のオンオフ

本製品の工場出荷時パスワード
Wifi 接続用パスワード
(変更不可 )

アプリ用本体パスワード
(変更可能 )88888888 88888888

ACアダプタをコンセントに接続すると電源オン。

付属の電源コードを本体とACアダプタにつなぎます。

コンセントからACアダプタを外します。

電源オン後は、本体ステータスランプが発光してシステム起動が始まります。
起動が完了するまで1分程度かかります。

起動完了後はステータスランプが
右のように発光します。

直接通信モード青色点灯

ホームネットワークモード
(無線 LANルータ接続 )

カメラ操作に必須。

スマートフォン
ホームネットワークと、外出先
からのカメラ操作には必要。

無線 LANルーター

アプリのダウンロードに必須。

インターネット接続環境

撮影用アプリのダウンロード

※弊社はJimiLiveをはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストール
および使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等
により、ここに記載している手順、画像と変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

[JimiLive]をGooglePLAY(Android)・Apple Store(iOS)
からダウンロードし、スマートフォンにインストールします。※

①カメラ本体の電源をオンにします。システム起動が完了するまでお待ちください。

②スマートフォンの設定→無線とネットワーク→WifiをONにします。

③Wifiをタップして、接続先一覧表示にします。

④接続先一覧に、台座底面シールに記載のUIDが表示されます。

⑤[JH08_○○○○○○]を選びます。

⑥ネットワークセキュリティキーは [88888888](８を８個 )

⑦Wifi 一覧表示で、[JH08_○○○○○○]が [ 接続済み ]表示であれば成功です。

カメラとスマートフォンの接続 直接通信モード直接通信モード

青色点滅

2



11 11

22
22

33
33

44

44

55

5566

撮影はP.5 以降に記載しています。

Android iOS

を例に説明します。

カメラの登録

[JimiLive]を起動します。 Android 版：1.0.30　iOS版：1.2

3

Online で接続成功Online で接続成功
Online で接続成功

自動的にカメラを検索します。

[Save]をタップ。

数秒後にカメラのUIDが表示されます。
UIDをタップ。

[Password]に88888888と記入。

[Click here to add camera]をタップ。

[Search]をタップ。

数秒後にウインドウがポップアップします。
表示されているカメラのUIDをタップ。

[Security Code:] に88888888と記入。
OKボタンをタップ。

初期画面にカメラが登録されます。
[Online]と表示されていれば登録完了です。

初期画面にカメラが登録されます。
[Online]と表示されていれば登録完了です。



Test-Router

Test-Router
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接続解除はP.11「初期化 (１)」に記載しています。 接続解除はP.12「初期化 (2)」に記載しています。

準備：直接通信モードで [JimiLive] がカメラを認識している状態にします。

ホームネットワークモードホームネットワークモードカメラと無線 LANルーターの接続

カメラ本体からアラームが１回鳴り、しばらく青色点滅を続けた後、アラームが２回鳴り、ステータスランプが
ゆっくり青色点滅に変化したら接続成功です。(注意：接続中は電源を切らないでください )
アラームが４回鳴ったり変化が無かった場合は失敗です。接続操作を再度お試しください。

Android iOS

4

右端のアイコンをタップ。

55

66

一覧より、接続したい無線 LANルーターを選ぶ。

接続したい無線 LANルーターのパスワード
入力後、画面右上の [Join]をタップ。

Edit Camera 項目が表示されます。
[Advanced Setting]をタップ。

Advanced Setting 項目の [WiFi] をタップ。

右端のアイコンをタップ。

ウインドウがポップアップします。
[Edit Camera]をタップ。

設定一覧が表示されます。
[Advanced] ボタンをタップ。

Wi-Fi Setting の [Manage Wi-Fi networks]
ボタンをタップ。

接続したい無線 LAN
ルーターを選ぶ。

接続したい無線 LAN
ルーターのパスワード入力

[OK]ボタンを押す。
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プレビュー画面プレビュー画面

日時日時

シャッターシャッター シャッターシャッター写真ビューア写真ビューアスピーカースピーカー スピーカースピーカーメニューメニュー

プレビュー画面プレビュー画面
電波状態電波状態

解像度解像度

閲覧者数閲覧者数

日時日時

プレビュー中は、カメラ本体のステータスランプが数秒おきに に素早く２回点滅します。
(直接通信 )

( 無線 LANルータ接続 )
ピンク色
赤色

Android iOS

プレビュー

カメラの状態が [Online] であることを確認
してからタップします。

スマホ内部に静止画を保存します。 撮影した静止画を再生します。

スマホ内部に静止画を保存します。
押すとカメラ側の音が聞こえます。

[Mute] 無効
[Listen]カメラ側の音を聞く
[Speak] 自分の声をカメラから出す。

押すと以下のメニューが表示されます。

[エディット][ 履歴 ][ 写真ビューア ]
各メニューへ

押すと自分の声をカメラ側のスピーカーで
伝えられます。

スマートフォンを横に
傾けると、[全画面表示 ]
にできます。

スマートフォンを横に
傾けると、[全画面表示 ]
にできます。※

調整は11ページ「Time Zone」
以降をお読みください。

※スマートフォン設定で
画面の自動回転を有効に
しておきます。

※画面の向きのロックを
　解除しておきます。

※iOSでは日時合わせが
　できません。

カメラの状態が [Online] であることを確認
してからタップします。

カメラのプレビュー・写真撮影・声かけができます。

※本製品のマイク機能は電波状態に敏感なため、映像が
　見えても声を送信できない場合があります。
※本製品とスマホの距離が近いと、エコー状態になります。

マイクマイク
※
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カメラの右端のアイコンをタップ。

ウインドウがポップアップします。
[Edit Camera]をタップ。

設定一覧が表示されます。
[Advanced] ボタンをタップ。

設定一覧が表示されます。スクロールして
Recording Setting のMode: から、
[Full Time]をタップ。

撮影中は、カメラ本体のステータスランプが にゆっくり点滅します。(直接通信 )
( 無線 LANルータ接続 )

ピンク色
赤色

停止するには：④の選択肢から、[Off]を選んで 画面左下 [OK]をタップ。(Android)
画面左上 [Back]をタップ。(iOS)

※スマホのスリープ復帰後、設定画面で押せるはずのボタンがグレーアウトしていたり、現在のステータスと
違っている場合があります。その際は少し待つか、トップ画面に戻ってやり直してください。

画面下の [OK]をタップ。
画面左上の [Back]をタップ。

11

22

33

44

55

カメラの右端のアイコンをタップ。

Edit Camera 項目が表示されます。
[Advanced Setting]をタップ。

Advanced Setting 項目の、
[Recording Mode]をタップ。

[Full Time]をタップ。

Android iOS
動画撮影 (通常録画 )

停止停止 停止
通常録画通常録画

検知録画検知録画
通常録画通常録画

検知録画

30分ごとの長さでカメラ本体のmicroSDカードに保存されます。

ご注意
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検知する音量を選択
(上ほど敏感になります )

音検知動体検知

アラーム種類

アラーム (検知時間 )設定

Advanced Setting 画面→Event Settingまでスクロールします。
動体検知のオンオフ・音検知レベルの選択・アラームの種類・検知時間を設定します。

※iOS版にもAdvanced Settingに [Motion Detection] 項目がありますが、現在のバージョンでは使えません。

動体検知動体検知

音検知音検知

無効無効

有効有効

無音無音

検知開始時間検知開始時間

検知終了時間検知終了時間

検知する曜日検知する曜日

音のみ音のみ

振動のみ振動のみ

音と振動音と振動

無効無効

50ｄB50ｄB

55ｄB55ｄB

60ｄB60ｄB

65ｄB65ｄB
アラームアラーム

アラーム (検知 )時間設定アラーム (検知 )時間設定

時間と曜日を設定したら、[Set]をタップ

④は必ず設定してください。時間・曜日を
指定しないと、①～③の設定をしても、
動作しません。

全ての設定を終えたら、[OK]を押し、
アプリを一度終了し、再び起動します。

録画モードは [Alarm]を選びます。
※Offを選ぶとアラーム通知はしますが
microSDカードへ録画しません。

アラームが機能すると、カメラ一覧
画面の左上に呼び出し回数が表示されます。

・動体検知距離はおよそ２ｍ程度です。
・アラーム機能は、アプリを終了すると無効です。アプリを常に起動してください（バックグラウ
ンド起動も可 )
・WiFi 接続中は、スマホの画面オフでもアラーム通知が可能です。
(スマホの画面オフ、スリープ中でもWiFi 通信を有効にする必要があります )
LTE、4G接続での画面オフではアラームが届きませんのでご注意ください。

1分ごとの長さでカメラ本体の
microSDカードに保存されます。動画撮影 (動体・音検知録画 ) ※Android のみ

22

33

44

66

77

55

ご注意



準備：１・オンラインストレージサービス [Dropbox]に登録し、同アプリをインストール、
　　　　　スマホで使えるようにしておきます。
　　　２・カメラとスマホを、ホームネットワークモード接続にします。(接続マニュアル参照 )
　　　３・動体検知あるいは音検知録画の準備をします。(前項①～④までを設定 )

11 55

66

77

22

33
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動体検知または音検知で自動録画された
動画あるいは写真が、自動的にアップロード
されます。

無効無効

写真をアップロード写真をアップロード

動画をアップロード動画をアップロード

Advanced Setting
↓
ＤｒｏｐＢｏｘ Upload Verification の
ボタンをタップします。

ＤｒｏｐＢｏｘ Upload Set の
モードメニューをタップします。

[無効 ][ 写真アップ ][ 動画アップ ]の
いずれかを選びます。

[OK]をタップします。

Dropboxが起動します。[許可 ]を
タップして、許可します。

上記メッセージで成功です。

・クラウド保存した動画は、パソコンやスマホの動画プレイヤーで再生できます。動画再生アプリ
(MX Player) などをインストールしてお使いください。

クラウド保存 (動体検知録画・音検知録画・写真 ) Android のみ
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トップ画面でカメラの右端のアイコンをタップ。

プレビュー画面でカメラの左端のアイコンを
タップ。

サムネイル表示画面で、右端の [Edit] をタップ

削除したい写真をタップ。チェックマークが
表示されます。

画面下の [Delete] ボタンをタップすると
[Delete?]と聞かれるので [Ok]をタップします。

見たい写真をタップします。

画面をタップすると、メニュー表示が消えます。

プレビュー画面でメニューアイコンをタップ。

サムネイル画像を長押しすると、
[Delete the picture?]と聞かれるので
[Ok]をタップします。

写真を削除するには：

写真を削除するには：

または、

ウインドウがポップアップします。
[View Snapshot]をタップ。

見たい写真をタップします。

スマホを傾けると、全画面になります。

Done

44

33

Android iOS

※スマートフォン設定で画面の自動回転を
有効にしておきます。

■画面右端の [Done]→左端 [Back]タップで戻ります。■スマホの戻るボタンでプレビュー画面に戻ります。

スマホを傾けると、全画面になります。
※画面の向きのロックを解除しておきます。

写真再生・削除



JimiLiveには通常動画の再生機能はありません。

10

検知録画

通常録画

使いません

11 44

55トップ画面でカメラの右端のアイコンをタップ。

再生したいファイルをタップ

画面右端のルーペアイコンをタップ

1時間・12時間・１日・１週間・カスタム
の中から選びます。

動画が再生されます。

microSDカードをスマホのカードスロットに
差し込みます。
[MX Player] 等のアプリで再生してください。
microSDカードスロットがない場合は、カード
リーダーなどを使います。またはパソコン等に
つないで再生してください。

カードリーダーなどでパソコン等につないで再生
してください。

本体側面のカバーを開け、
microSDカードを取り出
します。

←パソコンで表示
されるカードの
内容。
[record] の中に
通常録画ファイル
があります。

※一旦カードを
押すと、飛び出します。

microSDカードをスマホのカードスロットに
差し込みます。
ファイル管理アプリで削除してください。
microSDカードスロットがない場合は、カード
リーダーなどを使います。またはパソコン等に
つないで再生してください。

動画を削除するには：

検知動画を探す：22

33

ウインドウがポップアップします。
[View Event]をタップ。

検知録画があれば、経歴一覧が表示されます。
※フィルムマークのないグレー文字は、録画
中あるいは、検知しただけで録画されていま
せん。(再生不可 )

再生一時停止

Android iOS

動体検知録画動体検知録画

音検知録画音検知録画

Android のみ動画再生 (検知録画 )

動画再生 (通常録画 )
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選択肢からJapanを選びます。

[Advanced] ボタンをタップ。

通常は使いません。

[Time Zone] で Japanを選択した後、この
ボタンを押すと、日本の現在時刻になります。

[Open] 点灯 /[Close] 消灯

■カメラの削除

P.8「クラウド保存」参照。

■初期化 (1)
無線 LANルーターとの接続解除に使います。

[Format SDCard](microSDカードのフォーマット)

[Remove Camera]をタップ→[OK]をタップ。

カメラの右端のアイコンをタップ。

トップ画面でカメラの右端のアイコンをタップ。

[Edit Camera]をタップ。

各項目設定後、画面下の「OK」をタップすると有効

※初期化は設定が全てリセットされます。

[Edit Camera]→Device Information
の名称部分を、「10回以上」タップします。

ポップアップ表示の「Yes」をタップします。
再起動中は電源を抜かないでください。

[Modify Security Code] ボタンをタップ。
表示にしたがい、項目を入力します。

[Video Quality]
Max (1280ｘ720/25FPS)
High (1280ｘ720/15FPS)
Medium  (854ｘ480  /25FPS)
Low (854ｘ480  /15FPS)
Min (640ｘ360  /10FPS)
※Limipid、Fluencyは使いません。

[Video Flip]
Normal/Flip( 上下反転 )/Mirror/Flip&Mirror

パスワードはかならず設定してください。
パスワードは無くさないようにご注意ください。

ｘ10

※[EVentSetting]を設定しないとAlarmが使えません。

※後述の [Time Synchronization] ボタンを
押すと現在時刻がセットされます。

P.4「カメラと無線 LANルーターの接続」参照。

P.7「動画撮影 (動体・音検知録画 )」参照。

Off( 何もしない )・Full Time( 通常録画 )
Alarm( 検知録画 )

設定 (Android)

Security Code Setting：パスワードSecurity Code Setting：パスワード

Firmware Update：ファームウェアの更新Firmware Update：ファームウェアの更新

Time Synchronization：時刻の同期Time Synchronization：時刻の同期

Camera Restart：再起動Camera Restart：再起動

LED Set：ステータスランプのオンオフLED Set：ステータスランプのオンオフ

DropBox Upload Verification
DropBox Upload
DropBox Upload Verification
DropBox Upload

Video Setteing：動画解像度Video Setteing：動画解像度

Wi-Fi Setteing：無線 LANルータ接続Wi-Fi Setteing：無線 LANルータ接続

Event Setteing：検知録画、通知設定Event Setteing：検知録画、通知設定

Ｔｉｍｅ Zone：時間帯選択Ｔｉｍｅ Zone：時間帯選択

Recording Setteing：録画モードRecording Setteing：録画モード
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選択肢からJapanを選びます。

■初期化 (2)

iOSでの無線 LANルータ接続の解除および、カメラのセキュリティ
パスワードを忘れた場合にリセットできます。
PC等で reset.txt( 中身は何も記述しない )を作成し、microSDカード
に入れ、カメラ本体にセット。再起動 (電源コードの抜き差し)をします。

カメラの右端の
アイコンをタップ。

Advanced Settingをタップ。
カメラ一覧カメラ一覧 不使用不使用

不使用不使用

カメラ追加カメラ追加 アプリ情報アプリ情報

トップ画面でカメラの名称をスライドさせ、
[Delete] ボタンをタップします。

■カメラの削除

iOS版はAndroid 版と比較して機能が簡略化されています。

※初期化は設定が全てリセットされます。Android・iOS共通Android・iOS共通

Max (1280ｘ720/25FPS)
High (1280ｘ720/15FPS)
Medium  (854ｘ480  /25FPS)
Low (854ｘ480  /15FPS)
Min (640ｘ360  /10FPS)

Normal
Vertical Flip
Horizonal Flip(Mirror）
Vertical and Horizonal Flip

※[Time Synchronization] が無いので時刻合わせは
できません。

P.4「カメラと無線 LANルーターの接続」参照。

Off( 何もしない )
Full Time( 通常録画 )
Alarm( 使えません )

microSDカードのフォーマットをします。
[Continue]を選ぶとスタート、しばらくして
「Format Completed」メッセージで完了。

設定 (iOS)

[Modify Security Code] ボタンをタップ。
表示にしたがい、項目を入力します。
パスワードはかならず設定してください。
パスワードは無くさないようにご注意ください。

使えません

左に
スライド

使えません

Security Code Setting：パスワードSecurity Code Setting：パスワード WiFiWiFi

Video Quality：動画解像度Video Quality：動画解像度

Motion Detection：動体検知録画Motion Detection：動体検知録画

Recording Mode：録画モードRecording Mode：録画モード

Format SDCard：フォーマットFormat SDCard：フォーマット

About Device：本体情報About Device：本体情報

Video Flip：画像の向きVideo Flip：画像の向き

Environment Mode：環境Environment Mode：環境

Ｔｉｍｅ Zone：時間帯選択Ｔｉｍｅ Zone：時間帯選択


