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カメラアプリ
「Skylink View」
から本製品に
アクセスする

STEP2Webカメラ
NCC-ENP100WH（有線モデル）
NCC-EWNP100WH（無線モデル）

カメラアプリ「Skylink View」（無料）をインストールして利用します。
※iPhone/iPad/iPod touchは、iOS 6.0以降に対応しています。
※Android OSは、Ver 4.0以降に対応しています。

［AppStore］から［Skylink View］を
検索し、インストールする
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5 カメラ映像が正しく表示
されているか確認する

以上で設定は完了です。
以降は、「Skylink View」を起動するだけで、モニ
タリングが可能です。
「Skylink View」の画面については、本紙裏面を
ご参照ください。

カメラを登録する4

①「QR コードで追加」をタップする
②設定情報シートの
　QRコードを読み込む

③追加確認画面で「OK」をタップする
④「ライブビュー」をタップする

①「QR コードで追加」をタップする

裏面につづきます

①

④

②

セットアップガイド 2（スマートフォン用）

管理者ユーザー情報

ゲストユーザー情報

設定用QRコード
（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

guest
1234567890123

本製品をルーター
に接続する

STEP1

以上で接続は完了です。
次に【Step2 カメラアプリ「Skylink View」から
本製品にアクセスする】へお進みください。

本製品を無線または有線のいずれかの方法でルーターに接続しま
す。 ※キャップを取り外してご利用ください。

※NCC-ENP100WH（有線モデル）の場合は、別売のパソコン
用無線LAN子機 WDC-433DU2HBKをお使いいただけれ
ば、無線モデルと同様に無線接続をすることができます。

①無線LANルーターのWPSボタンを
　約3秒間長押し
②WPSランプが点滅したら離す
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以上で接続は完了です。
次に【Step2 カメラアプリ「Skylink View」から
本製品にアクセスする】へお進みください。

②ランプの
　点滅を確認
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※LANケーブルは別途ご用意ください。

イラストはイメージです。
実際にご使用の機器のWPSボタンを押してください。

Push!

●パン・チルト搭載で気になる場所をかんたんにチェックでき
ます。
●付属のカメラ台座で天井や壁などお好きな場所に手軽に固定
できます。
●スピーカー、マイク内蔵で通話ができます。外部スピーカー
も接続できる。
●多彩な機能（動体検知、ナイトモード、パトロールetc）を
搭載しています。
●ELECOM Sky Link Mobileや、DOCOMOのUSBデータカ
ードに対応。モバイル契約で設置自由度アップ。

WPSボタン

正常に接続されていれば、LANランプが点灯します。

LANランプ

①本製品のWPSボタン（ボタンは無線LAN子機
にあります）を約3秒間押す

※WPS非対応の無線LANルーターに接続する場合接続方法について
は弊社Webページよりユーザーズマニュアルをダウンロードし、ご参
照ください。

①LANケーブルを本製品のLANポートと有線
LANルーターのLANポートに接続する

①付属の無線LAN子機を
　USBポートに
　接続する

②付属のACアダプターを
　本製品のDC INと
　電源コンセントに
　接続する

本製品の特徴

無線LANルーターに接続する場合（※）

接続状況の確認方法

②付属のACアダプターを
　本製品のDC INと
　電源コンセントに接続する

1
有線LANルーターに接続する場合

モデム

NAS

Wi-Fi

スマホなど ブロードバンド
ルーター

インターネット

外出先のパソコン 1F

2Fパソコンスマホ ［Playストア］（Google Play）または
［Androidマーケット］から
［Skylink View］を検索し、インストールする
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Androidの場合

カメラを登録する4
①

④

2 ホーム画面に戻り、
インストールした
［Skylink View］をタップする

2 ホーム画面に戻り、
インストールした
［Skylink View］をタップする

カメラが登録されてないと
メッセージが表示されたら、
「OK」ボタンをタップする
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カメラが登録されてないと
メッセージが表示されたら、
「OK」ボタンをタップする

3

iPhone/iPad/iPod touchの場合
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画面表示切替
複数のカメラを登録しているときに1画面表示と
4画面表示を切り替えます。

操作メニュー
　  をタップして、操作メニューを選びます。

スナップショット（静止画撮影）
タップすると、表示されている映像を静止画撮影し、
スマートフォンに保存します。

動画撮影
タップすると、表示されている映像を動画撮影し、
NASまたはSDカードに保存します。
（出荷時設定：SDカード）
もう一度タップすると、撮影停止します。保存先の設
定は、事前に設定メニューからおこないます。
（右記「［参考］映像をNASに保存する場合」参照）

パン・チルト操作・プリセット
画面をフリックして、カメラを上下左右に動かしま
す。Homeをタップすると、設定した位置（ホームポ
ジション）に戻ります。また、カメラの向きを登録して
おくと、数字をタップするだけでカメラの向きを変更
できます。

スピーカー
タップすると、カメラ側の音声をスマートフォンのス
ピーカーで再生します。

マイク
タップすると、スマートフォン側からの発声をカメラ
のスピーカーから出力します。

モード
動作検知設定：動作検知機能をオン/オフします。パ
トロールモード：パトロールモードをオン/オフします。
ナイトビジョン設定：ナイトビジョンモードの自動切り
替えをオン/オフします。

赤外線リモコン
赤外線リモコンの操作を登録しておくと、同じ操作を
本製品からおこなえます。

情報
カメラの情報を表示します。

②設定情報シートの
　QRコードを読み込む

③追加確認画面で「OK」をタップする
④「ライブビュー」をタップする

②

管理者ユーザー情報

ゲストユーザー情報

設定用QRコード
（Skylink View用）

ユーザー名
パスワード

ユーザー名
パスワード

admin
1234567890123

guest
1234567890123
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以上で設定は完了です。
以降は、「Skylink View」を起動するだけで、モ
ニタリングが可能です。「Skylink View」の画面
については、本紙裏面をご参照ください。

上記の手順で本製品を登録できない場合
手動で本製品を登録してください。手動での登録方法は、弊
社Webページよりユーザーズマニュアルをダウンロードし、
ご参照ください。

本製品の映像が表示されない場合
別紙「はじめにお読みください」にあるQ&A「外出先のネット
ワークから本製品の映像が表示されない場合」をご参照くだ
さい。それでも映像が表示されない場合は、本製品の「ユー
ザーズマニュアル」をご参照ください。

5 カメラ映像が正しく表示
されているか確認する

［参考］Skylink Viewの画面について

設定メニュー
本製品の詳細設定ができます。（詳しくは
ユーザーマニュアルをご参照ください）
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［参考］赤外線リモコンの操作を登録する
テレビやエアコンの赤外線リモコンの操作を登録しておくと、
リモコンと同じ操作を本製品で行なうことができます。

1 設定メニューを開く

2 設定する

① ②

➡

①［赤外線リモコン設定］をタップする
②登録したいプリセット番号の［登録］ボタンを
タップする

③本製品に向けて登録したいリモコンのボタン
を押してください。（本製品の赤外線受光部
に向けて、5～10cmの距離でボタンを押し
てください。）

以上で赤外線リモコンの操作を登録する設定は
完了です。

3 登録が完了したら、登録した
内容が判り易いようにプリ
セットの内容を入力する

5～10cm
受光部

項目　
ステータス
場所（NAS）

空き容量不足の
通知
サイクル録画

最大撮影可能時間
NASの最大保存
サイズ
アクセス制限
アカウント
パスワード

設定内容
NASの接続状態を表示します。
保存先NASのIPアドレスとフォルダ名を入
力します。（ ¥¥ IPアドレス ¥ フォルダ名 ）
［有効］にすると、録画容量が足りなくなった
場合に、メールでお知らせします。
［有効］にすると、連続で録画します。
※容量が足りなくなった場合、古い録画ファ
イルを消して（上書きして）、録画を続けます。
連続録画できる最大時間を選択します。
1ファイルに保存できる最大のファイルサイ
ズを選択します。
NASへのアクセス制限を選択します。
上記、アクセス制限を［アカウント］にした場
合、アカウントとパスワードを入力し、設定し
ます。

［参考］映像をNASに保存する場合
表示されている映像をNASへ保存する場合は、本製品の
設定メニューで保存先を登録してください。

1 設定メニューを開く

2 設定する

4 動画撮影　　をタップして、
映像をNASに保存する

以上で映像をNASへ保存する設定は完了です。

① ② ③

➡ ➡

①［保存設定］をタップする
②［保存先設定］をタップする
③保存先に［NAS］を選び、各項目を設定する
④［設定］をクリックする
・［ステータス］が［接続］になっていることを
　確認します。

3 ［ホーム　　］をタップする


