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1. はじめに  

本書は NVR・カメラの初期設定や基本操作について説明した簡易マニュアルです。 

アプリケーションのバージョンによって本書と一部表記が異なる場合がございます。 

 

 接続するデバイス＜NVR・カメラ＞は必ず同じネットワーク上に接続して使用してくださ

い。 

 Wi-Fiは 5GHz帯には対応しておりません。2.4GHz帯でご使用ください。 

 Wi-Fiで使用する場合は電波状況の良いところでご使用ください。 

 バージョンによって画面表記が異なる場合がございます。 
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2. AT2-X（ IPC-A26L）  

 
①  製品  

②  起動・初期設定  
 

(1)  起動  

本デバイス機に電源ケーブル、LANケーブルを接続します。 

※ Wi-Fi を使用の際は電源ケーブルのみ接続します。  

 

LEDインジゲータのステータス デバイスのステータス 

消灯 ・電源オフ/LEDオフ 

・リセット後に再起動します 

赤点灯 ・起動中 

・デバイス異常 

赤点滅 ・ネットワークが切断 

・カメラのセットアップ失敗 

緑点滅 ・カメラのセットアップ準備ができました 

緑点灯 ・正常に動作中 

緑と赤 点滅 ・ファームウェアの更新中 

白点滅 ・アラーム動作 

※NVRを使用する場合、電源接続後、NVR設定（P19）へ 

※AT2-Xの初期設定は NVRで行います※（P30） 
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(2)  初期設定＜NVR を使用しない場合＞  

 
 アプリをダウンロード  

Apple Storeや Google playからダウンロードします。 

アプリストアで「Imou Life」を検索、または下記 QRコードをスキャンします。 

 
アプリケーションを起動し、新規ユーザーの場合はアカウントを作成します。 

 カメラを登録  

画面の指示に従ってカメラをアプリに追加します。 

カメラが複数ある場合は同様に【カメラを登録】手順を繰り返します。 
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③  工場出荷状態（初期化方法について）  

工場出荷状態（初期化）へ戻す際は、リセットボタンを 10秒長押しすると、カメラがリセッ

トされます。 
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3. AT2-F（DH-IPC-HFW2230S）  

 
①  製品  

 

本デバイス「AT2-F」を使用する際は、 

・PoE給電 HUB  

 

または 

 

・ACアダプター 

を使用します。 
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②  起動・初期設定  

※あらかじめカメラ本体（AT2-F）の初期設定が必要となります。 

(1)  起動とネットワークの設定  

AT2-Fと LANケーブルで PoE給電 HUBに接続します。 

※ACアダプターを使用の場合は PoE給電 HUBに接続は不要※ 

ノートＰＣと AT2-FをＬＡＮケーブルで接続します。 

AT2-F（DH-IPC-HFW2230S）デフォルト IP 192.168.1.108 

 

上記 IPで AT2-Fに接続します。 

作業用ノート PCを用いて、上記 IPで AT2-Fに接続します。 

上記接続前に、IP体系を上記に適応できるように設定します。 

※Windowe10使用の場合の設定 

 

スタート ＞ Windowsの設定 ＞ネットワークとインターネット ＞ 

アダプターのオプションを変更する 
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ノート PCに接続しているイーサネットを右クリックし、プロパティを選択後、 

インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)を選択し、プロパティを押します。 

カメラを繋いだものを選択してください 
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192.168.1.108以外の体系に設定します。 

※上記画像のように設定 

 

(2)  ブラウザからのカメラの初期設定  

ブラウザを開き、URLを入れる箇所にデフォルト IP「192.168.1.108」を入力し、 

接続します。 
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(3)  言語選択  

Regionを Japanに設定し、「Next」を選択します。 

(4)  同意  

ソフトライセンス規約を一読し、チェックを入れ。「次へ」を選択します。 
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(5)  タイムゾーン設定  

タイムゾーンと現在の日時を下記に設定し、「次へ」を選択します。 

 

※PC同期を選択すると、ご使用の PC時刻と同期します。 
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(6)  デバイス初期化＜パスワード設定＞  

パスワード設定を行います。 

 

パラメータ 説明 

ユーザー名 adminが管理者となります。 

パスワード 

パスワードの確認 

パスワードボックス(Password)に管理者用パスワードを入力して

ください。 

新しいパスワードは 

8文字から32文字の範囲で設定でき、数字、文字、特殊文字

（「'」、「"」、「;」、「:」、「&」を除く）から少なくとも

2種類を含む必要があります。  

Emailアドレス パスワードリセット用 Emailアドレスを入力します。 

※ パスワードは忘れない様に大切に保管しましょう。  

デバイスの安全性のために、初期設定の後もログインパスワードをしっかりと保管し、定期的

にパスワードを変更してください。 
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パスワードを忘れた際やパスワードの変更する際には Emailアドレスにて再発行が可能です。

必ず登録するようにしましょう。 

初期設定の際に EMAIL アドレスを必ず登録しましょう。  

パスワードをリセットする際に必要です。  

 

(7)  ログイン画面  

登録完了後、下記ログイン画面が表示されます。 

（5）デバイス初期化＜パスワード設定＞にて設定したパスワードでログインできます。 

ユーザー名は「admin」です。 
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(8)  ネットワーク接続  

ログイン後、下記を選択し固定 IPまたは DHCPにて本体のネットワーク設定を行います。 
 

設定画面の表示：設定 ＞ ネットワーク ＞ TCP/IP  
 

 
あらかじめ IPアドレスを指定する場合は必要な項目を入力してください。 

※NVRから追加設定を行う場合は必ずこの画面で DHCP設定を行ってください。 
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③  パスワードリセット・工場出荷状態（初期化方法について）  

(1) パスワードリセット  

管理者（admin）のパスワードをリセット（変更）するには、下記内容からリセット（変更）

を行ってください。 
 

ログアウト ＞ ログイン画面の表示 

 
 

パスワードをお忘れですか？を選択します。 
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Imouアプリをダウンロード※（Ｐ5を参照してください）してアカウントを作成します。 

 

アカウント ＞ 設定 ＞デバイスパスワードのリセット 
 

 
 

下記の QRコードをスキャンすると設定時登録したメールアドレスにセキュリティオードが送

られます。 

  



18 
 

(2) 工場出荷状態（初期化）  

新しい場所に設置しなおす場合や、不調の際等は工場出荷状態（初期化）に戻すことが可能で

す。 

すべての設定内容が初期化されますので実施には十分ご注意ください。 
 
工場出荷状態（初期化）に戻す場合は 2パターンあります。 
 
 

 ブラウザより工場出荷状態（初期化方法）に戻す  

設定画面の表示：設定 システム ＞ 基本設定 ＞初期設定 

 
必要に応じて「初期設定」と「工場初期出荷状態」と選択してください。 

 リセットボタン（スイッチ）より工場出荷状態（初期化）に戻す  

側面のネジ 2カ所を取り外し、中にスイッチがあります。10秒長押しをします。 

  



19 
 

4. AT2-NVR 

 
①  製品  

 

 
②  起動・初期設定  

(1) 起動  

AT2-NVRをモニターに接続し、さらにマウスを接続します。 

電源ケーブル、LANケーブルを接続します。 

 
 
 

AT2-NVR （NVR1104HS-W-S2） デフォルト IP 192.168.1.108 

 

  

電源ケーブル 

LANケーブル 

マウス 

モニター（どちらかを接続） 
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(2) 言語設定  

ロケーションを日本に選択し、「次ステップ」へ進みます。 

(3) 同意  

全ての条件に同意するにチェックを入れて、「次ステップ」へ進みます。 
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(4) パスワード設定  

管理者パスワードを設定します。 

パスワードは下記ルールに沿って設定を行ってください。 

 
パラメータ 説明 

ユーザー デフォルトでは、ユーザーが管理者となります。 

パスワード 

パスワードの確認 

パスワードボックス(Password)に管理者用パスワードを入力して

ください。 

新しいパスワードは 

8文字から32文字の範囲で設定でき、数字、文字、特殊文字

（「'」、「"」、「;」、「:」、「&」を除く）から少なくとも

2種類を含む必要があります。  

パスワード変更補助 入力不要です。 

※ パスワードは忘れない様に大切に保管しましょう。  

デバイスの安全性のために、初期設定の後もログインパスワードをしっかりと保管し、定期的

にパスワードを変更してください。 

入力後、「次ステップ」へ進みます。  
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(5) アンロックパターンを設定  

アンロックパターンが表示されますのでパターンを描いてください。 

 

 

※ 設定するパターンは 4 つ以上のグリッドをまたぐ必要があります。  

 

アンロックパターンを設定すると、システムはデフォルトのログイン方法として、アンロック

パターンを必要とします。 

この設定をスキップする場合は、ログイン用パスワードを入力してください。 
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(6) メールアドレス・セキュリティの質問を設定  

登録されているメールアドレスを設定してください。 

秘密の質問も 3項目入力してください。 

 
パスワード保護モード 説明 

メールアドレス 登録済みメールアドレスを入力します。  

メールアドレス（Email Address）ボックスに、パスワード

リセット用のメールアドレスを入力します。パスワードを忘

れてしまった場合は、この登録済みメールアドレスに送信さ

れるセキュリティコードを入力し、管理者パスワードをリセ

ットします 

セキュリティの質問 セキュリティの質問と答えを設定します。  

パスワードを忘れてしまった場合、質問に対する回答を入力

することで、パスワードをリセットすることができます。 

 

※ 正しいメールアドレスを入力しなければ、パスワードを忘れてしまった場合、  

初期化や設定等ができなくなりますのでご注意下さい。  
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(7) NVR・ IP アドレス設定  

NVRの IPアドレスを設定します。 

あらかじめ IPアドレスを指定する場合は必要な項目を入力してください。 

入力後、「次ステップ」へ進みます。 

※ デフォルトで DHCP に設定されているのでネットワークに繋ぐと割り振りされま

す。  
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③  メイン画面・メインメニュー  

(1)  メイン画面  

右クリックを数回繰り返すと、メイン画面が表示されます。 

(2)  メインメニュー  

メイン画面から右クリックをメインメニューアイコンが出るので選択します。 
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④  パスワードリセット・工場出荷状態（初期化について）  

(1) パスワードをリセット  

初期設定したパスワードを忘れてしまった場合、以下の方法でパスワードをリセット（変更）

する事ができます。※初期設定で秘密の質問を設定した場合のみ有効 
 

メインメニュー ＞ アカウント ＞ パスワードリセット 
 
初期設定時に登録したメールアドレスを入れて、セキュリティ質問を設定している場合は、セ

キュリティ質問によってパスワードをリセットすることができます。 
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(2) 工場出荷状態（初期化について）へ戻す  

新しい場所に設置しなおす場合や、不調の際等は工場出荷状態（初期化）に戻すことが可能で

す。 

すべての内容が初期化されますのでご注意下さい。 
 

メインメニュー ＞ 操作 ＞ システムメンテナンス ＞管理者 ＞デフォルト ＞ 

工場出荷状態 
 
 

 
工場出荷状態の…を選択し、初期設定にて設定したパスワードを入力し、工場出荷状態へ戻

します。 
 
※ 全ての設定が初期化されます。慎重に作業してください。  

強制的に初期化するリセットボタン（スイッチ）はありませんのでご注意下さい。  
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⑤  ネットワーク設定の変更  

 
初期設定の際に設定したネットワーク設定を変更する場合は下記を参照ください。 
 

メインメニュー ＞ネットワーク設定 ＞ TCP/IP 

 

固定 IPアドレスを使用する場合は必要な項目を入力してください。 

DHCPで使用する場合は DHCPを選択し、適用を選択します。 
 
 

 

 

  



29 
 

⑥  ネットワーク設定（Wi-Fi 使用時）  

カメラ「AT2-X」のみWi-Fiが使用できます。 

メインメニュー ＞ ネットワーク設定 ＞ Wi-Fi 
 

正しい SSID・パスワードを入力して適用を選択します。 
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⑦  カメラの追加・設定  

NVRにカメラを追加・設定を行います。 

AT2-X の初期設定  

 

メインメニュー ＞カメラ設定 ＞ IPC ＞ 

①デバイス検索 をクリックし、接続するカメラを表示します。 

初期設定を行う前は「状態」の欄が ✖ になっているので 

②チェック を入れて 

③初期化 します。 

 

  

① 

② 

③ 
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次ステップを選択します。 
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AT2-Xの IP設定を行ってください。 

DHCPまたは固定 IPを入力します。 

「次ステップ」を選択します。 

終了を選択します。 
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※ デバイス（カメラ）追加 

「デバイス検索」をクリックすると、検索フィルタの欄に繋がっているカメラが出てきます。 

 
 

追加したい対象デバイスにチェックを入れて追加すると、デバイスが追加されます。 

AT2-F のカメラは、AT2-F 本体で P7～の初期設定を行い、NVR に接続すると、  

「※デバイス（カメラ）追加  」からの設定で状態が利用可能になります。  
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⑧  リアルタイム画像を視聴  

 
リアルタイム映像を視聴する際はメインメニュー上で右クリックを行うと映像が視聴できま

す。 
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⑨  録画映像を視聴  

 
過去の録画映像の視聴方法は下記です。 
 

メインメニュー ＞検索再生  
 

 
 
録画されている時間帯は緑色に表示されるのでカーソルで視聴したい時間をクリックすると映

像を確認できます。 
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⑩  アプリにて閲覧  
 
 アプリをダウンロード  

NVR映像は Imouアプリにて視聴可能です。 

Apple Storeや Google playからダウンロードします。 

アプリストアで「Imou Life」を検索、または下記 QRコードをスキャンします。 

 
 
アプリケーションを起動し、新規ユーザーの場合はアカウントを作成します。 
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 NVR を登録  

ホームの右上「+」を選択し、NVRに表記されている QRコード（本体底面）を読み取って 

ください。 

 
※背面及び、箱に QRコードの表示がありますのでどちらかを読み取りし、 

登録してください。 

画面の指示に従って、設定項目を入力します。 

NVRを登録すると、ホーム画面に出てきます。 

リアルタイムで映像を確認することが可能です。 
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また、NVRを登録することにより、過去の録画映像も視聴可能です。 

水色の塗りつぶし部分が録画された時間帯です。 

過去の映像を視聴する場合は、カーソルを動かして時間を指定して録画映像をご確認くださ

い。 
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⑪  ブラウザより視聴  

下記の手順よりブラウザから視聴が可能です。 

メインメニュー ＞ネットワーク接続 TCP/IP 

赤枠内の IPアドレスをブラウザで入力します。 

NVRの初期設定で登録した PWを入力し、ログインします。 
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ログインするとメインメニューが表示されるので確認したい項目を選択し、確認できます。 
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改訂履歴  

 

バージョン 改定日 改定内容 

1.0 2022/2/21 初版 

1.1 2022/6/15 文言修正 

1.2 2022/6/28 文言修正 

1.3 2022/7/12 文言修正 
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