
本製品の詳細な仕様や開発関連資料はこちらから

ダウンロードできます。

http://plus-sensing.omron.co.jp/product/b5t-003001

アプリをダウンロード

http://plus-sensing.omron.co.jp/kazoku-mesen/app/
※ 本製品を使用するには、専用のアプリケーションが必要となります。
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はじめに

１ 準備する

２ 組み立てる

３
４

アプリをインストールする

５ 接続する

６ 取りつける

家族目線（HVC-C2W) をお買い上げいただきありがとうございます。
家族目線はアプリをインストールすることで、いろんな見守りができる見守りカメラセンサです。
ご利用していただく前に下記手順を行っていただく必要があります。

4ページへ

6ページへ

10ページへ

13ページへ

19ページへ

ユーザ登録する
11 ページへ

USER
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はじめに

LED

青色点灯

青色点滅

赤色点灯

緑色点滅

赤色点滅

電源オン後。またはネットワーク未接続状態。

電源オン後ネットワーク接続中。

ペアリング音の受信後にネットワーク探索中。
もしくは、ファームウェアのアップデート中。

ライブビュー実行中。

ネットワーク接続中。

状態

※1 レンズ表面に汚れが付いた場合は、傷つけないよう柔らかい布で拭き取ってください。
※2 各部の穴を塞いだ状態で使用しないでください。
※3 LEDの見方は以下です。

照度センサ ※2

LED ※2 ※3

マイクロフォン ※2

ファンクションスイッチ

レンズ ※1

スピーカ ※2

リセットスイッチ

Serial No. / Mac address
記載位置

microSDHC™カード挿入口

スタンド取付ネジ  (U1/4)

Micro-USBケーブル挿入口

各部の名称

LEDの見方

赤外線LED
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準備する

※microSDHC™カードは付属していません。

カメラ：1個

壁取り付け用ネジ / アンカー / フック：1セット

ご利用条件：1部

必ずお読みください：1部

Licenses：1部

セット

スタンド：1個

ACアダプタ本体/プラグ：1セット Micro-USBケーブル：1本

お買い上げ品を確認する。１
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準備する

ご利用環境の準備をする。2

CHECK

ご家庭での無線LAN環境 スマートフォン・タブレット

microSDHC™カード 家族目線（カメラ+スタンド）
・容量 32GB以下
・class 4,6,10

・SDカードにはサイズ・種類がいくつかございます。
  購入時にはご注意ください。

・Android 4.3 以降
・iOS 7.0 以降

・IEEE 802.11 b/g/n
  （2.4GHｚ) 準拠

・無線 LANの規格がわからない場合は、ルータ本体をご確認いただくか、
  ご利用の通信業者にご確認をお願いいたします。

・無線 LAN 5GHz の周波数帯には対応しておりません。
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組み立てる

３

４カメラを下図のAの方向に回し、スタンドに固定した後、
ナットを下図のBの方向に回し、カメラが動かなくなる
までしっかりとしめてください。

B

A

ナットを下図の方向に回し、しめてください。
次に支柱下側を下図の方向に回し、しめてください。

ナット

支柱下側

ナット

カメラ



CHECK
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組み立てる

カメラにmicroSDHC™カード (別売 )を挿入し、
Micro-USBケーブルをカメラに差し込む。

５

microSDHC™カードが挿入されていないとアプリがご利用頂けません。
画像を保存する用途がない場合も、microSDHC™カードをご用意ください。
microSDHC™カード 32GB以下、Class 4,6,10 の使用を推奨いたします。
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組み立てる

プラグを図の向きで
アダプタ本体に挿し込み、
押し込んでください。

step.2

アダプタ本体の　　　の
部分をプラグ側に押し
込んでください。 

step.3

アダプタ本体の　　　の部分を
指で押さえながら矢印方向に押
してください。  

step.1

ACアダプタを組み立てる。６

ACアダプタにMicro-USBケーブルを差し込む。７

OK NG



CHECK
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組み立てる

♪

ACアダプタをコンセントに接続し、
準備完了音が鳴るまで待つ (約 30秒間 )。
８

・Micro-USB ケーブルはACアダプタ , カメラにしっかり差し込んでください。
・自動的に電源が入り赤点灯し、本体が起動状態となります。
  準備が完了すると準備完了音が鳴りますので、それまでは設定を始めずに
  お待ちください。（目安時間：30秒程）
・パソコンからの電源供給では操作しません。　　　　　
  必ずコンセントに接続してください。

赤点灯

守ろう！ ACアダプタは確実にコンセントに差し込んでください。
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アプリをインストールする

家族目線の接続には家族目線アプリのダウンロードが必要です。
http://plus-sensing.omron.co.jp/kazoku-mesen/app/

▼Android をご利用の方
　
GooglePlay よりアプリをインストールしてください。
     
▼iOS をご利用の方
　
App Store よりアプリをインストールしてください。
     

GooglePlay またはApp Store にてアプリを
インストールする。
９

各ストアで「家族目線」と検索して頂くと、ご利用いただけるアプリが
確認できます。

http://plus-sensing.omron.co.jp/kazoku-mesen/pet/
http://plus-sensing.omron.co.jp/kazoku-mesen/baby/
http://plus-sensing.omron.co.jp/kazoku-mesen/senior/
http://plus-sensing.omron.co.jp/kazoku-mesen/door/
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ユーザ登録する

メールアドレスを入力して　　　　　　　　を押してください。
入力いただいたメールアドレス宛にログイン情報が送信されます。

▼メールアドレスでユーザ登録を行う方

ユーザ登録を行う。10

迷惑メール対策、ドメイン指定受信等を行っている方は、
ログイン情報のメールが受け取れない可能性があります。
[ noreply@hvc.omron.com ] からのメールが
受信できるように、メール設定変更をお願い致します。

これより「家族目線　おるすばん」の画面でご説明させて頂きますが、
その他アプリも手順は同様です。
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ユーザ登録する

　　に記載されていたパスワードを入力し、
　　　　　　　　を押してください。ログイン

ログイン情報ログイン情報

▼SNS ログインでユーザ登録を行う方

ログインする。11

　アカウントをお持ちの方は SNS ログインボタンを押して
　ログインしてください。

※SNSログインされた方は次へお進みください。



CHECK
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接続する

アプリを起動して「設定」　　　　メニュー→「ネットワーク」を
選択し、家族目線と接続するネットワーク名とパスワードを入力して
　　　　　　を押すと、右の画面が表示されます。接続

接続

ネットワーク名を入力

ご家庭のネットワーク情報を入力する。12

パスワード入力

▼ネットワーク名とは？
ネットワーク名とは、ご自宅でお使いの無線 LANネットワークを表す名称
となります。無線 LANルータによって様々な表記で記載されております。
例：ネットワーク名
　　SSID　　　　　　・・・等

▼パスワードとは？
パスワードとは、無線 LAN対応機器をご家庭の無線 LANネットワークに
接続するためのパスワードとなります。
無線 LANルータによって様々な表記で記載されております。
例：パスワード
　　WPA Key
　　WEP Key
　　セキュリティ番号
　　セキュリティキー
　　暗号化キー　　　　　　・・・等

▼ネットワーク名やパスワードはどこに記載されているの？
ご家庭のインターネット回線の場合は、主にご家庭に設置されている
ルータの裏面や側面等。
モバイルルータの場合は、本体裏面やバッテリーの裏等に記載がございます。
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接続する

家族目線カメラ部のファンクションスイッチを 3 秒以上長押しして、
ペアリング受付音が鳴り、LED が赤点滅することを確認します。

※電源投入から 30 秒以上待って、準備完了音を確認してから行ってください。

STEP 1

ペアリングとは？
家族目線のペアリングとは、お客様に入力いただいたネットワーク情報を
スマートフォン・タブレットから「音」にして家族目線に送信し、
家族目線とスマートフォン・タブレットを接続する作業です。

ネットワーク情報等

ネットワーク名：＊＊＊＊＊＊
パスワード：＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　 　　・
　　　　 　　・
　　　　 　　・

♫

3 秒以上長押し

♪

ご利用のスマートフォン・タブレットと家族目線を
ペアリングする。　

13

赤点滅
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接続する

家族目線カメラ部右側にあるマイクから 5 ～ 10cm 位の距離に、
アプリを利用するスマートフォン・タブレットのスピーカーを近づけます。

12 で表示した画面の○をタップすると、右の画面が表示されます。

5 ～ 10cm

STEP 2



CHECK
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接続する

ペアリング時は
スマ―トフォン・タブレットから
大きな音が再生されますのでご注意ください。

・ペアリング作業は周囲に雑音がない状態で行ってください。
・ファンクションスイッチ押下時、ペアリング受付音が鳴り、LEDランプが
   赤点滅し、ペアリング受付状態となります。
   赤点滅している間 (20 秒間 ) にスマートフォン・タブレットからのペアリン
   グ音を再生してください。

をタップして、ペアリングをはじめます。

ペアリングがうまくいかない時は？

STEP 3
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家族目線がペアリング音の取得に成功すると、ご利用になるご家庭の
ネットワークとの接続がはじまります。
ネットワーク接続中は LED が緑点滅しています。

STEP3 ※LEDが赤色に点灯した場合は、再度STEP1 からやり直してください。

緑点滅

ペアリングに成功すると完了音が鳴り、LED が青色に点灯します。
下の画面が表示されてペアリング完了です。

青点灯

♪

STEP 4



CHECK
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接続する

「設定」　　　　メニュー＞ストレージ管理＞
「microSD™のフォーマット」を選択するとフォーマットが可能です。

microSDHC™カードフォーマット時の注意
microSDHC™カードのフォーマットを行うと、カードが初期化され、
全てのデータが消去されます。
フォーマットの前に、カード内にデータが残っている場合はバックアップを
お取りください。

microSDHC™カードをフォーマットする。14

「設定」　　　　 メニュー＞接続カメラを選択し、ペアリングした
家族目線を選択してください。

HVC-C2W

STEP 5

™

™
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取り付ける

しめる

① 壁に 12mmピッチの下穴をあけてください。
付属のフックを下図の向きに、ネジを用いて固定してください。
固定後、フックが動かないことを確認してください。

※壁の材質が石膏ボードの時
ネジを固定する前に、付属のアンカーを右図のように
12mm ピッチで壁に埋め込んで固定してください。

12mm

12mm

壁への取り付け方法

支柱下側のネジをゆるめると、カメラの方向・角度を自由に調整できます。
調整の為にゆるめる際は、1回転ほどが目安です。

支柱下側

ゆるめる

カメラはスタンドに対し、
下図のように方向、角度を調整できます。

360°

360°

90°

カメラの向きを調整する

ご利用の際には、支柱下側をしめた状態でご利用ください。

下穴の直径の目安は
φ3mm程度です。

アンカー使用時の下穴の直径の目安はφ6mm程度です。

守ろう！
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取り付ける

ご利用の前に
・手や足に引っかからないようにMicro-USBケーブルを固定してください。
・レンズの保護フィルムを剥がしてからご使用ください。

②フック先端部をスタンド裏面の溝にはめ込み、固定してください。

注意事項
1. ネジはしっかりしめてください。
2. カメラの自重で落ちることのないように、壁厚が 25mm 以上あるところを選
んでください。壁厚が 25mm以上ない場合は、壁の裏側に当板を使うなどしてく
ださい。
3. 石膏ボードなど強度の弱い材質の壁の場合、強度増加用に付属のアンカーもしくは市販
の石膏ボード用ネジをご使用ください。
4. 取付の際には必ずスタンドが十分に支えられており、スタンド裏面の溝がフック先端部
にしっかりはまっていることをご確認されてからご使用ください。
5. スタンドを壁に取付後、角度の調整を行う際には過度な力をスタンドに加えないでくだ
さい。   スタンドが壊れる可能性があります。

スタンド裏面の溝スタンド裏面の溝

フック先端部フック先端部

25mm



●商標について
１）家族目線は、オムロン株式会社の商標です。
２）iPhone,iPad,App Store は Apple Inc. の商標です。
３）iOS は、Apple Inc. の OS名称です。
　　IOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
４）Android,Android ロゴ、Google Play、Google Play ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
５）QRコード ®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
６）その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


