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●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設
定をおこなってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。

●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご
連絡ください。

本製品の特長

必ずお読みください

ユーザーズ･マニュアルの参照方法

同梱物について

工場出荷時の設定

手順の確認

各部の名称

STEP 1 使用中のネットワークに接続する

STEP 2 カメラ画像を確認する

IDとPasswordだけで簡単接続！
専用アプリでiPhone・Android・パソコンから、
自宅や職場の様子を簡単に確認できます！

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。

以下は、別途ご用意ください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

使用中のネットワークに接続するSTEP 1

カメラ画像を確認するSTEP 2

Wi-Fi接続をする場合の設定STEP 3

本製品を使用中のネットワークに接続しましょう。

専用アプリをインストールし、カメラ画像を視聴できるか確認します。

本製品にWi-Fiの設定を行います。
※有線経由でルータに接続するときはここでの設定は必要ありません。

□ ACアダプタ □ LANケーブル□ CS-W06N
(本製品)

iPhone、Androidなど自宅

インターネットインターネット

■ナイトビジョン機能搭載（暗くても撮影が可能な赤外線撮影モード）

インターネットインターネット

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

●②④のパスワードは変更することができます。詳しくはユーザーズ･マニュアルを参照してください。
●Resetボタンを押して初期化をすると、②のパスワードは「ipcam」に変わります。
　※①のカメラIDは変わりません。

①カメラID

③設定用ID

⑤IPアドレス DHCP 有効
※ルータからIPアドレスを自動的に取得します。

ナイトビジョン機能は設定せずに、
工場出荷時のままご使用頂けます。
※ナイトビジョン機能の撮影モードの
　画像は、モノクロのみとなります。

Wi-Fi
ルータなど

本製品

Version: CS-W06N_QIG-A_V1b

No.1 設定しよう！

CS-W06NCS-W06N

スタートガイド

□ カメラ画像を視聴する
　 iPhone、Android、パソコン

(本紙) (保証書含む)(大切に保管してください)
□ スタートガイド□ ID/Passwordカード □ はじめにお読みください

□ Wi-Fiルータ □ インターネットに接続
　 できる環境

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w06n/

●本製品を外出先から確認するには、お使いの Wi-Fi ルータがインターネットに接
続できる状態になっている必要があります。あらかじめインターネット回線の契約、
及びインターネット接続の設定を行ってください。
●本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については以下の「ユーザー
ズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。
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iPhone用アプリを利用してカメラ画像を確認します。

本製品前面

本製品背面

本製品側面

本製品下面

レンズ（夜間用） WPSボタン
microSDカード
スロット

microSDカード
ランプ

赤外線LED

Ethernet
ポート Resetボタン

レンズ（昼間用）

電源コネクタ

赤外線人体検知
センサー

Networkランプ
Statusランプ

音声出力端子

マイク

1

2
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本製品背面のEthernetポートとWi-FiルータのLANポートを
付属のLANケーブルで接続します。

本製品背面の電源コネクタとコンセントを付属のACアダプタで
接続します。

本製品を使用中のネットワークに接続します。

LANポート

Wi-Fi ルータ モデム

Ethernet ポート

LANケーブル

本製品前面のStatusランプが
赤点灯、Networkランプが青
点灯することを確認します。
※電源を投入して約 1 分ほど経ってから、
「STEP 2」に進んでください。
※Network ランプが青点灯に切り替わらないと
きは、LANケーブルがしっかり接続されている
か確認してください。

青点灯

赤点灯

Wi-Fi ルータ モデム

iPhoneアプリからの接続方法

ID/Password

ホーム画面から「A p p  
Store」を起動します。

検索結果から「カメラ一発！」
をタップし、インストールを
実行します。
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インストールが完了すると、
ホーム画面に「カメラ一発！」
が追加されます。
「カメラ一発！」をタップして
起動します。

カメラリスト左上の［＋］を
タップします。

接続カメラの設定を行い
ます。

カメラリストから追加した
カメラをタップします。

カメラの画像が表示され
ます 。終 了する場 合 は
［切断］をタップしてくだ
さい。
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8

検索バーをタップし、入力
欄に「カメラ一発！」と入力
後、［Search]をタップし
ます。

アップルストアのID・パスワードが別途必要です。

Wi-Fiルータの設定がDHCPになっていることを確認してください。

①名前
　任意のカメラ名を入力し
ます。

②カメラID
　同梱のID/Passwordカード
に記載されているカメラID
を入力します。

③パスワード
　同梱のID/Passwordカード
に記載されているパス
ワードを入力します。

④設定が終了したら［実行］を
タップします。

②パスワード

④パスワードadmin

同梱のID/Pasword
カードに記載

同梱のID/Pasword
カードに記載

password
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困ったときは

初期化について

サポートQ&A情報

●初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
●初期化をすると、パスワードは「ipcam」に変わります。
　※カメラIDは変わりません。
●初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面のResetボタンを4秒以上長押して離します。
3. Powerランプが消灯します。
4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQサイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス　CS-W06N で 検索

携帯電話から確認するときは、
右記のQRコードを読み込んでください。
（http://www.planex.co.jp/mobile/）

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

電源が入らない
●ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。　
●同梱品以外のACアダプタを使用していないか確認してください。
●延長コードやタップを使用しないで接続してください。
●他のコンセント差込口に変えてみてください。

カメラ画像が表示されない
●LANケーブルが本製品とWi-Fi ルータにしっかり差し込んであるか確認してください。
●本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約 1 分かかります。約 1 分お
待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。

●ID/Passwordカードに記載されているカメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。
●上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初
期化について」を参照してください。
●お使いのWi-Fi ルータにUPnP機能がある場合は有効にしてください。

Wi-Fiで接続できない
●本製品の電源を入れ直してみてください。
●本製品とWi-Fi ルータとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物が無い所でWi-Fi
ルータに近づいて再度接続してください。
●電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから
離れて接続してください。
●WPS で接続できない時は、手動で Wi-Fi ルータ（親機）に接続してください。接続手順の詳細
はユーザーズ・マニュアルを参照してください。
●上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初
期化について」を参照してください。

本製品が反応しない
●LANケーブルが切断されていないか確認ください。
●本製品を再起動してください。

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●Androidは Google Inc. の商標または登録商標です。
●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

1

2

以下のURLより、Windows用アプリケーション「カメラ一発 !」を
ダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルを解凍します。

Windows用アプリケーションを利用してカメラ画像を確認します。

パソコンからの接続方法
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Android用アプリを利用してカメラ画像を確認します。

Androidアプリからの接続方法

ホーム画面から「Google play」を起動します。

Googleアカウントが別途必要です。

検索ツールで「カメラ一発！」
を検索し、検索結果から
「カメラ一発！」をタップ
します。

3 ［インストール］をタップ
します。

4 確認事項をチェックして
［同意してダウンロード］を
タップします。ダウンロード
後、インストールが始まり
ます。

5 インストール完了後、［開く］
をタップして「カメラ一発！」
を起動します。

6

8

カメラリスト左上の、［＋］を
タップします。

7 接続するカメラの設定を
行います。

9

カメラリストから追加した
カメラをタップします。

カメラの画像が表示され
ます 。終 了する場 合 は
［切断］をタップしてくだ
さい。

①名前
　任意のカメラ名を入力
します。

②カメラID
　同梱のID/Passwordカード
に記載されているカメラID
を入力します。

③パスワード
　同梱のID/Passwordカード
に記載されているパス
ワードを入力します。

④設定が終了したら［OK］を
タップします。

①名前
　任意のカメラ名を入力します。
②カメラID
　同梱のID/Passwordカードに記載されている
カメラIDを入力します。

③パスワード
　同梱のID/Passwordカードに記載されている
パスワードを入力します。

④設定が終了したら［OK］をクリックします。

http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w06n/

4 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合、［はい］または、
［続行］をクリックします。

3 解 凍 し た フォ ル ダ を 開 き 、「Camera 
ippatsu.exe」をダブルクリックします。

デスクトップ上の「カメラ一発！」のアイコンを
ダブルクリックします。

5 ［次へ］をクリックします。

6 「標準」を選び［次へ］を
クリックします 。インス
トールが開始されます。

POINTPOINTPOINT

●「Microsoft .NET Framework 2.0 をインストールしてください。」と
表示された時は、Microsoft .NET Framework 2.0 以上をインスト
ールして下さい。

8

画面左上の「カメラリスト」を
右クリックし、「新しいカメラ」
を選びます。

新しいカメラの設定を行います。 

9

画面左上の「カメラリスト」欄
に名前が一覧表示されます。
画像を見たいカメラの名前を
ダブルクリックし、カメラ画像
が表示される事を確認します。

11

10

7 ［完了］をクリックします。

操作画面の使い方

❻スケジュール
　スケジュール設定画面を表示します。

❼言語
　言語設定画面を表示します。

❽画面分割
　カメラ画面の表示を切り替えます。

❾マイク音量
　本製品のマイク音量を調整します。
マイクアイコンをクリックすると、マイク
機能が有効／無効になります。

　スピーカー音量
　外部スピーカーの音量を調整します。
スピーカーアイコンをクリックすると、
ミュートが有効／無効になります。

❶カメラリスト
　接続されているカメラ一覧
を表示します。

❷オートサーチ
　ローカルネットワーク内で
認識されたカメラ一覧を表
示します。

❸カメラ画面
　カメラ映像を表示します。

❹設定
　設定画面を表示します。

❺カメラ一発 ! Playback
　カメラ一発！ Playbackを 
起動します。

Wi-Fiで親機に接続する設定を行います。

●有線でルータに接続するときは、この設定は必要ありません。
●本手順ではWPS 機能を使った手順でご説明しています。Wi-Fi ルータ（親
機）がWPS機能に対応していないときや手動でWi-Fi ルータに接続すると
きは、ユーザーズ･マニュアルを参照してください。
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●Networkランプが青点灯
に切り替わらないときは、
　 からやり直してくだ
さい。

接続に成功すると
Networkランプが
青点灯に戻ります。

2

青点灯に
切り替わる

1 本製品背面のEthernetポートとWi-FiルータのLANポートに接続さ
れているLANケーブルを取り外します。

LANポート

Wi-Fi ルータ モデム

Ethernet ポート

LANケーブル

2 Wi-Fiルータ（親機）のWPSボタンを押し、1分以内に　  の操作を
行います。

WPSボタンの使い方は、お使いの機種の取扱説明書を参照してください。

MZK-RP150N側面MZK-MF300N2背面

POINTPOINTPOINT
（例）
弊社製品のWi-Fiルータ
（別売）では、図の箇所の
WPSボタンを押します。

3

3 本製品前面のWPSボタン
を1回押してください。

本製品前面の3つのランプが
順に点滅を繰り返します。

黄点滅

青点滅

赤点滅

WPSボタン

DA130109_CS-W06N_QIG-A_V1b

※アプリ・アプリケーションの画面・アイコンは変更になる場合があります。ご了承ください。

※

STEP 3 Wi-Fi接続をする場合の設定

W
PS

/Reset


