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サービスの説明および保証期間
このデバイスはFCCルールの第15部に準拠しています。
操作するための条件は以下の2点です。(1) このデバイスが有害な干渉を起こす可能
性がないこと (2) このデバイスが受けた干渉すべてを受け入れられること。望まれ
ない操作の原因となる恐れのある干渉も含む。
FCC 注記：
製造者は、本機器への不正な改造が原因で発生したラジオやテレビへのいかなる干渉
についても、その責任を負うものではありません。
こうした改造により、機器を操作するためのユーザーの権限が無効になる場合があ
ります。

操作説明
この操作説明はルールの第2.1033(b)(4)部の条件を満たしているものとします。その
ルールの部では「デバイスの回路機能の簡単な説明およびデバイスの操作方法につ
いて説明する文。その文は、接地装置およびアンテナについての記述を含み、もし
あれば、デバイスとともに使用する」ことが求められています。 

上記の要求事項はさらに、FCCにより、以下のように解釈されています：
a. 説明はデバイスの操作方法に関する操作上、技術上の説明になっているものとする。
内容調整が行われており、また、以下の要件を満たしている：
b. EUTについて完全に説明している。それは（平易な英語および専門用語では）何
ですか？デバイスの操作に関する明瞭で簡明な機能説明を行っている。
c. 常にシグナルについて説明している。例えば変調型、パルス繰り返し率、シグナ
ルの種類および送信された情報。すべての変調型およびすべてのデータ率を説明し
ている。

説明 & 保証
製造者は、本機器への不正な改造が原因で発生したラジオやテレビへのいかなる干
渉についても、その責任を負うものではありません。
このような改造により、製品の保証およびユーザーの使用権は無効となります。

警告
• 製品の組み立ておよび取り付けは、大人が行わなければいけません。
• 使用前に、本マニュアルのすべての説明を徹底的にお読みの上で、本マニュアル
および製品に印字されている操作上の指示や警告に従ってください。

• 電源コードのもつれを防ぐため、電源コードをベビーベッドやその他の乳児用具
の周りに置かないでください。本製品および電源コードを子供手が届かない場所
に保管してください。

著作権

©2015 Hanwha Techwin Co., Ltd. All rights reserved.

商標について
本書に記載されている各商標は登録済みです。本書に記載されている本製品の名称および
その他の商標は、各社の登録商標です。

制約について
本書の著作権は留保されています。どのような状況であっても、本書の一部または全体を複
製、配布または変更するには、正式な認可が必要です。

免責事項
Samsung は本文書の内容の整合性および正確性を立証することに最善を尽くしますが、公
式な保証は行わないものとします。本文書の使用およびそれによって起こる結果はすべて、
ユーザー自身の責任によるものとします。Samsung は本文書の内容を、事前の告知なしに
変更する権利を留保しています。

Smart@Cam
ユーザーマニュアル



• 特に、電源コードは、子供の手が届かないようにしながら、慎重に取り付ける必
要があります。

• 湿気を避けるため、本製品を浴槽、シンク、洗濯機、湿った地下室などで絶対に
使用しないでください。

• 本製品は室内用に設計されています。
• 本製品は医療系の監視用には設計されておらず、使用に関しては、成人の保護監
督が必要です。

• 製品の過熱を回避するため、製品を直射日光にさらさないでください。ヒータ
ー、ラジエーター、調理器具（例：電気ストーブやオーブン）およびその他の暖
房器具 （例：可聴周波増幅器、TVなど）の近くで使用または取り付けないでく
ださい。

• 製品使用中は必ず換気を保ってください。
製品を取り付ける際は、換気を妨げるような柱や家具は避けてください。

• 付属の電源アダプタを使用してください。もし未確認のアダプタを使用した場
合、製品に損傷が発生する恐れがあります。電源アダプタは通常の家庭用電気供
給のある状態で使用しなければいけません。

• ケーブルを損傷させないように、アダプタケーブルの周りでは、鋭い、先の尖っ
た物の使用は避けてください。

• 壁のコンセントへ/からアダプタを接続/取り外しするときは注意の上、ケーブル
のストリップ部を決して持たないでください。

• ケーブル線のもつれを防ぐために、アダプタの電源コード用のケーブル拡張を使
わないでください。

• 製品のサービス作業が許可されているのは、認証を受けているSamsungのサービ
ススタッフのみです。

• 子供のケア用の製品を使用するときは、製品を子供の手が届かないところに置く
ように気をつけてください。

• 製品には、呼吸困難を引き起こす可能性のある部品が一部含まれています。製品
の付属品および小型の部品は、子供の手の届かないところに保管する必要があり
ます。

• 本製品は子供に対する人間の監督義務の替わりにするための設計ではありませ
ん。

• 本製品には事故の起こり得る/突然の子供の移動に関する大人への即時通期機能は
ついていません。定期的に確認をし、人間が確認をしなければいけません。

• この器具およびアンテナはその他のアンテナやトランスミッタと連動して配置し
なければいけません。この器具がRF露出要件を満たすために、アンテナと人の最
小の分離距離20cmを維持しなければいけません。 

• その他の目的で使用されているmicroSDカードの内容は、カメラに取り付けたと
きに削除される場合があることをご了承ください。

内容
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特長 4

パッケージ内容 5

部品名および機能 6
電源供給 7

フェライトコアを電源供給アダプタへ接続中 7

ネットワーク接続 7

01はじめに

• インストールが簡単
- ホームページ （www.jwizonline.com）へアクセスし、スマホアプリをダウ

ンロードするだけです。
• リモートモニタリング

- いつでもどこでも、インターネットが利用可能な環境であれば、カメラモニ
タリングができます。 

- スマホを使ってモニタリングできます。
• リアルタイムアラーム   

- カメラ側でモーションおよびサウンドが検知されると、お使いのスマホがリ
アルタイムアラームを発生します。

• クラウドストレージ
- ユーザーはイベント画像をPicasaのアカウントへ自動的にアップロードできます。
- いつでもどこでもクラウドストレージに保存されたビデオおよび画像をお楽

しみいただけます。
• マイクロSDカードへの保存

- カメラ映像をマイクロSDカードに保存できます。（32/64GB）
• 2ウェイオーディオ

- 内蔵スピーカーおよびマイクを使って2ウェイ通信を行うことができます。 
双方向音声転送機能が使用できるのは、スマホを使用するときのみであるこ
とをご了承ください。

• SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）アラームに対応
- Picasa経由でイベントアラートを提供します。
- 写真をお友達と共有できます。

• IR LED
- 夜間でも赤外線機能で白黒の鮮明な映像を見ることができます。

特長

4 · 日本語
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パッケージ内容
製品パッケージ開封時に内容の確認をお願いします。

カメラとブラケット本体 電源アダプター ネットワークケーブル ユーザーマニュアル

スマホアプリガイド フェライトコア 両面テープ タッピンねじ

プラスチックアンカー



部品名および機能
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カメラレンズ

照度センサー
カメラが設定されている場所の光レベルを検知します。

暗視モードは検知結果により変化します。 

オーディオ出力
外部デバイスへオーディオ出力します。

暗視用内蔵IR LED

電源/ネットワーク状況LED

MicroSDカメラ挿入部

Wi-Fi Directボタン 
お使いのカメラおよびスマートフォン用にWi-Fi

接続を確立してください。

リセットボタン 
カメラ設定を初期状態になるようリセットします。
約10秒間押し続け、システムを再起動します。

ネットワークポート 
ワイヤレス接続用に使用します。

電源端子
電源アダプタへ接続するために使用します。

内蔵マイク

スピーカー
お使いのスマートフォンへオーディオ出力します。

6 · 日本語
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電源供給

カメラの電源アダプタをコンセントに差し込み、表示されているようにカメ
ラを接続します。

n ` 付属の電源アダプタを使用してください。当社のパッケージに付属されていな

いアダプターをご使用の場合、製品は正しく動かない場合があります。　

` カメラが起動するまでに約1分ぐらいかかります。
` 起動が完了すると、パワーLEDの色が赤色から点滅します。

フェライトコアを電源供給アダプタへ接続中

フェライトコアは、電源供給を安定化することができます。

1. パッケージに含まれているフェライトコア
を開封します。

2. 図のように、フェライトコアをお使いのアダプタの警告タグから約10cm

離して設置し、外側にある電源供給の線2本が見えるまで巻き上げます。
その後、フェライトコアを閉じます。

ネットワーク接続

付属のネットワークケーブルをカメラのネットワーク端子と接続します。
ネットワーク設定についての詳細については、"ネットワーク接続および設定"

（12ページ）をご参照ください。

LEDステータス
LEDインジケータにより、運転状態が色で表示されます。
LEDインジケータの詳しい意味については、下記の表をご参照ください。

色 状態
赤 起動中

赤い点滅 起動完了 / ネットワーク接続準備中
青い点滅 ネットワーク接続中。

青 ローカル接続

緑 サーバーへの接続が完了 / 通常運転

パープル ファームウェアの更新中
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02取り付けおよびネッ
トワーク接続

注意事項

1. Wi-Fiシグナルが到達でき、干渉されない場所へカメラを取り付けてくだ
さい。

2. 加湿器の周りなどの湿気のあるところから遠ざけてください。

3. 直射日光、強い光またはほこりから遠ざけてください。見渡しのよい場
所に取り付けてください。

4. 障害物が多い場所へは取り付けないでください。 

5. レンズはいつもきれいにしておいてください。
ほこりは柔らかい布で拭き取ってください。

取り付け
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両面接着テープを使用した壁取り付け

壁取り付けブラケットの取り外し

1. ブラケットの裏側にあるボタンを押しながら、ボタンの反対側の底部を
押し、ブラケット壁を取り外します。

組み立て

1. 壁固定テープを取り出します。

2. 長方形タイプ保護フィルムを接着テープ
から取り、 壁取り付けブラケットの底部
に貼り付けます。 

3. 壁面固定用テープ用のハンドルを押さえ、剥離紙をはがし、テープを貼
ります。 

 n  ` テープは一度使用すると接着性が失われますので、再使用しないでください。

 ` テープを貼りつける前に、うまく貼れるように、壁取り付けブラケットの接着
力のある場所からほこり / 水 / オイルの掃除をしてください。
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4. クリック音が聞こえるまでは、ボタンの反対側からブラケットをしっか
りと挿入します。

5. アダプターのプラグをカメラ後部にある電源端子に接続してください。

 n  ` 完了しましたら、保護フィルムをレンズからはがしてください。

アングルの調整

1. カメラの撮影アングルが最適になるよう調
整します。

 n  ` 過度な力をかけないでください。カメラに損
傷が発生する場合があります。

2. 図中で印のついた箇所のキャップを開き、
ドライバーを使ってねじを時計回りに回
し、録画するアングルを固定します。

3. ねじを反時計回しに回すと緩みます。これ
により、録画アングルを調整できます。

10 · 日本語
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ねじを使用した壁取り付け

 n  ` 壁取り付けブラケットの取り外しに関するその他の情報は、"両面接着テープを
使用した壁取り付け"をご参照ください。 

組み立て

1. ねじ（M3xL20）およびアンカー（Φ5x25mm）を取り出します。

2. 木製の壁の場合、ねじを使って壁取り付け
ブラケットを図のように固定します。
ブラケットをつける壁のドライバーを使用
して、ねじ3本を3つの穴に固定します。

3. コンクリート壁に固定する場合、ねじおよびアンカーを使い、壁取り付け
ブラケットを固定します。
最初に、壁に対して図のように 印をつけます。

4. 直径5mmのドリルビットを使用し、印をつ
けた位置にドリルを使い、深さ3cmの穴を
開けます。ドリルが終わった後、穴をきれ
いにします。

 J  ` ドリル使用中にけがをしないように気をつけ
てください。

5. 各穴にアンカーを挿入します。ハンマー/ゴ
ムハンマーを使い、アンカーヘッドを軽く
打ち、アンカーを完全に挿入させます。

6. ブラケットをつける壁のドライバーを使用
して、ねじ3本を3つの穴に固定します。

 n  ` その先の手順については、"両面接着テープ
を使用した壁取り付け"をご参照ください。



注意事項

• 通信環境により、ワイヤレスネットワークのアクセスに失敗する場合があり
ます。

• ネットワーク設定およびパスワードについての詳細は、ネットワーク管理者
またはサービスプロバイダへお問い合わせください。

• ユーザー認証が必要な特定のインターネットサービスの場合、そのサービス
をご利用いただけない場合があります。このような場合は、サービスプロバ
イダへお問い合わせください。

• 無認可のネットワークにアクセスしないでください。
• ワイヤレスアクセスポイントからの距離が大きくなるほど、ネットワーク接
続にかかる時間も長くなる場合があります。

• 選択したワイヤレスネットワークにアクセスできない場合、別のワイヤレス
アクセスポイントを使ったアクセスを再度お試しください。

• ルーターまたはワイヤレス接続についての詳細については、ルーターに関す
る文書をご参照いただくか、またはルーターの製造業者にお問い合わせくだ
さい。

• カメラが複数のワイヤレスアクセスポイントネットワーク環境に接続されて
いる場合、ネットワークのトラフィック量により、ビデオパケットが失われ
る場合があります。

• ハブの中には、互換性の問題があるものもあります。

ネットワーク接続および設定卓上取り付け

 n  ` 壁取り付けブラケットの取り外しに関するその他の情報は、"両面接着テープを
使用した壁取り付け"をご参照ください。

組み立て

1. クリック音が聞こえるまでは、ボタンの反対側からブラケットをしっか
りと挿入します。

2. ブラケット壁の溝を使用して、ブラケットを任意の方向へ回転させます。

3. アダプターのプラグをカメラ後部にある電源端子に接続してください。

12 · 日本語
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LANケーブルで接続
無線ネットワーク(Wi-Fi)がない場合、LANケーブルをモデムもしくはハブに接
続してください。

1. 電源を適用すると、ステータスLEDが赤くなり、起動が完了すると赤い
LEDが点滅に変わります。

2. ネットワークケーブルをカメラおよびホームルーターに下記の図のよう
に接続します。  

3. カメラをルーターに接続すると、ステータスLEDは青になります。
（最大30秒間）。
ステータスLED（青）が点灯していない場合、もう一度カメラの電源を入
れ直してください。

4. カメラがネットワークに接続すると、ステータスLEDは緑になります。
5. スマホのアプリストアで「Samsung smart cam」を検索してアプリをダ

ウンロードします。
6. ダウンロードしたアプリを起動してメンバー登録を行います。
7. メンバー登録が完了したらカメラ接続方法で有線を選択し、「次へ」ボ

タンを押しますと自動でカメラを検索します。
8. 検索されたカメラを選択し、シリアル番号を入力して「次へ」
9. カメラの名前、パスワードを入力して「完了」ボタンを押します。

10. 登録のカメラが表示され、カメラをタップしてカメラに接続します。

Wi-Fi接続設定

カメラをWi-Fiで接続したい場合、Wi-Fi対応ルーターが必要になります。

1. 電源を適用すると、ステータスLEDが赤くなり、起動が完了すると赤い
LEDが点滅に変わります。

2. スマホのアプリストアで「Samsung smart cam」を検索してアプリをダ
ウンロードします。 

3. ダウンロードしたアプリを起動してメンバー登録を行います。
4. メンバー登録が完了したらカメラ接続方法で無線を選択し、「次へ」ボ

タンを押します。

5. カメラのステータスLEDが赤い点滅の状態でカメラのWi-Fiボタンを約5
秒ぐらい長押ししますとテータスLEDが緑に変わりますと「次へ」

6. スマホのWi-Fi設定画面に移動してカメラのシリアル最後の4桁で検索さ
れたカメラWi-Fiを選択します。Wi-Fiパスワードは「smart cam」です。

7. また、カメラ設定画面に戻るとカメラを接続するネットワークWi-Fiを選
択する画面が表示し、ネットワークWi-Fiを選択してパスワード（お客様
のWi-Fiパスワード）を入力すればカメラがネットワークWi-Fiに接続で
きます。

8. カメラの名前、パスワードを入力して「完了」ボタンを押します。

9. 登録のカメラが表示され、カメラをタップしてカメラに接続します。

SAMSUNG SMART CAM
MODEL : SNH-P6410BN
M/C : SNH-P6410BN/EX

Aug   2013  S/N : XXXXXXXXXXXXXXX
MAC ADDRESS : XX-XX-XX-XX-XX-XX

DC 5.0V      2.2A

HANWHA TECHWIN CO., LTD.    MADE IN CHINA 

インターネット
サービス

<モデム>

<ハブ>

または

SAMSUNG SMART CAM
MODEL : SNH-P6410BN
M/C : SNH-P6410BN/EX

Aug   2013  S/N : XXXXXXXXXXXXXXX
MAC ADDRESS : XX-XX-XX-XX-XX-XX

DC 5.0V      2.2A

HANWHA TECHWIN CO., LTD.    MADE IN CHINA 

インターネット
サービス

<モデム>

<Wi-Fi対応ルーター>
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付属文書
項目 説明

ビデオ

イメージングデバイス 1/2.8" 2M CMOS（1080P Support）、SONY、FHD

有効画素 1,944(H) X 1,224(V)

スキャンシステム プログレッシブ

同期 内部

低照度撮影性能 0.3Lux（カラー）、 0Lux（黒/白）

レンズ

焦点距離（ズーム比） 2.8mm

視野角（D/V/H） 128°/ 62°/ 111°

最小物体距離 400mm

焦点制御 固定

レンズの種類 バレル型

仕様書
仕様書

14· 日本語
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項目 説明

ビデオアナリティックス

WDR 対応（2M@15fps）

モーション検知 対応（モーションゾーン：各3）

自動検知 対応

操作

取り付け 簡単セットアップ

オンスクリーンディスプレイ 

（Webブラウザ） 対応

Day&Night True D/Nフィルター

暗視 IR-LED、5M

OS Linux

ホワイトバランス オート

デジタルズーム（ビューアー
対応） 4X（モバイル）、10X（Web）

デジタルパン/チルト（ビュー
アー対応） 対応

フリップ/ミラー 対応

起動時間 最大1分

ネットワーク

Ethernet RJ-45（10/100BASE-T）

ワイヤレス Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (デュアルバンド）

WPS（ワイファイ・プロテクテ
ッド・セットアップ)

未対応

Wi-Fi Direct接続 対応（モバイル）

ビデオ圧縮フォーマット H.264、MJPEG

項目 説明

解像度 1920x1080、1280x720、 640x360

最大フレームレート H.264、1920x1080 30FPS

ビデオ品質調整
H.264：圧縮レベル
MJPEG：品質レベルコントロール

ビットレートコントロール方式
H.264：CAP付VBR

MJPEG：CAP付VBR

ストリーミング性能 マルチストリーム（最大4プロファイル）

オーディオ入出力 対応（オーディオ出力、モノジャック）

オーディオ圧縮フォーマット G.711、G.726

オーディオ通信
2ウェイオーディオ（内蔵マイク、スピーカー）
AEC付き半二重

プロトコル
TCP/IP、DHCP、SMTP、DNS、RTSP、RTCP、RTP、HT

TP、TCP、UDP、STUN、 TURN、XMPP、SIP、uPNP、
SNTP、IPv4、ICMP、 Bonjour

セキュリティ SSL（AES 256ビット）

ストリーミング方式 ユニキャスト 

最大ユーザーアクセス ユニキャストモードの場合5人まで

メモリスロット microSDXC（FAT32）

PC OS 対応（Webビューアー）
Windows7、 Window8（デスクトップUIのみ）以上
Mac OSX 10.7以上

モバイルOS対応（モバイルビ
ューアー）

Android OS：2.3.3/4.0/4.1/4.2/4.3

iOS：5.0/6.0/6.1/7.0

03



項目 説明

ファン

オーディオ録音
ユーザー選択音楽録音再生
- 子守唄3件保存 - ユーザーボイス録音機能対応

環境

動作温度 / 湿度 0℃～+40℃（+32℉～ +104℉）/20％～80％RH

Ingress保護 未対応

電気

入力電圧 / 電流 5V DC / 2.2A

電力消費 最大11W

表示 1 LED（パワー、ステータス、リンク） 

機械

色 / 物質 白/銀

寸法（幅x高さx奥行） 83.9 x 118.9 x 79.3 （ブラケット）、44.5/36.5（本体）

重量 293g

16 · 日本語
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トラブルシューティング
お使いのシステムで問題がありましたら、できるだけ早く、簡単に解決できるよ
うに、下記の表をご参照ください。下記の指示に従ってください：

問題 実行

ユーザーID/パスワ
ードを忘れました。

 - "ログインページ  ID/Passwordを忘れましたか？"へ移動し、登録済み
のEメールアドレスを入力してください。ユーザーIDおよび新規パスワ
ードを送り返します。
Eメールサーバーのポリシーによっては、スパムとして弾かれる場合
があります。
ログインした後は、発行された仮のパスワードを変更するのが望ま
しいです。

カメラがワイヤレス
ハブに接続されてい
ません。

 - カメラのワイヤレスインターネット指示LEDがOFFになることがあまり
に多い場合、カメラの取り付け位置がワイヤレスインターネット環境
にとって最適ではないという意味です。そのためこのような場合は、
カメラをワイヤレスハブに近づけ、再度接続を試してください。

 - ワイヤレスハブのパスワードを確認し、もう一度試してください。

ログインした後、カ
メラの登録ができま
せんでした。

 - 入力した製造番号がカメラの裏面のラベルと合致しているかを確認し
てください。

 - 登録されているカメラの正しいパスワードを入力し、再度カメラの登
録を試してください。

 - カメラのLEDが緑になっているのを確認してください。緑になってい
ない場合、ネットワーク接続をご確認ください。

 - この後もカメラを登録できない場合、カメラを工場出荷時の設定にな
るようリセットし、再度始めてください。
（工場出荷時の状態に戻すためにリセットしたい場合、裏側の初期化
ボタンを10秒間押し続けてください。工場出荷時の設定に戻すと、カ
メラは再起動されます。）

問題 実行

カメラ内のキャプチ
ャー画像がPicasaに
アップロードされま
せん。

 - 設定  アラームおよび通知へ移動し、感度を必要なだけ調整してく
ださい。

 - アラームおよび通知設定から、Picasaの通知設定を設定してくださ
い。（マニュアルの27ページ参照）

 - Picasaは、国によってサービスポリシーが異なります。お住まいの国
向けのポリシーでは、Picasaへのアップロードを禁止している場合も
あります。最初に、お住まいの国向けのPicasaのポリシーをご確認く
ださい。

 - Picasaのポリシーによっては、アップロードサイズに制限がある場合
があります。Picasaアカウントの許容空き容量を確認し、もし不十分
な場合は、既存の画像を削除してください。

カメラからのビデオ
が一時的に消えてい
ます。

 - カメラからのビデオは、ネットワーク遅延に応じて遅延する場合があ
ります。カメラが適切なワイヤレスインターネット通信のできる場所
に取り付けられているかを確認してください。

ビデオから何の音も
しません。

 - ビデオ再生のページにあるボイスアイコンをクリックするか、お使
いのスマートフォンのアプリで、ボイスがONになるかをご確認くだ
さい。

 - インターネットサービス プロバイダの中には、リレーモードではオー
ディオ出力に対応していないものもあります。

カメラのパスワード
を忘れました。

 - カメラの新規パスワードを作成しなければいけません。
 - 製品の裏にある初期化ボタンを10秒以上押し、工場出荷時の状態とな
るようにリセットしてください。

 - 工場出荷時の初期化後、カメラにアクセスしたときに、カメラのパス
ワードをリセットできます。

パスワードとEメー
ルアドレスを変更し
たいです。

 - ログインした後、<アカウント>をクリックしてください。項目（パ
スワードまたはEメールドレス）を選択し、あなたの情報を入力して
ください。

カメラがリレーモー
ドで接続されてい
ます。

 - ルーターのUPnP設定をご確認ください。
 - ネットワークのアップロード速度は500Kbps以上の利用をおすすめ
します。

 - サービスプロバイダのポリシーにより、リレーモードでアクセスでき
る場合があります。

18 · 日本語



Samsungでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環
境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すSamsungの意志を表すとともに、
それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

第３条
その他合理的事由から弊社が保証対象外と判断した場合。
1．保証の対象となる部分はカメラ本体とアダプターで、消耗品(マイクロSDカード)は保証の対象とはなりませ
ん。 また、製品が修理・交換される場合につきましても製品に記録されているデータが消去される事がござい
ますのであらかじめご了承ください。
2．製品の使用または故障に起因する直接的および間接的な損害につきましては一切補償いたしません。
3. 製品保証はオークション等の個人間売買を含む中古販売によって延長および発生するものではありません。
4. 特定の機器との間で発生する不具合(wifiルーターなど)に関する動作は保証致しません。

ご注意
この保証規定は以上の規定により無料修理・交換をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限
するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてのお問合せは弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。その際の修理費用に
つきましてはお客様にご負担いただきます
本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外でご利用頂いている製品に関し
ては保証をお受けになれません。
修理中の代替製品のご提供は行っておりません。
本保証規定は予告無く変更する場合がございます。製品の保証は最新の保証規定の内容を適用することとさせて
頂きます。
免責事項
法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる二次的損
害(事業利益の損失、事業の中断、他の機器や部品に対する損傷、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含
む)に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第１条
本製品が保証期間内に正常な使用状態で故障した場合に保証規定により1年間の無償修理または交換対
応をいたします。 付属品やオプション販売品の保証期間は１年となります。製品交換となった場合の
保証期間は故障前の製品保証期間に準じます。 保証期間内でも弊社へお送りいただく際の送料はお客
さまのご負担となります。修理または交換された本体や部品などはお返しいたしません。

第２条
次の場合は、保証期間内でも保証の対象とはなりません。
ーご使用上の誤り（取扱説明書以外の誤操作等）により生じた故障
ー弊社以外で修理、改造、分解等をされた場合
ー火災、天災、地変、落雷、異常電圧等による故障
ー浸水、落下、泥、砂などにより生じた故障
ー保管上の不備や、手入れの不備による故障
ー販売店名、ご購入年月日の記載がなく、レシート等の購入証明がない場合、あるいはこれらを訂正さ
    れた場合。ご購入日が不明の場合は製造番号から判断させていただく場合があります
ー故障の原因が製品以外の部分である場合、またはその他の機器（電源等）によって生じた故障
ー並行輸入品及び正規販売店以外のインターネット販売やオークション購入品などでご購入の場合、正
  規サポートの対象外とさせていただきます。
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