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安全上のご注意1
本書には、ご使用になる方が正しく安全に使用していただくための注意喚起を記載しています。
よくお読みになり内容を十分に理解した上、ご使用ください。
また、本書には誤った使い方をした場合に発生する危害や損害の程度を次のとおりに区分しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される」内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると「人が損害を負う可能性が想定
される、あるいは物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

カメラ・モニターともに、前方の視界を妨げ
る場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作
を妨げる場所、同乗者に危険をおよぼす場所
には取付けないでください。
事故・ケガの原因になります。

走行中、運転者はカメラ・モニターの操作や
画面を注視しないでください。
事故・ケガの原因になります。操作や画面を注視
する場合には安全な場所に停車してください。

カメラ・モニターともに、設置する際はでき
るだけ平らな面に、しっかりと設置してくだ
さい。
急発進・急停車・段差乗越えの振動等でカメラ・
モニターが脱落すると、事故・ケガのおそれがあり
ます。

本製品を分解・改造しないでください。
事故・火災・感電の原因になります。

カメラ・モニターともに、破損・異常・故障
の発生時は直ちに使用を中止してください。
異常発生のまま使用を続けると事故・火災 (発火 )・
感電のおそれがあります。
〔異常の事例〕異物が入る、煙が出る、異臭がする、
水にぬれる等

カメラ・モニターともに、可燃性ガスの多い
場所では使用しないでください。
火災のおそれがあります。

カメラ・モニターともに、助手席エアバッグの
近くには取付けないでください。
エアバッグの動作を妨げ、事故・ケガの原因になり
ます。

警 告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷を負う
可能性が切迫して生じることが想定される」内容を示しています。危 険

危 険

警 告

注 意

●表示の説明について
　お守りいただく内容の種類を絵表示で区分して説明しています。

この表示は、してはいけない「禁止」の
内容です。

この表示は、必ず実行していただく「強制」の
内容です。

危険物運搬車両には絶対に取付しないでください。
事故・火災・感電の原因になります。
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専用カメラのバッテリーに充電する際は、必ず
付属の USB ケーブルを使用してください。
指定外の方法で充電すると、本体・配線から火災（発
火）のおそれがあります

モニターは、規定の直流電圧（DC 12V / 
24V）以外の車両や機器の電源に接続しない
でください。
本体や配線から火災（発火）のおそれがあります。

下記に該当する方はご使用前にモニターの使
用可否を担当医師にご確認ください。
・心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用の方
・妊娠中や妊娠の可能性がある方

警 告

注 意

強力磁石のためお子様の手の届かないと
ころに保管してください。

リチウムイオンバッテリーが搭載されて
いますので、損傷した場合は直ちに使用
を中止してください。

発火事故などをふせぐため、保管温度など
を必ず厳守してください。
 保管温度は 60℃ までです。
・カメラ本体をダッシュボード等には絶対に置かない
・夏など炎天下の車内に放置は絶対にしない

1安全上のご注意

モニターのコード類は運転操作の妨げとなら
ないように束ねてください。
ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き
付くと、事故･故障の原因になります。

SD カードおよびその他の付属品は誤って飲
み込んだりしないよう、お子様の手の届かな
い場所に保管してください。
事故・ケガのおそれがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしな
いでください。
破損・故障の原因になります。

カメラを車内に一時的に置いておく場合、収
納または固定をせず運転しないでください。
通常のカメラより重量があります。急なハンドル操
作等により人に当たるとケガをするおそれがありま
す。

カメラは他の電子機器に近づけないでくださ
い。
本機の強力磁石により、他の電子機器に誤作動・
故障が発生し、事故・火災のおそれがあります。

カメラはレンズ部を清潔に保ち、傷つけない
ようにしてください。
カメラのレンズが汚れたり傷ついたりすると、画像
が不明瞭になり、モニターでの確認や記録に支障
が発生します。

モニターを濡れた手で操作しないでください。
火災・故障の原因になります。

水のかかる場所、湿気やホコリの多い場所に
は設置しないでください。
感電の原因となります。

モニターの配線をシートレールや突起部には
さんだり、当てたりしないでください。
断線やショートにより、火災・感電の原因になります。

モニター本体に、磁気を帯びたものを近づけ
ないでください。
故障の原因になります。

車両外部に設置し、車両から離れる場合は一
時的にカメラを車内に入れるなど、盗難防止
に配慮してください。
磁石のみで車両に設置しているため、盗難にあう
おそれがあります。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・事故の原因となります。
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使用上のご注意2
長く安全にご使用いただくために、下記の注意をお守りください。

専用カメラ（WMBC-0001）

■製品の使用と保管について 
 1. 使用前・使用後は柔らかい布等で製品をやさしく清掃し、性能の長期維持に配慮すること。保管の際は、

製品を適切な気温環境下に置いてください。（保管温度・動作温度は -20℃～ +60℃、充電温度は -10
℃～ +45℃。） 

 2. 製品、特にレンズ面を傷つけないでください。清掃は中性洗剤を使用し、ベンジン等の強刺激剤は使
わないでください。

 3. 長期間にわたって保管する場合、バッテリーを保護するために、満充電容量の 75％程度まで充電して
ください。以後、150 日以内に充電残量を確認して 75％を維持してください。

　　　（満充電状態および低充電状態での保管は、バッテリーの寿命を縮めます。）
 4. 使用時は落下や打撃等、製品に大きな衝撃を与えないでください。（衝撃による故障や脱落の恐れがあ

ります。）
 5. 振動が激しい場所で使用しないでください。（振動による故障や脱落の恐れがあります。）
 6. カメラ側面の無線アンテナは、使用前に本体にしっかりと固定してください。
　　　（固定が不十分な場合、モニターとのペアリング ( 接続 ) 中断や、アンテナが脱落する恐れがあります。）
 7. カメラ内部にバッテリーを内蔵しているため、筐体が破損した状態でカメラを使用しないでください。

（感電防止）
 8. ユーザーが背面カバーを開けないでください。（感電防止）
 9. 使用開始前に充電残量が十分あることを確認するしてください。また、使用後はすぐに電源スイッチを切

ってください。（本機は充電式ですので、運転中にカメラ機能や録画機能が停止しないよう、注意してくだ
さい。満充電での連続使用時間は出荷段階で約 12 時間ですが、バッテリーの劣化により短くなります。）

 10. 雨天時の防水性能および防塵性能を維持するため、ご使用の前に USB 充電ケーブル接続部のフタを閉め、
アンテナ接続にゆるみがないことをご確認の上でご使用ください。

■発火事故などを防ぐために必ずお読みください
 1. カメラ本体にはリチウムイオン電池が搭載されています。
 2. 使用される際には、本体に異常がないことをご確認ください。
 3. 著しい損傷などがある場合は使用を中止してください。発火の原因になります。
 4. ワイヤレスカメラの映像送信は 120 m ですが、障害物が多い場合や電波障害がある場所では正常送信

できない場合があります。大型トレーラーなどは受信しない場合があります。
 5. 本体の改造および、使用限度を超えてのご使用は絶対にしないでください。発火事故などの原因にな

ります。
 6. 無線電波を搭載していますので、無線が禁止されている場所での使用は控えてください。
 7. 使用しない際は、必ず充電器からケーブルを抜いて保管してください。
 8. ペースメーカーなど、高度医療機器などを使用されている方は、カメラの使用を控えてください。
 9. カメラ本体は、絶対に分解しないでください。
10. WMBC-0001 に搭載されているリチウムイオン電池は、日本の検査に合格したものを採用しています。
11. 地域や場所によっては、妨害電波が干渉する場合があります。
12. 異常な発熱など、カメラに異常が見受けられた場合は、下記連絡先までご連絡ください。
13. カメラは磁石で設置します。落下事故を防ぐため、必ず平面かつ鉄素材に取り付けてください。
14. 危険物運搬車両など、可燃性物質の近くには設置しないでください。

株式会社 TCI  〒532-0012  大阪府大阪市淀川区木川東 2－5－41　 K2 EAST ビル 601　TEL. 06-6885-7250

■製品の保管について 
 1.  製品を適切な気温環境で保管してください。

保管温度は－30℃～ +80℃、動作温度は－20℃～ +70℃、保管湿度は Rh90% 以下としてください。 
 2.  お風呂、台所、地下室やプールなど、湿気の多い場所で製品を使用しないでください。 
 3.  蒸気、ほこりや煙などの環境下で製品を使用しないでください。
 4.  落下や打撃等、製品に大きな衝撃を与えないでください。
 5.  振動が激しい場所で使用しないでください。
 6.  製品を傷つけないこと。また、刺激性の強い洗剤で清掃しないでください。
 7.  断線防止のため、ケーブルが過度に引っ張られたり、踏んだりされないよう配線に配慮してください。
 8.  モニターの換気のため、周囲の遮蔽物との間には十分な距離（5 センチ以上）を確保して設置してく

ださい。
 9.  モニターに水がかからないようにしてください。

■電源および配線について
 1. 12V/24V の自動車用バッテリー、あるいは自動車の直流電源 ( シガー電源等 ) から電力を供給してく

ださい。
 2. 全てのケーブルが正確に接続されていることを確認してください。
　　（不適切な接続方法ではモニターが破損する危険性があります。）
 3. モニター内部は高電圧になるため、筐体が破損した状態でモニターを使用しないでください。

（感電防止）
 4. 長時間モニターを使わない時は、電源コードを抜いてください。

■ドライブレコーダー機能（microSD カードの記録動画）の取扱いについて
 1. 本機能で記録された動画データは事故発生時の参考資料として使用できますが、事故の証拠として効

力を保証するものではありません。
 2. 本機能はすべての状況において映像が記録されることを保証したものではありません。
 3. 本機能で記録された動画データの破損や消去による損害については、弊社は一切その責任を負いません。
 4. 本機で撮影した画像を取扱う際、被写体のプライバシー侵害に当たらないよう、十分に配慮してください。

専用カメラ（WMBC-0001）

専用モニター（WMBM-0001）

■その他のご注意
 1. カメラに故障が発生した場合は、販売店にご連絡ください。
　　（ご自身で修理や改造をされますと有償・無償を問わず、修理や交換等の対応をお断りする場合があります。）
 2. 運転中は安全運転に配慮し、カメラを操作したり、セット品のモニターの映像を注視したりしないよ

うにしてください。

2 使用上のご注意
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■製品の保管について 
 1.  製品を適切な気温環境で保管してください。

保管温度は－30℃～ +80℃、動作温度は－20℃～ +70℃、保管湿度は Rh90% 以下としてください。 
 2.  お風呂、台所、地下室やプールなど、湿気の多い場所で製品を使用しないでください。 
 3.  蒸気、ほこりや煙などの環境下で製品を使用しないでください。
 4.  落下や打撃等、製品に大きな衝撃を与えないでください。
 5.  振動が激しい場所で使用しないでください。
 6.  製品を傷つけないこと。また、刺激性の強い洗剤で清掃しないでください。
 7.  断線防止のため、ケーブルが過度に引っ張られたり、踏んだりされないよう配線に配慮してください。
 8.  モニターの換気のため、周囲の遮蔽物との間には十分な距離（5 センチ以上）を確保して設置してく

ださい。
 9.  モニターに水がかからないようにしてください。

■電源および配線について
 1. 12V/24V の自動車用バッテリー、あるいは自動車の直流電源 ( シガー電源等 ) から電力を供給してく

ださい。
 2. 全てのケーブルが正確に接続されていることを確認してください。
　　（不適切な接続方法ではモニターが破損する危険性があります。）
 3. モニター内部は高電圧になるため、筐体が破損した状態でモニターを使用しないでください。

（感電防止）
 4. 長時間モニターを使わない時は、電源コードを抜いてください。

■ドライブレコーダー機能（microSD カードの記録動画）の取扱いについて
 1. 本機能で記録された動画データは事故発生時の参考資料として使用できますが、事故の証拠として効

力を保証するものではありません。
 2. 本機能はすべての状況において映像が記録されることを保証したものではありません。
 3. 本機能で記録された動画データの破損や消去による損害については、弊社は一切その責任を負いません。
 4. 本機で撮影した画像を取扱う際、被写体のプライバシー侵害に当たらないよう、十分に配慮してください。

専用カメラ（WMBC-0001）

専用モニター（WMBM-0001）

■その他のご注意
 1. カメラに故障が発生した場合は、販売店にご連絡ください。
　　（ご自身で修理や改造をされますと有償・無償を問わず、修理や交換等の対応をお断りする場合があります。）
 2. 運転中は安全運転に配慮し、カメラを操作したり、セット品のモニターの映像を注視したりしないよ

うにしてください。

2 使用上のご注意
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取扱説明書に記載された正常な方法で製品取扱いをされなかった場合、および使用者様ご自
身で製品の修理を実施された場合は、保証期間中であっても保証対象外となることがござい
ます。注意

専用モニター（WMBM-0001）

2 使用上のご注意

 ■ microSD カードの取扱いについて
 1. 記録映像を保存しておきたい場合、記録データが上書きされないよう、モニター電源を OFF にした上

で SD カードを抜いて保管してください。（事故発生時等、データを参考資料として使用する可能性が
あります。）

 2. SD カードの抜き差しは、必ず「モニター電源 OFF」の状態で行ってください。電源 OFF 後、モニタ
ーの動作が停止したことをご確認の上で SD カードの抜き差しを行ってください。モニターの動作中に
抜き差しをされますと、SD カードが破損し、記録映像を確認できなくなる恐れがあります。

 3. microSD カードの取付けと取出し
取付け：カードスロットのフタは「＋ネジ」で閉じていますので、付属のレンチでネジをゆるめてフ

タを開けます。microSD カードの端を持ち、ラベル面を本機の背面側に向けます。カードス
ロットに「カチッ」と音がするまで挿入してください。最後に付属のレンチでネジを締めて
フタを閉じます。

取出し：カードスロットのフタを付属のレンチでネジをゆるめて開けます。microSD カードの上端を
「カチッ」と音がするまで押して手を放し、出てきた端部を持って取り出します。

※なお、microSD カードへの記録開始は P.18、記録された動画の再生方法については P.21 をお読み
ください。

■ 日常のメンテナンスについて 
 1. 感電事故防止のため、モニターを清掃する前に、全てのケーブルを抜いておくこと。
 2. 感電事故防止のため、ユーザーが背面カバーを開けないこと。
 3. モニターに損害を与えないよう、シンナーやベンジンなどの刺激の強い溶剤でなく、刺激の少ない洗

剤を使用し、柔らかい布等でモニターを清掃すること。

■ その他のご注意
 1. 時々ハイライトや暗点が LCD スクリーンに表示されるのは正常な現象であり、欠陥ではございません。
 2. モニターに故障が発生した場合は、販売店にご連絡ください。
　　（ご自身で故障修理をされますと保証対象外となり、修理や交換等の対応をお断りする場合がございます。）
 3. 運転中は安全運転に配慮し、モニターの映像を見続けないようにしてください。

本製品の特長3
本製品は重機、ダンプ、平ボディトラック、ポートトレーラーフォークリフト、バックカメラ取付が困難な
車両等にもご使用いただける、ワイヤレスバックモニターシステムです。
カメラ・モニターには、それぞれ下記のような特長があります。

1. 無線接続専用　広角高解像度カメラ

2. 車外設置を考慮した完全防塵・完全防水仕様（IP69K※1）

3. 自動ペアリング：カメラの電源を入れると、セット品のモニターと自動的にペアリング ( 接続 ) 可能

4. 強力磁石座による簡単設置

5. バッテリーを破損から守る、過充電保護・過放電保護・短絡保護回路内蔵（長時間にわたる保護は不可）

6. バッテリー残量をひとめで確認できる、パワーインジケーターを装備

7. マイク内蔵により、モニターで音声を確認可能

8. カメラの上下角は、手動で変更可能※2

※1：IP69K は、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
国内規格での評価に換算すると IP68 相当となります。（最高水準の防塵防水性能）
アンテナを正常に接続していない場合、接続部は保護等級を満足しませんのでご注意ください。
また、USB 充電ケーブル接続部のフタが開いた状態では、上記と同様に保護等級を満足しませんのでご注意ください。

※2：手動で上下角度を変更するには少し強めの力で動かす必要がありますが、これは車両の振動等で角度が容易に変化しないための
「仕様」であり、不具合ではありません。また、動きが悪いと感じられた場合でも、過大な力をかける・道具を使用する等、無
理に角度を変更することはおやめください。
このような、無理な操作による本機の破損、お客様自身や周囲の方が負われた傷害、および周囲の物品への損害については保証
の対象外となります。

1. 7 インチ TFT LCD モニター、広い視野角と高解像度

2. 最大 4 台までの無線カメラ入力（バックカメラ・周辺監視カメラ等として利用可）

3. ドライブレコーダー機能として、最大 4 チャンネルまでの同時録画をサポート（録画ファイルは AVI 形式）

4. 自動ペアリング：カメラの電源が入ると、ペアリング（無線接続）を自動的に開始

5. 多彩な表示モード（単画面・二分割・自動スキャン各モード、画像の正像・鏡像・上下反転等を選択可）

6. 昼夜を通じて画面を見やすくする、自動調光機能（Dimmer 機能）

7. 12V 車 /24V 車の双方に対応できる、広範囲の電圧入力（動作範囲：10 ～ 32V）

8. スピーカー内蔵で、セット品のカメラ（WMBC-0001）から画像とともに音声も聴取・記録可

9. ワイヤレスリモコン、16GB microSD カード　同梱（SD カード、リモコンの電池は保証対象外）

専用カメラ（WMBC-0001）

専用モニター（WMBM-0001）
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取扱説明書に記載された正常な方法で製品取扱いをされなかった場合、および使用者様ご自
身で製品の修理を実施された場合は、保証期間中であっても保証対象外となることがござい
ます。注意

専用モニター（WMBM-0001）

2 使用上のご注意

 ■ microSD カードの取扱いについて
 1. 記録映像を保存しておきたい場合、記録データが上書きされないよう、モニター電源を OFF にした上

で SD カードを抜いて保管してください。（事故発生時等、データを参考資料として使用する可能性が
あります。）

 2. SD カードの抜き差しは、必ず「モニター電源 OFF」の状態で行ってください。電源 OFF 後、モニタ
ーの動作が停止したことをご確認の上で SD カードの抜き差しを行ってください。モニターの動作中に
抜き差しをされますと、SD カードが破損し、記録映像を確認できなくなる恐れがあります。

 3. microSD カードの取付けと取出し
取付け：カードスロットのフタは「＋ネジ」で閉じていますので、付属のレンチでネジをゆるめてフ

タを開けます。microSD カードの端を持ち、ラベル面を本機の背面側に向けます。カードス
ロットに「カチッ」と音がするまで挿入してください。最後に付属のレンチでネジを締めて
フタを閉じます。

取出し：カードスロットのフタを付属のレンチでネジをゆるめて開けます。microSD カードの上端を
「カチッ」と音がするまで押して手を放し、出てきた端部を持って取り出します。

※なお、microSD カードへの記録開始は P.18、記録された動画の再生方法については P.21 をお読み
ください。

■ 日常のメンテナンスについて 
 1. 感電事故防止のため、モニターを清掃する前に、全てのケーブルを抜いておくこと。
 2. 感電事故防止のため、ユーザーが背面カバーを開けないこと。
 3. モニターに損害を与えないよう、シンナーやベンジンなどの刺激の強い溶剤でなく、刺激の少ない洗

剤を使用し、柔らかい布等でモニターを清掃すること。

■ その他のご注意
 1. 時々ハイライトや暗点が LCD スクリーンに表示されるのは正常な現象であり、欠陥ではございません。
 2. モニターに故障が発生した場合は、販売店にご連絡ください。
　　（ご自身で故障修理をされますと保証対象外となり、修理や交換等の対応をお断りする場合がございます。）
 3. 運転中は安全運転に配慮し、モニターの映像を見続けないようにしてください。

本製品の特長3
本製品は重機、ダンプ、平ボディトラック、ポートトレーラーフォークリフト、バックカメラ取付が困難な
車両等にもご使用いただける、ワイヤレスバックモニターシステムです。
カメラ・モニターには、それぞれ下記のような特長があります。

1. 無線接続専用　広角高解像度カメラ

2. 車外設置を考慮した完全防塵・完全防水仕様（IP69K※1）

3. 自動ペアリング：カメラの電源を入れると、セット品のモニターと自動的にペアリング ( 接続 ) 可能

4. 強力磁石座による簡単設置

5. バッテリーを破損から守る、過充電保護・過放電保護・短絡保護回路内蔵（長時間にわたる保護は不可）

6. バッテリー残量をひとめで確認できる、パワーインジケーターを装備

7. マイク内蔵により、モニターで音声を確認可能

8. カメラの上下角は、手動で変更可能※2

※1：IP69K は、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
国内規格での評価に換算すると IP68 相当となります。（最高水準の防塵防水性能）
アンテナを正常に接続していない場合、接続部は保護等級を満足しませんのでご注意ください。
また、USB 充電ケーブル接続部のフタが開いた状態では、上記と同様に保護等級を満足しませんのでご注意ください。

※2：手動で上下角度を変更するには少し強めの力で動かす必要がありますが、これは車両の振動等で角度が容易に変化しないための
「仕様」であり、不具合ではありません。また、動きが悪いと感じられた場合でも、過大な力をかける・道具を使用する等、無
理に角度を変更することはおやめください。
このような、無理な操作による本機の破損、お客様自身や周囲の方が負われた傷害、および周囲の物品への損害については保証
の対象外となります。

1. 7 インチ TFT LCD モニター、広い視野角と高解像度

2. 最大 4 台までの無線カメラ入力（バックカメラ・周辺監視カメラ等として利用可）

3. ドライブレコーダー機能として、最大 4 チャンネルまでの同時録画をサポート（録画ファイルは AVI 形式）

4. 自動ペアリング：カメラの電源が入ると、ペアリング（無線接続）を自動的に開始

5. 多彩な表示モード（単画面・二分割・自動スキャン各モード、画像の正像・鏡像・上下反転等を選択可）

6. 昼夜を通じて画面を見やすくする、自動調光機能（Dimmer 機能）

7. 12V 車 /24V 車の双方に対応できる、広範囲の電圧入力（動作範囲：10 ～ 32V）

8. スピーカー内蔵で、セット品のカメラ（WMBC-0001）から画像とともに音声も聴取・記録可

9. ワイヤレスリモコン、16GB microSD カード　同梱（SD カード、リモコンの電池は保証対象外）

専用カメラ（WMBC-0001）

専用モニター（WMBM-0001）
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梱包を開き、下記がそろっているかを確認してください。

●カメラ本体

●モニター本体

●U型ブラケット（設置台座） ●マウントブラケット（設置台座）

●サンシェード ●電源ケーブル

●USB充電ケーブル ●無線アンテナ

 

●角度調整ネジ ●ワイヤレスリモコン

 

専用カメラ（WMBC-0001）

専用モニター（WMBM-0001）

梱包内容4

 

各部の名称とはたらき5
専用カメラ（WMBC-0001）

無線アンテナ

アンテナ接続部

電源スイッチ

レンズ部

車両取付部
（強力磁石付き）

充電ケーブル接続部
（フタ付き）

USB 充電ケーブル（付属品）
充電残量表示 
兼 電源表示 LED

側面拡大図
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各部の名称とはたらき5
専用カメラ（WMBC-0001）

無線アンテナ

アンテナ接続部

電源スイッチ

レンズ部

車両取付部
（強力磁石付き）

充電ケーブル接続部
（フタ付き）

USB 充電ケーブル（付属品）
充電残量表示 
兼 電源表示 LED

側面拡大図



ー 10 ー

 

専用モニター（WMBM-0001）

5各部の名称とはたらき

無線アンテナ

microSD カードスロット
（付属のレンチでフタを開閉）

電源ケーブル

デジタルカラー
LCD スクリーン

サンシェード

電源表示ランプ

リモコンセンサー

光感応センサー

〔POWER〕電源スイッチ

音量スイッチ
（　　　　　　 ）

〔SEL〕チャンネル選択

スピーカー

〔MENU〕メニューボタン

〔OK〕多機能 OK ボタン

マウントブラケット取付部

マウントブラケット

U 型ブラケット 以下のような様々な設定時に使用する
多機能ボタンです。
・ユーザー設定の確認
・3 秒間長押しでペアリング開始
・録画開始 / 停止…等

設置環境に応じてこのブラケットか
U 型か、どちらかを取付けます。

設置環境に応じて、下図のマウントブラケットか
U 型か、どちらかを取付けます。

（－）／ （＋）

 

5各部の名称とはたらき

ワイヤレスリモコン（専用モニター　付属品）

ミュートボタン
ボタンを押すと、無音モードに
なります。 再度ボタンを押すと
元の音量に戻ります

OKボタン
選択したメニュー項目の「決定」
や、ユーザー設定の保存、また
録画の開始 / 終了等に使用しま
す。

音量ボタン (－)
モニターの音量を下げます。
また、メニューの項目選択等に
も使用します。

選択ボタン
ボタンを押すと、システムで指
定されたモードに、快速ジャン
プします。

ペアリングボタン
カメラ起動時にボタンを押すと、
自動でペアリングを行います。

電源ボタン
モニター電源を ON/OFF しま
す。

メニューボタン
ボタンを押すと、操作メニュー
の表示 / 非表示ができます。

音量ボタン (＋)
モニターの音量を上げます。
また、メニューの項目選択等に
も使用します。

正像 /鏡像切替ボタン
モニターに映るカメラ画像を左
右逆転 ( 鏡像 ) したり、正規表
示 ( 正像 ) に戻したりできます。

テレビ規格切替ボタン
(PAL/NTSC)

カメラ起動時にボタンを押すと、
自動でペアリングを行います。
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5各部の名称とはたらき

ワイヤレスリモコン（専用モニター　付属品）

ミュートボタン
ボタンを押すと、無音モードに
なります。 再度ボタンを押すと
元の音量に戻ります

OKボタン
選択したメニュー項目の「決定」
や、ユーザー設定の保存、また
録画の開始 / 終了等に使用しま
す。

音量ボタン (－)
モニターの音量を下げます。
また、メニューの項目選択等に
も使用します。

選択ボタン
ボタンを押すと、システムで指
定されたモードに、快速ジャン
プします。

ペアリングボタン
カメラ起動時にボタンを押すと、
自動でペアリングを行います。

電源ボタン
モニター電源を ON/OFF しま
す。

メニューボタン
ボタンを押すと、操作メニュー
の表示 / 非表示ができます。

音量ボタン (＋)
モニターの音量を上げます。
また、メニューの項目選択等に
も使用します。

正像 /鏡像切替ボタン
モニターに映るカメラ画像を左
右逆転 ( 鏡像 ) したり、正規表
示 ( 正像 ) に戻したりできます。

テレビ規格切替ボタン
(PAL/NTSC)

カメラ起動時にボタンを押すと、
自動でペアリングを行います。
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製品仕様6
専用カメラ（WMBC-0001）

製品仕様 詳細情報

バッテリー

充電容量 3.6V/6700mAh
充電電圧 800 × 3(RGB)× 480
充電電流 5V/1.5A (MAX), 12V/1.5A (MAX) 
充電時間 5V/ 約 8 時間 , 12V/ 約 3 時間
放電時間 約 12 時間
充電温度 -10 ～ +45 ºC
放電温度 -20 ～ +60 ºC

カメラ機能

イメージセンサー 1/3" CMOS PC3089
有効画素数 756 × 504 pixels
受光面積 4.80mm × 3.73mm
対応テレビ規格 PAL/NTSC
スキャンシステム 2:1インターレース
同期システム 内部同期
水平同期 15.625kHz/15.734kHz
垂直同期 50Hz/60Hz
ビデオコーデック AVI
ビデオ出力 1.0Vp-p, 75 Ω
ガンマ値 0.45
AGC 自動
S/N 比 46.5 dB 以上
ホワイトバランス 自動
電子シャッター Auto: 1/60 (NTSC), 1/50 ～1/100 (PAL)
バックライト補正 自動
最小照度 0 Lux
暗視距離 8 ～10 m

無線通信機能

使用周波数帯域 2.4 GHz 帯 （2400 ～2483.5MHｚ）
伝送距離 120 m （最大時）
受信感度 -89 dBm
時間遅延 120 ms
RF 伝送速度 4 Mbps
スペクトル拡散方式 FHSS

充電方式 USB 電源
サイズ 116 × 80 × 66 mm
重量 690 g
作動温度および保管温度 -20 ～ +60 ºC

※すべての仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

6製品仕様

専用モニター（WMBM-0001）
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6製品仕様

専用モニター（WMBM-0001）

製品仕様 詳細情報

LCD パネル

画面サイズ 7 インチ
解像度 800 × 3(RGB) × 480
コントラスト 500:1
輝度 400 cd/m²
視野角 ( 上 / 下 / 左 / 右 ) 50°/ 70°/ 70°/ 70°
ドットビッチ 0.0642(W) × 0.1790(H)
アスペクト比 16：9

無線通信

入力チャンネル数 4 チャンネル
使用周波数帯域 2.4 GHz 帯
受信感度 -89 dBm
伝送距離 120 m（最大時）
時間遅延 120 ms
変調方式 2.4G FSK/GFSK

録画機能
ビデオ コーデック AVI

microSD カード（16GB カード　1 ヶ付属）
テレビ規格 PAL / NTSC
使用電源 DC 12V/24V ( 動作範囲：DC 10 ～ 32V)
消費電力 最大 6W
スピーカー 1.5W/8Ω
作動温度 -20 ～ +70ºC （最大湿度 RH90%）
保管温度 -30 ～ +80ºC （最大湿度 RH90%）

※すべての仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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設置について7
危険

カメラには強力な磁石が使用されています。心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用の
方、ならびに妊娠中や妊娠の可能性があるお客様は、本機を使用しないでください

① 本機は充電式ですので、使用開始前に充電残量が十分あることを確認してください。また、使用後はす
ぐに電源スイッチを切ってください。

　（運転中にカメラ機能や録画機能が停止しないよう、充電残量に注意してください。満充電での連続使用
時間は出荷段階で約 12 時間ですが、電池の劣化により短くなります。）

② 車両の外部に設置する場合は、雨天時の防水性能および防塵性能を維持するため、ご使用の前に USB 充
電ケーブル接続部のフタを閉め、アンテナ接続にゆるみがないことを確認してください。

③ 車両の鉄板部分、できるだけ平らな面に本機底面の磁石で設置してください。（脱落防止のため）

④ モニターとのペアリング（無線接続）の前に、カメラの電源を OFF にしておいてください。

　（以後のペアリング手順は、P.22 を参照してください。）

⑤ モニターのメインメニュー画面で PAIRING を選択し、OK ボタンを押してペアリングを開始してくださ
い。（「ペアリング開始 50 秒」の画面になります。）

　または、通常画面で OK を 3 秒間長押しすると、同様に「ペアリング開始 50 秒」の画面になります。

⑥ ペアリング開始の画面が表示された状態でカメラの電源を ON にすると、5 秒程度で自動的にペアリン
グ（無線接続）されます。

※ なお、ペアリング（無線接続）ができてもドライブレコーダーとしての録画機能は別の設定となります
ので、動画の記録開始・停止については P.18 を参照してください。

① 無線アンテナの受信を良好に保つために、アンテナは地面と垂直にしてください。
② アンテナの周囲に障害物がないようにしてください。

■車両へのカメラ設置とモニター接続の手順

■アンテナの設置に関するご注意

 

7設置について

① ブラケットの受け板をモニター背面のスライド穴に合わせます。
② 見やすい高さまで受け板をスライドしてモニターの高さを調整します。
③ 視界を妨げず、かつモニターが見やすい車内の平らな部位に固定します。
④ モニターの角度を調整してから、ノブをしっかり締めます。

① 角度調整ネジをモニターの側面穴に仮締めして角度を調整します。
② 視界を妨げず、かつモニターが見やすい車内の平らな部位に固定します。
③ 調整後、ネジをしっかり締めて角度を固定します。

■扇形マウントブラケットでモニター設置の場合

■U型マウントブラケットでモニター設置の場合

シガー電源への配線は運転の妨げにならないよう、また、踏みつける・引っ張るなどにより断線の原因とな
らないように設置してください。

■電源配線に関するご注意

 

①

① ② ③

② ④

③
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7設置について

① ブラケットの受け板をモニター背面のスライド穴に合わせます。
② 見やすい高さまで受け板をスライドしてモニターの高さを調整します。
③ 視界を妨げず、かつモニターが見やすい車内の平らな部位に固定します。
④ モニターの角度を調整してから、ノブをしっかり締めます。

① 角度調整ネジをモニターの側面穴に仮締めして角度を調整します。
② 視界を妨げず、かつモニターが見やすい車内の平らな部位に固定します。
③ 調整後、ネジをしっかり締めて角度を固定します。

■扇形マウントブラケットでモニター設置の場合

■U型マウントブラケットでモニター設置の場合

シガー電源への配線は運転の妨げにならないよう、また、踏みつける・引っ張るなどにより断線の原因とな
らないように設置してください。

■電源配線に関するご注意

 

①

① ② ③

② ④

③
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モニターの画面操作／メニュー8
通常画面で「MENU」を押すと、MAIN MENU（メインメニュー）の画面になり、以下の項目が表示されます。 
 1. MODE（画面分割モード） →P.16 5. AUTOSCAN（自動スキャン） →P.19
 2. PICTURE（画質設定） →P.17 6. SYSTEM（システム） →P.20
 3. MIR-FLIP（画像反転） →P.17 7. PLAY（再生） →P.21
 4. RECORD（録画） →P.18 8. PAIRING（ペアリング） →P.22
● メニューは単画面モードでしか操作できません。
● メインメニューおよび上記の各メニューは、無操作状態が 10 秒程度続くと「通常画面」に戻ります。

上の図のようにメインメニューが表示された状態で、画面下、またはリモコンの音量ボタン (　　および　　)
で MODE を選択し、OK ボタンを押すと、二分割モードの選択画面（下図）になります。
音量ボタンで下図の６種類の二分割モードを選択できます。二分割モードの画面を終了する場合には、OFF
を選択します。また、この画面で MENU ボタンを押すと、メインメニューに戻ります。

 

 

■MAIN MENU（メインメニュー）の画面

1. MODE（画面分割モード）

BRIGHTNESS（輝度）/ CONTRAST（コントラスト）/ HUE（色調）/ VOLUME（音量）の 4 種から、
変更したい項目を　　　　　ボタンで選択し、OK ボタンを押します。調整は　　　　　ボタンで行います。
調整終了後は MENU ボタンでメインメニューに戻ります。（無操作状態が 10 秒程度続くと「通常画面」
に戻ります。）

メインメニューの画面から、　　　　のボタンで PICTURE（画質設定）を選択します。OK ボタンを押すと、
下図の PICTURE（画質設定）画面が表示されます。

2. PICTURE（画質設定）

メインメニューの画面から、　　　　　ボタンで MIR-FLIP（画像反転）を選択します。OK ボタンを押すと、
下図の MIR-FLIP（画像反転）画面が表示されます。

メインメニューの画面から、　　　　　ボタンで MIR-FLIP（画像反転）を選択します。OK ボタンを押すと、
下図の MIR-FLIP（画像反転）画面が表示されます。

3. MIR-FLIP（画像反転）
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BRIGHTNESS（輝度）/ CONTRAST（コントラスト）/ HUE（色調）/ VOLUME（音量）の 4 種から、
変更したい項目を　　　　　ボタンで選択し、OK ボタンを押します。調整は　　　　　ボタンで行います。
調整終了後は MENU ボタンでメインメニューに戻ります。（無操作状態が 10 秒程度続くと「通常画面」
に戻ります。）

メインメニューの画面から、　　　　のボタンで PICTURE（画質設定）を選択します。OK ボタンを押すと、
下図の PICTURE（画質設定）画面が表示されます。

2. PICTURE（画質設定）

メインメニューの画面から、　　　　　ボタンで MIR-FLIP（画像反転）を選択します。OK ボタンを押すと、
下図の MIR-FLIP（画像反転）画面が表示されます。

メインメニューの画面から、　　　　　ボタンで MIR-FLIP（画像反転）を選択します。OK ボタンを押すと、
下図の MIR-FLIP（画像反転）画面が表示されます。

3. MIR-FLIP（画像反転）
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モニター画面の上面中央付近に「●REC」と赤い文字で表示されている場合は、録画が実行されている状
態です。「●REC」の表示がない場合は記録されていません。
記録を開始するには、通常画面にカメラからの画像入力が映った状態（ペアリングされた状態）で「OK」
ボタンを押し、モニター画面の上面中央付近に「●REC」が表示され、記録を開始します。

メインメニューの画面で RECORD（録画）を選択し、OK ボタンを押すと下図の画面になります。

　　　　　ボタンで OVERWRITE（上書き保存）/FORMAT（初期化）を選択できます。選択後、OK ボ
タンを押して ON/OFF を設定します。ON/OFF 設定後、OK ボタンを押して終了します。作業後、メニュー
ボタンを押すと、メインメニューに戻ります。（無操作状態が 10 秒程度続くと「通常画面」に戻ります。）

OVERWRITE（上書き保存）：
microSD カードの記録データがいっぱいになると、既存の動画データは自動的に上書きされます。ドライ
ブレコーダーとして本機をご使用の際、通常は上書き保存 ON モードでお使いください。OFF モードでお
使いの場合、カードのデータがいっぱいになった時点で動画記録を停止します。
なお、カードの記録データを上書きしたくない場合、上書き保存 OFF モードをご利用いただくことも可能で
すが、データをより安全に保存するために、本機からカードを抜いて保管しておかれることをお勧めします。

FORMAT（初期化）：
microSD カードを本機で使用開始する場合、および新しいカードに交換した場合などはカードの初期化
が必要です※。FORMAT を ON にして初期化を行ってください。作業後は必ず FORMAT を OFF にして
ください。また、SD カードは使用に伴う劣化で徐々に記録領域が狭まりますが、定期的な初期化で、あ
る程度は寿命を延長できます。通常使用において、2 週間に 1 回程度の初期化を行うことをお勧めします。
※新品状態で初期化をしなくても使用できるカードがありますが、確実に記録するため、使用開始時に初期化するこ

とを本機規定の使用法とします。

4. RECORD（録画）

 

注意

 ・microSD カードを抜き差しする際は、必ず本機の電源が OFF の状態で行ってください。
電源 ON でカードを抜き差しすると記録データの破損や、本機の故障の原因となります。

 ・初期化されると、microSD カードの全ての記録内容は失われますので十分ご注意ください。

録画メニューの操作

8モニターの画面操作／メニュー

　　　　　ボタンで CAM1/CAM2/CAM3/CAM4/SCANTIME のどれかを選択します。
CAM1/CAM2/CAM3/CAM4 では最大 4 台まで接続（ペアリング）された、無線カメラの画面表示を選
択できます。CAM1/CAM2/CAM3/CAM4 からカメラを選択後、OK ボタンを押して ON/OFF を設定し
ます。ON/OFF 設定後、OK ボタンを押して終了します。作業後メニューボタンを押すと、メインメニュー
に戻ります。（無操作状態が 10 秒程度続くと「通常画面」に戻ります。）

SCANTIME では次のカメラ表示への切替時間を設定できます。SCANTIME を選択後、OK ボタンを押し
て ON/OFF を設定します。また、切り替え時間は　　　　　ボタンを使用して 5 ～ 45 秒まで 5 秒単位
で調整できます。設定終了後、OK を押します。メニューボタンを押すと、メインメニューに戻ります。

接続（ペアリング）された無線カメラのモニター画面表示について、カメラの数や表示時間を設定します。
メインメニューの画面で AUTOSCAN（自動スキャン）を選択し、OK ボタンを押すと下図の自動スキャ
ンの画面になります。

microSD カードには様々な容量のものがあるため、その種類によって録画時間が異なります。
以下の表はカードの容量に応じた、録画可能時間のおおよその目安です。
※あくまでも目安であり、記録内容や SD カードの劣化により変化します。

5.  AUTOSCAN（自動スキャン）

 

注意

無線カメラとの接続（ペアリング）がされていないチャンネルでは、AUTOSCAN（自動
スキャン）モードで映像が表示されません。8. PAIRING（ペアリング）の項目（P.●）を
お読みいただいた上で、事前に接続を行ってください。

8G

約 14 時間

約 13 時間

16G

約 28 時間

約 25 時間

32G

約 55 時間

約 50 時間

64G

約 110 時間

約 101 時間

128G

約 220 時間

約 201 時間

単画面
(640×480×1)

二分割画面
(400×480×2)

容量
モード

録画時間について

8モニターの画面操作／メニュー
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　　　　　ボタンで CAM1/CAM2/CAM3/CAM4/SCANTIME のどれかを選択します。
CAM1/CAM2/CAM3/CAM4 では最大 4 台まで接続（ペアリング）された、無線カメラの画面表示を選
択できます。CAM1/CAM2/CAM3/CAM4 からカメラを選択後、OK ボタンを押して ON/OFF を設定し
ます。ON/OFF 設定後、OK ボタンを押して終了します。作業後メニューボタンを押すと、メインメニュー
に戻ります。（無操作状態が 10 秒程度続くと「通常画面」に戻ります。）

SCANTIME では次のカメラ表示への切替時間を設定できます。SCANTIME を選択後、OK ボタンを押し
て ON/OFF を設定します。また、切り替え時間は　　　　　ボタンを使用して 5 ～ 45 秒まで 5 秒単位
で調整できます。設定終了後、OK を押します。メニューボタンを押すと、メインメニューに戻ります。

接続（ペアリング）された無線カメラのモニター画面表示について、カメラの数や表示時間を設定します。
メインメニューの画面で AUTOSCAN（自動スキャン）を選択し、OK ボタンを押すと下図の自動スキャ
ンの画面になります。

microSD カードには様々な容量のものがあるため、その種類によって録画時間が異なります。
以下の表はカードの容量に応じた、録画可能時間のおおよその目安です。
※あくまでも目安であり、記録内容や SD カードの劣化により変化します。

5.  AUTOSCAN（自動スキャン）

 

注意

無線カメラとの接続（ペアリング）がされていないチャンネルでは、AUTOSCAN（自動
スキャン）モードで映像が表示されません。8. PAIRING（ペアリング）の項目（P.●）を
お読みいただいた上で、事前に接続を行ってください。

8G

約 14 時間

約 13 時間

16G

約 28 時間

約 25 時間

32G

約 55 時間

約 50 時間

64G

約 110 時間

約 101 時間

128G

約 220 時間

約 201 時間

単画面
(640×480×1)

二分割画面
(400×480×2)

容量
モード

録画時間について
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モニターの時刻設定、画面の自動減光設定、カメラの画像表示にガイドライン ( 案内補助線 ) をつける等の
設定ができます。
メインメニューの画面で SYSTEM（システム）を選択し、OK ボタンを押すと下図のシステム画面になり
ます。

TIME（時刻設定）
TIME を選択し、OK を押すと、時間設定の画面になります。　　　　でボタン時刻を設定してください。
設定後、OK を押して終了します。（無操作状態が 10 秒程度続くと「通常画面」に戻ります。）

COLOR SYS（信号規格）:
PAL/NTSC の２種のテレビ信号規格を選択できますが、本機ではテレビ信号の入出力に対応していない
ため、通常はこの切替機能をお使いいただく必要はありません。

AUTO DIM（自動減光）
AUTO DIM を選択し、OK を押すと、自動減光の ON/OFF を設定できます。AUTO DIM を ON に設定
すると、周囲の明るさにあわせて画面の明るさを自動調整します。OFF の場合は、2. PICTURE（画質設定）
で設定された画面の明るさに固定されます。

※1：チャンネル 4 の画面だけに対応した機能です。カメラをチャンネル 4 に接続する方法については P.21 のペアリ
ングの項目をお読みください。

※2：バックカメラとしてご使用の際、適切な位置にガイドラインを表示できるかどうかはカメラの取付位置で決まり
ます。モニター側ではガイドラインの表示位置を調整できませんので、カメラの取付状態に応じて、ガイドライ
ンの表示を有効に活用いただけない場合があることをご了承願います。

6. SYSTEM（システム）

 

8モニターの画面操作／メニュー

microSDカードの記録動画を再生する機能です。
カメラ入力の通常画面で、上面中央付近に「●REC」と赤い文字で表示されている場合は、「OK」を押して「●
REC」の表示が消えたことを確認してから以下の操作を行ってください。
メインメニューの画面でPLAY（再生）を選択し、OKを押すと動画再生の選択画面になります。
でDATE( 日付 ) を選択し、OKを押すと下図のような日付のフォルダを表示する画面になります。
再生したい日付のフォルダを　　　　　ボタンで選択し、OKで確定してください。

フォルダが確定されると、画面の表示は下図のようになります。
で TIMER( タイマー )/CHANNEL( チャンネル ) を選択し、OK を押すと下図のような動画が記録された時
刻（TIMER）と記録されたチャンネル（CHANNEL）を動画ファイル名として表示した画面になります。
　　　　　ボタンで再生したいファイル名を選択し、OK ボタンで決定して動画を再生できます。（操作の
途中で無操作状態が10秒程度続くと再生されないまま「通常画面」に戻ります。）

microSD カードの記録画像はパソコンで再生することも可能です。ただし、本機のセットには再生の必要
なソフトウェアは添付しておりませんので、パソコンでの再生の際は、AVI の動画形式に対応した市販ソフ
トやフリーソフトをご活用ください。（弊社ではパソコンでの動画再生に関して生じる不具合や損害につい
て、保証はしておりません。他社製ソフトのご使用やダウンロードに伴うウィルス感染等には十分ご注意く
ださい。）

7. PLAY（再生）

 

 

10時9分48秒、
1チャンネルに接続した
カメラの記録動画
（AVI 形式）

2013年9月3日の記録

8モニターの画面操作／メニュー
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microSDカードの記録動画を再生する機能です。
カメラ入力の通常画面で、上面中央付近に「●REC」と赤い文字で表示されている場合は、「OK」を押して「●
REC」の表示が消えたことを確認してから以下の操作を行ってください。
メインメニューの画面でPLAY（再生）を選択し、OKを押すと動画再生の選択画面になります。
でDATE( 日付 ) を選択し、OKを押すと下図のような日付のフォルダを表示する画面になります。
再生したい日付のフォルダを　　　　　ボタンで選択し、OKで確定してください。

フォルダが確定されると、画面の表示は下図のようになります。
で TIMER( タイマー )/CHANNEL( チャンネル ) を選択し、OK を押すと下図のような動画が記録された時
刻（TIMER）と記録されたチャンネル（CHANNEL）を動画ファイル名として表示した画面になります。
　　　　　ボタンで再生したいファイル名を選択し、OK ボタンで決定して動画を再生できます。（操作の
途中で無操作状態が10秒程度続くと再生されないまま「通常画面」に戻ります。）

microSD カードの記録画像はパソコンで再生することも可能です。ただし、本機のセットには再生の必要
なソフトウェアは添付しておりませんので、パソコンでの再生の際は、AVI の動画形式に対応した市販ソフ
トやフリーソフトをご活用ください。（弊社ではパソコンでの動画再生に関して生じる不具合や損害につい
て、保証はしておりません。他社製ソフトのご使用やダウンロードに伴うウィルス感染等には十分ご注意く
ださい。）

7. PLAY（再生）

 

 

10時9分48秒、
1チャンネルに接続した
カメラの記録動画
（AVI 形式）

2013年9月3日の記録
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無線カメラとモニターを接続（ペアリング）する機能です。
ペアリング前にカメラの電源が ON になっていると接続されませんので、ペアリング時はカメラ電源をいっ
たんお切りください。接続の前にモニター電源 ON、カメラ電源 OFF をご確認の上、以下のペアリング手
順に従ってカメラの電源を入れてください。

① 通常画面で OK を 3 秒間長押しすると、下図の PAIRING START 50( ペアリング開始 50 秒 ) の
画面になります。
または、メインメニューの画面から PAIRING（ペアリング）を選択し、OK ボタンを押すと同様に
PAIRING START 50( ペアリング開始 50 秒 ) の画面になります。

② カウントダウンの間にカメラの電源を入れます。( カメラの電源スイッチを 3 秒程度長押しして ON)
③ カメラの電源を入れてから 5 秒前後で、モニターはカメラと自動的に同期します。
④ オートペアリングが正常に完了すると、モニターに無線カメラの画像が表示され「通常画面」になり

ます。

通常、カメラとのペアリングは CAM1 から順に自動的にチャンネルが割り当てられます。ガイドラインが
表示できる「チャンネル 4」を使う等、チャンネルをご自身で選択するには、ペアリング前に「カメラ電源
OFF」の状態にした上で、以下の手順で可能です

① 通常画面で SEL ボタンを押し、CAM1 から CAM4 までの使いたいチャンネルをモニター画面に表
示させる。

（上記、ガイドラインを表示したい場合は CAM4 を使用します。）
② OK ボタンを 3 秒程度長押しし、ペアリングを開始する。
③ カメラの電源を ON にしてペアリングさせる。（カメラの電源スイッチ ON には 3 秒程度長押しが必要）

8. PAIRING（ペアリング）

 

ペアリング手順

手動でのチャンネルの設定のしかた

失敗した場合は｢信号なし｣が表示されますので、いったんカメラの電源を OFF にして、
もう一度ペアリング手順を繰り返してください。

8モニターの画面操作／メニュー

PAIRING START

50

故障かな？と思ったら9
以下の現象が現れても、故障とは限りません。修理を依頼する前に、まずは以下の項目をご確認ください。
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無線カメラとモニターを接続（ペアリング）する機能です。
ペアリング前にカメラの電源が ON になっていると接続されませんので、ペアリング時はカメラ電源をいっ
たんお切りください。接続の前にモニター電源 ON、カメラ電源 OFF をご確認の上、以下のペアリング手
順に従ってカメラの電源を入れてください。

① 通常画面で OK を 3 秒間長押しすると、下図の PAIRING START 50( ペアリング開始 50 秒 ) の
画面になります。
または、メインメニューの画面から PAIRING（ペアリング）を選択し、OK ボタンを押すと同様に
PAIRING START 50( ペアリング開始 50 秒 ) の画面になります。

② カウントダウンの間にカメラの電源を入れます。( カメラの電源スイッチを 3 秒程度長押しして ON)
③ カメラの電源を入れてから 5 秒前後で、モニターはカメラと自動的に同期します。
④ オートペアリングが正常に完了すると、モニターに無線カメラの画像が表示され「通常画面」になり

ます。

通常、カメラとのペアリングは CAM1 から順に自動的にチャンネルが割り当てられます。ガイドラインが
表示できる「チャンネル 4」を使う等、チャンネルをご自身で選択するには、ペアリング前に「カメラ電源
OFF」の状態にした上で、以下の手順で可能です

① 通常画面で SEL ボタンを押し、CAM1 から CAM4 までの使いたいチャンネルをモニター画面に表
示させる。

（上記、ガイドラインを表示したい場合は CAM4 を使用します。）
② OK ボタンを 3 秒程度長押しし、ペアリングを開始する。
③ カメラの電源を ON にしてペアリングさせる。（カメラの電源スイッチ ON には 3 秒程度長押しが必要）

8. PAIRING（ペアリング）

 

ペアリング手順

手動でのチャンネルの設定のしかた

失敗した場合は｢信号なし｣が表示されますので、いったんカメラの電源を OFF にして、
もう一度ペアリング手順を繰り返してください。

8モニターの画面操作／メニュー

PAIRING START

50

故障かな？と思ったら9
以下の現象が現れても、故障とは限りません。修理を依頼する前に、まずは以下の項目をご確認ください。

症状 原因・対処方法

カ
メ
ラ
部

電源を ON にしても、
カメラ側面の LED が 
点灯しない

• 電源ボタンを 3 秒以上、長押ししましたか？  
電源 ON にする場合、OFF にする場合、いずれも 3 秒程度の長押しが
必要です。

• 充電してみてください。充電残量が「0」の場合、LED は点灯しません。 
( 充電の際は、付属の USB ケーブルをご使用ください。)

ペアリング（無線接続）
を実施しても、
モニターの画面表示が

「信号入力なし」に
なる

• カメラの電源をペアリング開始後に ON にしましたか？
• ペアリングの作業は指定の手順通りにできていますか？
• ( ペアリングの方法は P.22 を参照 )
• カメラのバッテリーが放電、または劣化していませんか？
• モニターの表示チャンネルと接続チャンネルが一致していますか？  

( モニター通常画面で SEL を押し、表示チャンネルを順に切替えます。)
• アンテナとカメラとの接続状態やアンテナ角度の調整は適切ですか？

モニターに映った
カメラ画像の色あいや
明るさが不自然、
または見づらい

• モニターの色彩設定は正常に調整されていますか？
• モニターの明るさやコントラストの調整は適切ですか？
• モニターの画面が強い逆光にさらされていませんか？

画面が表示されず、
音声もでない

• モニターの電源は ON になっていますか？
• 電源配線はシガーソケットにしっかりと接続されていますか？
• 電源配線が断線していませんか？
• DC12V/24V 電源を使用していますか？ (AC 電源や 100V 等は指定外 )
• 電源ケーブルのヒューズが切れていませんか？  
（シガーソケット差込部の 3A ヒューズを交換してください。)

モ
ニ
タ
ー
部

画面表示が
「信号入力なし」に
なる

• カメラとペアリングできていますか？(ペアリングの方法はP.22を参照)
• カメラの電源が入っていますか？
• カメラのバッテリーが放電、または劣化していませんか？
• 表示チャンネルと接続チャンネルが一致していますか？  
（通常画面で SEL を押すと表示チャンネルが順に切替わります。）

音声がでない • 音量設定が 0 または小さすぎる音量になっていませんか？

カメラ画像の色あいや
明るさが不自然、
または見づらい。

• モニターの色彩設定は正常に調整されていますか？
• モニターの明るさやコントラストの調整は適切ですか？
• モニターの画面が強い逆光にさらされていませんか？

画面・記録映像の
日時がおかしい • 時刻設定は正しいですか？本機の時計は自動調整式ではありません。

ドライブレコーダーの
記録がない、
または再生できない

• microSD カードが正常に挿入されていますか？
• microSD カードのフォーマットを事前に行いましたか？ (P.18 を参照 )
• 録画時、モードが上書き保存 ON になっていましたか？ (P.18 を参照 )
• 破損した microSD カードを使用していませんか？
• カメラとペアリング ( 接続 ) が正常にできていますか？ (P.22 を参照 )
• カメラのバッテリーが放電、または劣化していませんか？
• 再生手順を正しく実施していますか？ (P.21 を参照 )
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アフターサービス10
■保証書（別紙参照）

保証書は必ず「販売店名・ご購入年月日」等、必要事項が記入されていることをご確認の上、保証内容を
よくお読みになって、大切に保管しておいてください。

■保証期間

ご購入の日から 6 ヶ月間です。

ご購入の日から 1 年間です。

■対象機器および部品

カメラ本体、充電ケーブル、無線アンテナ
なお、カメラ本体の保証には内蔵バッテリーも含みますが、過充電・過放電状態での長時間放置など、本
説明書の注意事項をお守りいただけなかった場合、バッテリーの消耗・劣化は保証の対象外となります。

モニター本体、電源ケーブル、無線アンテナ、ワイヤレスリモコン、ブラケット、サンシェード
（付属の microSD カード、ヒューズ、リモコン用電池等の消耗品は保証対象外となります。）

■修理のご依頼
「10. 故障かな？と思ったら」で確認しても異常があるときは、品番（WMBC-0001 ／ WMBM-0001）、
氏名・住所・電話番号、保証書記載のご購入年月日、および故障状況をお買い上げいただいた販売店にご
連絡ください。
保証の内容に従って、修理もしくは交換に応じさせていただきます。
保証期間が過ぎている場合や保証書のご提示がない場合、および保証書に「販売店・ご購入年月日」等の
必要事項が記入されていない場合は有料修理となります。

※なお、モニター本体を点検や修理にお出しいただく際には microSD カードを取り出して、ご自身で保管
しておいてください。SD カードとともにお出しいただいて、カード本体や記録データが破損・消失して
も弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。

株式会社 TCI 　〒532-0012　大阪府大阪市淀川区木川東 2－5－41K2 EAST ビル 601
TEL. 06-6885-7250　　FAX.06-6885-7255

カメラ

モニター

カメラ

モニター
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保証規定11
■保証規定内容
1．本製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。

本商品同梱の「取扱説明書」および「保管上の注意事項、注意書」に基づき、お客様が正常な状態で使
用されたにも関わらず、保証期間内に故障した場合は無料にて故障個所を修理させていただきます。
故障内容によっては同等品もしくは新品に交換する場合が有ります。
保証書を添えて、お買い上げの販売店にこ依頼ください。
※保証書が無い場合の無償修理及び交換は一切致しかねます｡

2．保証対象は WMBC-0001、WMBM-0001 のみとなります。
（付属の SD カード）の保証は致しかねます。
その他、付属品においては発送時の破損、同梱ミスなどによる欠品につきましては保証対象とさせてい
ただきます。

3．次のような場合は有料修理になります。（保証不可）
　①お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取り扱いが適正で無いために生じた故障、損害

の場合。
　②お客様による使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障または損害が生じた場合。
　③本保証書のご提示がない場合。または本保証書の保証期間•お客様のご氏名等、販売者が記入すべき

項目の字句を書き換えられた場合、もしくは空欄の場合。
　④火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧や虫の侵入な

どの外部要因に起因する故障及び損偽。
　⑤本製品を充電する際に接続する機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
　⑥正常なご使用方法でも、部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合

4．製品（WMBC-001、WMBM-001、およびセット同梱品）の盗難に関しては本保証の対象外とします。

5．本製品自体は保証対象ですが、本製品のご使用または故障によって、車両や周辺機器等、本製品以外の
物品に生じた損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
5 - ①　本製品の無線電波により、生じた損害及びその他周辺機器の保証は一切の責任を負わないもの

とします。
5 - ②　WMBC-0001 に搭載されているリチウムイオン電池が損傷した状態で使用し続けた場合に起

因する損害、その他周辺機材や家屋、車輛などの損害につきましては当社は一切の責任を負わ
ないものとします。

6．本製品を日本国外、無線禁止区域で使用した場合に生じた損害について当社は一切の責任を負わないも
のとします。

7．本保証書は日本国内でのみ有効です。
　　This warranty is valid only in」apan

※この保証書の保証の他に販売者は消費者に対して瑕疵担保責任などの法律上の責任を負っており、本保証書の発行は、
こうした販売店の責任を軽減または免除するものではありません。
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製品保証書

製品修理希望お客様情報 販売代理店情報

商品発送先

保証期間

シリアルNo記載欄

製品保証対象の種類

WMBC-0001
WMBM-0001

本保証書は製品故障時に必ず必要です。本保証書の再発行は致しかねますので、お客様のお手元で大切に保管して
ください。

SPOT CAMERA 正規販売代理店番号

※郵送の場合は発送日より期間を開始いたします。

※シリアル No を書き換えられた場合、保証書は無効となります。

WMBC-0001：お買い上げ日から 6 ヶ月間
内部電池：6 ヶ月間

WMBM-0001：お買い上げ日から 12 カ月間
付属 SD カード（16GB）： 保証対象外

WMBC-0001

WMBC-0001

WMBM-0001

WMBM-0001

上記記以外の同梱品及びラベル：出荷前点検後の欠損時のみ保証（※商品到着後 15 日以内）

店名・住所・電話番号

氏名

住所　〒

電話番号

フリガナ

年　　　月　　　日から

　　　年　　　月　　　日まで有効

年　　　月　　　日から

　　　年　　　月　　　日まで有効

株式会社 TCI 　〒532-0012  大阪府大阪市淀川区木川東 2－5－41  K2 EAST ビル 601　TEL. 06-6885-7250
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