
商品のご使用上の注意

  商品のご使用にあたりましては、同梱の取扱説明書をお読みください

■ Wi-Fiについて
●本機は、カメラ1台あたり常時0.5～1Mbpsのアップロード帯域幅を使用します。通信環境が1Mbps以下の場合でご利用になれません。なお、安定した映像を視聴するためには、20Mbps以上を
推奨しています。●インターネット回線1日あたりのデータ使用量は約5GBです。モバイル回線でのご利用は通信制限の上限に達してしまうことがありますので、固定回線（光回線）でのご使用を推奨
しています。●周波数2.4Ghzの801.11 b/g/n対応Wi-Fiを使用してください。また、利用チャンネルの帯域幅は、20MHｚに設定してご利用ください。●Wi-Fi名称と接続パスワードは特殊文字を
使用しないでください（例えば：スペース、 ハイフン、アンダーバーや記号等）。英文字、数字のみ使用してください。●WEP方式のWi-Fiを使用しないでください。WEP方式は旧式であり安全上リス
クがありますので、WPAもしくはWPA2方式をご利用ください。●無線接続品質は下記のような状況で影響される可能性があります。・金属ドアが本機とWi-Fiルーターの間にある・コンクリート、石、
ブロックタイプの壁、もしくはアルミ質の断熱材が本機とWi-Fiルーターの間にある・多重の壁が本機とWi-Fiルーターの間にある・防火ドアもしくは防火ガラスが本機とWi-Fiルーターの間にある・
鉄製の柵が本機とWi-Fiルーターの間にある
●ラジオ等の無線装置から離れた場所にしてください。無線装置と本機の間は2m以上離して置いてください。本機の電源は、 無線装置の電源と同じコンセントを利用しないでください。
■ こんなところには設置しない
●テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン （インターホン機能付き）、ホームセキュリティ関連装置、電子レンジ、無線送信機（ラジオ送信機）、 電話送信機、2.4GHzで動作
する無線デバイス（Bluetooth、無線電話機など）の近く（ノイズ発生の原因）●本機に、過度の煙、ほこり、高温や振動を与える場所
■ このような使用はしない
●直射日光やハロゲン光などの高輝度の被写体を長時間映さない （撮像素子が破損する原因）●本機の上に重たいものを置かない●火気・熱器具の近く （温度が -30℃以下、または50℃以上の場
所に置かない）。湿気の多い地下室などを避ける。●レンズカバーや人感 （熱）センサーにキズや汚れをつけない （きれいに撮影できなくなったり、正しく検知できなかったり、変形や故障の原因になり
ます）●電気機器の近くで本機を操作すると干渉を起こす恐れがあります。電気機器から離してください。
■ 本システムについて
●本システムは侵入や盗難などを防止することを目的にしたものではありません。●本システムは無線通信を利用しているため、電波の混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあり
ます。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムの使用の際に撮影された本人が判別できる情報は、「個人情
報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当する場合があります。※法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。●本システムの使用の際には、プライバシーの保護に配慮して
ください。
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お問い合わせは

●表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
●価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
  （表示価格は2019年5月現在の価格です）
●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
●安全にご使用いただくため、当カタログに掲載された写真や図面、取扱の注意

文などに沿った商品の使用および施工をお願いします。
● 当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」
「商標法」等により保護されています。模倣商品を製造することはできません。

● カタログ（レイアウト）、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情
報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーが保有しています。無断で複製、
改変したものを転載使用することはできません。

● 他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありま
すので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。

●本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

株式会社タカショーデジテック
■ 本　　　　　社： 和歌山県海南市南赤坂20-1  〒642-0017  TEL.073-484-3618
■ 東　京　支　店： 東京都千代田区神田駿河台2-9  〒101-0062 TEL.03-5244-5966
■ 大阪ATC営業所： 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9F 〒559-0034 TEL.06-6612-6697
■ 滋 賀 営 業 所： 滋賀県草津市東草津1-4-53  吉田ビル2-2 〒525-0033 TEL.077-566-3544

URL: http://takasho-digitec.jp

通話料無料　0120-51-4128
受付時間 9:00〜17：00（土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424    FAX.073-484-3619
受付時間 9:00〜17：00（土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

LEDIUS Cam専用 お問合せメール窓口

info-gems@ledius.jp

お客様サービスセンター

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

支 店・営 業 所

■本　　社：和歌山県海南市南赤坂20-1      〒642-0017     TEL.073-482-4128
■東京本部：東京都千代田区神田駿河台2-9 〒101-0062     TEL.03-5244-5650

東　北　支　店 TEL.022-396-2150
大　阪　支　店 TEL.072-734-8505
九　州　支　店 TEL.0942-52-1812
首都圏営業所  TEL.048-446-7570
北関東営業所  TEL.027-280-7220
新　潟　営　業　所 TEL.025-264-4155
北　陸　営　業　所 TEL.076-214-3777
四　国　営　業　所 TEL.0883-25-6032

東　京　支　店 TEL.03-5244-5650
名　古　屋　支　店 TEL.0562-32-3199
広　島　支　店 TEL.082-497-1020
札　幌　営　業　所 TEL.011-748-3056
埼　玉　営　業　所 TEL.049-288-2125
横　浜　営　業　所 TEL.045-914-8067
新潟三条営業所 TEL.0256-36-5060
関　西　営　業　所 TEL.073-486-2511

こい　 よいにわ

やすらぎのある空間づくり

離れていても、スマホでつながる安心感。

LEDIUS Cam Talk
WEBサイト
商品仕様
初期設定ガイド
設定説明動画
ユーザーサポートマニュアル

4 975149 007424

LEDIUS Cam Talk
レディアスカム トーク

いつでも、どこでも、スマホでTalk
～暮らしを豊かにするドアベル～

電池式で
配線工事
 いらず！

https://www.ledius-gems.com/lediuscamtalk
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ご用件は
なんですか！

いつでも、どこでも、Talkで   広がる快適な暮らし。

 外 出 が 多 い 人 に     玄関のぞき窓が小さい・一人暮らし  離れて暮らす家族に

お届けものです

外出先から、来客に対応できる 来客にスマホで対応できて安心離れて暮らす家族への訪問客に対応

外出先から 玄関出ずに実家の訪問客と

スマホ通話機能 ワイド画質・高画質シェア機能・録画機能

ベルボタンを押すと通知が届き、スマホで来客に対応
できます。日頃、外出が多い人に便利です。

一人暮らしの女性にとって、玄関での対応は不安を感じ
ますが、しっかり確認できるドアベルで来客も安心です。

実家と離れて暮らしていても、スマホで対応できます。
シニア世帯への悪質な訪問販売などの抑制に役立ちます。

自作宅配ボックスで、不在時も荷物を受け取り

①ベルボタンを押す

印鑑

②スマホで対応する ③ボックスに荷物を入れ、
受取印をもらう

大きめの
ボックス

〈必要なもの〉

錠

宅配ボックスに
入れてください
「No.0935」です

5
8
4
3

Talk Ta lkTa lk

誰だろうどうしよう

優子だったんだ！

外出中ですので、

宅配ボックスに入れてください
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32GB以内のみ対応

チャイムスピーカードアベル本体

スマホにつながるドアベルで、生活が     もっと便利で安心になる。

機能・仕様

■ドアベル本体
外形寸法：H133×W66×D33mm
重量：約0.2kg
■チャイムスピーカー
外形寸法：H71×W45×D45mm
重量：約0.1g
■付属品：取付用ビス
■材質：PC、アルミ

〔セット〕 

ドアベル本体
チャイムスピーカー

レディアスカム トーク

※本製品は、室内用モニターは付属しておりません
※ご使用には、別途単三電池4本が必要となります

解像度：720p　HD（1280×720P）
圧縮方式：H.264
画角：110°
音声出入力：スピーカー/マイクロフォン
夜間撮影：赤外線LED
動作温度：-30～50℃（屋外仕様）
防水：IP53（保護等級）

SSL

暗号化

呼出し通知 録画機能

高解像度

動作検知 双方向音声

ナイトビュー

（メーカー小売価格）

¥43,000

¥1,300

■スマホ通話機能

■検知お知らせ機能 ■シェア機能 ■録画機能ビス取付

マグネット取付

保存方法は２パターン

クラウド録画プラン（P.6）

安全・快適な180日・365日保存

鉄製ドアに取付け簡単！
①クラウド保存（有料）

②microSDカード保存

※microSDカードは市販品をご用意ください
（目安：32GBで録画1日5分で、約３年間保存可能）

■ワイド画角 ■高解像度 ■ナイトビュー

左右画角

約110度

動きを検知してお知らせ 電池式で配線工事いらず家族みんなでシェア

来客をスマホで応対できる

録画機能であとから確認

ワイド画角・高画質で、来客をしっかり確認

LEDIUS Cam Talk

HIC-019K（75907100）

HEC-093K
（75872200）

来てくれて
たのね

カメラの映像をシェア

05:00 06:00

< 戻る

Liveに戻る イベント 通話 ガーデンモニタリング

L i v e

2 017.5 . 31.水曜日 17:5 8 :2 8

 共有

音声のON/OFF切替

音声ON/OFF

日時から、
見たい映像を検索

映像検索（日時）

映像一覧から、
見たい映像を検索

映像検索（映像一覧）

撮影映像からスナップ
ショットを作成

スナップショット

ライブ映像から、
30秒前の映像に戻る

30秒前に戻る

スライドで自由に、
録画映像を確認

タイムライン表示

動作・音声検知などの
履歴の確認

イベント

映像の動画作成
※クラウド録画プラン
では、タイムラプス
機能が使用できます

動画作成

作成した動画の確認

動画一覧

防犯
対策に

自動IR（赤外線）LEDで、周囲が
暗くなると自動的にナイトビジョン
に切替ります。

通知

720p/HD（1280×720P）の高解像度
で鮮明な表情が確認できます

訪問者がLEDIUS Cam Talkのベルボタンを押すと、スマホに通知が届き、家中どこにいても、外出先でも会話が可能です。

動きを検知する機能で、防犯対策に役立ちます。

※通知オフも可能です

アプリのシェア機能を使えば、家族で応答をシェアできます。遠く
離れて暮らす家族の代わりに応答もでき、便利です。

シェア機能

電池残量が
少なく

なりました

ベルボタンを押すとチャイムが流れます

サウンド ♫
①チャイム

②犬の鳴声

③赤ちゃんの泣声

電池残量が少なくなるとお知らせ

使用の目安：録画1日3分で、約半年間ピンポーン

ピンポーン

ドアベル本体
チャイム
スピーカー スマホ

ベルボタンを押すと

お届け物
です

お待ち
ください

スマホに通知が届き、
会話できます。

LEDIUS Cam Talk用
マグネットプレート

鉄製ドア

LEDIUS Cam
Talk用
マグネットプレート

単三電池４本

自動録画

検知

クラウド

検知しました
17:50
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LEDIUS Cam Talkでは、動画作成機能をご利用いただくには、クラウド録画プランへの加入が必要と
なります。

クラウド

スマホとWi-Fiルーターがない場合は、ご利用できません。お持ちでない場合はご用意ください。

「スマホ」と「Wi-Fiルーター」があれば、すぐに始められます

長期間の録画データを安全に保存可能

クラウド録画プラン

クラウド録画プランなら、録画映像をクラウドに保存するため、より
安全な映像データ管理ができます。

使える機能

クラウド

動画作成クラウド保存

イベント映像（呼び鈴が押されたとき、
動作検知時、LIVEビュー再生時）を
クラウドに保存することが可能。
microSDカードをご準備いただく必
要がなく、クラウドで安全にデータ
管理できます。

訪問者の録画映像をクラウドに保存
クラウド録画プランで録画された任意
のイベント映像（呼び鈴が押されたとき、
動作検知時、LIVEビュー再生時）を
最大1時間分クラウドに保存可能です。

録画データを映像クリップで動画作成

設定は簡単！すぐに使えるドアベル クラウド録画プランで、録画データがもっと安心！

180日クラウド録画プラン

365日クラウド録画プラン

録画期間 月額

180日 180円/月180

録画期間 月額

365日 280円/月365

設置予定場所に、Wi-F iが届くか確認する

1

2

3

ス
テ
ッ
プ

ス
テ
ッ
プ

ス
テ
ッ
プ

アプリをインストールし、設定する

ドアベルを取付ける

 GEMS LEDIUS

詳細は、ユーザーサポートマニュアル

アプリから登録できます

Wi-Fi速度測定用アプリ※で、ドアベル本体の取付け場所に、Wi-Fiの通信が可能か調べます。

10m以内（5m推奨） 10m以内（5m推奨）

Wi-Fi速度測定用アプリ

①アプリをインストール ②アカウント登録 ③初期設定

Wi-Fi Wi-Fi

2.4GHz 2.4GHz

アプリをインストールし、アカウント登録・初期設定をおこないます。

設定が終了しましたら、ドアベル本体を取り付けましょう。

プラン紹介

Q&A

Q

Q

Q

A

A

A

設定方法

軒下以外に設置しても大丈夫ですか？

microSDカードを利用して録画したいのですが、使用可能な容量の制限はありますか？

録画したもので、動画作成はできますか？

IP53の防雨構造ですので屋外の軒下以外での設置が可能ですが、水中や常時水がかかるような場所
への設置はおやめください。

32GB以下のmicroSDカード（約60時間分保存可能）のみ使用可能です。
それ以上の容量のmicroSDカードには対応しておりませんのでご注意ください。

※チャイムスピーカー／LEDIUSCamTalk本体は、2.4GHzの周波数帯域専用です。5GHzには対応しておりません。
※動作環境：Wi-Fiルーターとチャイムスピーカー間及びチャイムスピーカーと本体間の接続可能距離は10m以内（5m以内推奨）です。
※LEDIUSCamTalk１台あたり常時0.5〜1Mbps程度、上り（アップロード）回線の帯域を使用しますので、1Mbps以下の場合はご使用になれません。LEDIUS Cam Basic/Plus+と合わせてご使用になる場合は、
通信にかかる負荷が高くなりますので、動作環境には十分にご注意ください。
※屋外用Wi-Fi中継機を介して、Wi-Fiに接続せず、直接Wi-Fiルーター（親機）と接続してください。屋外用Wi-Fi中継機を介することで、通信速度が低下する恐れがあります。
※安定した映像をご覧いただくには10Mbps程度の回線速度環境を推奨します。

 スピードテスト アプリストアで検索

無料アプリでも可能です

ドアベル1台あたり上り（アップロード）回線の帯域を常時1Mbps程度使用するため、計測結果がそれ以下の場合は使用できません。安定した映像をご覧いただくには10〜20Mbps程度
の回線速度環境を推奨します。

取付場所・取付位置については、取扱説明書にしたがって設置してください。

アプリケーションの動作には、スマホ／タブレットが[iＯＳ:Ｖｅｒ10.0以上/Ａｎｄｒｏｉｄ:Ｖｅｒ4.4以上]のバージョンに対応している必要があります。

始めましょう

セキュリティ

microSDカードクラウド録画プラン

データ破損が
心配…

https://www.ledius-gems.com/lediuscamtalk


