
⑦ QR コードをカメラで読み取ります。音が聞こえたら、
「ビープ音が聞こえました」をタップします。
処理が 100% になるまでお待ちください。

約20cm

PS-CMR-W01

本体シリアル No. をご記入ください。
シリアル No. は、本体に貼付されているシールに記載しています。

※例としてデバイス名を [ ベイビー ] に設定しています。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

販売元：プラススタイル株式会社
問い合わせ先：プラススタイルお客様窓口

TEL：0120-956-952 (通話料無料)  E-mail：product@m.plusstyle.jp

この度はプラススタイル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本保証書はご購入日から
上記保証期間中に故障が発生した場合、保証規定内容に基づき無償交換を行うことをお約束するものです。
詳細は裏面をご覧ください。交換の際は必ず保証書をご提示ください。本保証書は再発行しませんので大
切に保管してください。
ご記入いただいたお客様の個人情報は、サポート業務の目的のみに使用します。プラススタイル株式会社の
個人情報取扱に関する詳細は、プラススタイルホームページをご覧ください。
https://plusstyle.jp/privacypolicy.html

デバイスの追加に失敗する場合、カメラをリセットして再度操
作をおこなってください。
リセットの手順は裏面「8.リセットする」をご参照ください。

注意

⑤ステータス LED が赤点滅になったら、「次のステップ」を
タップします。
ご自宅等、接続する Wi-Fiルーターのパスワードを入力
し、「確認」をタップします。

1. ご使用の前に

4. デバイスの追加 5. 設置について

2. アプリのインストール 3. microSD カードのセット
内容物（8点）をご確認ください

本製品の特長

各部名称・LED・リセットボタン

不足がある場合は、お手数ですがプラススタイルお客様窓口までご連絡ください。

microSDカードを挿入します。1
①microSD カードの切り欠きを上側にして押し込

みます。

①画面右上の「＋」をタップします。

②リストから「セキュリティ＆センサ」－「防犯カメ
ラ」を選択します。

③本製品をコンセントに接続します。

④カメラのステータス LED が赤点灯し、数十秒後、赤点滅
に変わります。

画面例は、iOS の場合です。 OS やアプリのバージョン違いにより画面が異なることがあります。

2.4GHz 帯（IEEE 802.11 b/g/n）のアクセスポイントを指定してください

※電源スイッチはありません。

⚫microSDカードを装着することで、電源ON中は常時microSDカードに記録
することができます。この機能を使用する場合は、microSDカードを本体
にセットしてください。 大128GBまでのmicroSDカードに対応、画質は
SD画質のみ対応です。

⚫microSDカードを本体にセットしなくても、スマホでカメラ映像をキャプ
チャする機能は使用できます。この場合は、この手順を省略してください。

青色

赤色 点灯：本体起動中、またはネットワーク異常
点滅：Wi-Fi 接続待機中

点灯：正常動作
点滅：Wi-Fi 接続中

ステータス
LED

-1- -2- -3-

-4- -5- -6-

型番：PS-CMR-W01
スマートホームカメラ（フレキシブル）
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取 扱 説 明 書

この度は、プラススタイル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうご
ざいます。本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い
方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用の前に必ずお
読みください。

⑤ ブラケット ×1
⑥ 両面テープ ×1
⑦ 設置キット（ネジ×3、プラグ×３）
⑧ 取扱説明書 兼 保証書 (本紙) ×1

① 本体 ×1
② microUSBケーブル ×1
③ USB ACアダプター ×1 
④ 気温/湿度センサーアダプター ×1

ステータス LED 赤外線 LED

microUSBポート　　

microSD カード
スロット

マイク

リセットボタン

スピーカー

USB ケーブル

USB AC アダプター

手すりなどに巻き付ける

壁などに取り付ける

コードを折り曲げ、手すりなどに巻き付けて
設置します。

①ブラケットに両面テープを貼ります。 ②ブラケットを壁に固定し、本体を
　ブラケットに差し込みます。

microUSB ポートや USB ケーブル
に力をかけないでください。コネク
タや端子の変形による火災やけが
の原因となります。

注意

温度・湿度を測定したい場合

添付の気温 / 湿度センサーアダプターを、
本体に接続します。

[ カメラ画面に表示されます ]

※本製品に microSD カードは添付していません。別途ご用意ください。

※強固に壁に固定したい場合は、同梱のネジやプラ
グをご利用ください。

※同梱のプラグはコンクリート壁用です。
その他の壁には使用できません。

※プラグを埋め込むには、あらかじめドリルなどで
穴開けが必要です。

Wi-Fi ルーターのパスワード

⑥接続する Wi-Fiルーターのパスワードを入力し、「確認」
をタップします。

⚫フレキシブルなアームで、置く場所を選ばないスマートホームカメラ
外出先からも使用可能。

⚫カメラ画質はHD（高画質）または SD（標準画質）、暗視にも対応
⚫本体に装着したmicroSDカードに録画
⚫microSDカードの動画をカレンダーから選択して再生可能
⚫スマホでカメラの静止画や動画をキャプチャしスマホに保存可能

本製品に microSD カードは添付していません。別途ご用意ください。

スマホのWi-Fiルーター設定をオンにし、
App Store または Google Play より

「+Style アプリ」をインストールします。

画面例は、iOS の場合です。 OS やアプリのバージョン違いにより画面が異なることがあります。

App Store Google Play

スマートスピーカー、スキルなど、最新情報に
ついてはWEBサイトをご参照ください。

専用アプリ「+Styleアプリ」をインストールします。1

+Styleアプリを開き、新しい
アカウントを登録します。2

スマホがWi-Fiルーターに接続しているか、確認します。

+Styleアプリにデバイスを追加します。

1

2
デバイスの名前を設定します。3

2

デバイス一覧画面が表示
されると完了です。3

②有効なメールアドレスを入力し、「認証  
    番号を取得」をタップします。

③パスワードを設定し、「完了」をタッ
プします。

①「新しいアカウントを作成」をタップし
ます。プライバシーポリシーを読み、

「同意する」をタップします。

※携帯電話番号での登録もできます。画面右上の
「携帯電話番号での登録」をタップします。

メール
アドレス

つづき

①デバイスの名前を設定します。

②「完了」をタップします。

③カメラの画面が表示され
ると接続完了です。

セキュリティ上、アカウントからカメラを削除し
ない限り別アカウントで同じカメラの登録はでき
ません。
削除の手順は裏面「9. アカウントからカメラを削
除する」をご参照ください。

以上で、デバイスの追加は完了です。
本製品を設置後、使用できます。

●屋外に設置しないでください。防水・防滴仕様ではありません。
●動作環境の範囲外の環境で使用しないでください。
●両面テープを使って設置する場合は、あらかじめ設置場所の油やホコリ

などを除去してください。
●電波の安定した場所に設置してください。



カメラ画面の「     」をタップし、「デバイスを削除」をタップします。
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①電源が入った状態で、リセットボタンを約 5 秒間押します。 
②ビープ音が鳴り、ステータス LED が赤色に点滅します。
③ステータス LED が赤色に点灯したら完了です。

カメラ画面まわりのボタンについて説明します。 Wi-Fi ルーターと接続すると、SSID やパスワードな
どの情報を本体の内部メモリに記憶します。接続が
うまくいかないなど、内部メモリの情報を消去して
始めからやりなおしたいときは、下記手順でリセッ
トをおこなってください。
ただし、カメラと紐付けたアカウントは、セキュリ
ティ上、リセットで消去することはできません。ア
カウントからカメラを削除する手順は「9. アカウン
トからカメラを削除する」をご参照ください。

社団法人　電子情報技術産業協会（JEITA）
「無線LANのセキュリティに関する注意事項」より

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してスマホなどと無線LANアクセスポイン
ト間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN 接続が可能であるという利
点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くた
め、セキュリティに関する設定をおこなっていない場合、以下のような問題が発生する可能性がありま
す。

本来、無線LAN製品は、セキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使
用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。
セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任に
おいてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

①通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情
報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

②不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出
す（情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）、傍受した通
信内容を書き換えて発信する（改ざん）、コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊
する（破壊）などの行為をされてしまう可能性があります。

セキュリティに関する注意

商標
●Amazon､EchoおよびAlexaは､Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
●Google､Android､Google Play､Google Home､Google アシスタントは Google LLC の商標または登録

商標です。
●Appleは､米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
●App Storeは､Apple Inc.のサービスマークです。
●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。
●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
●記載されている会社名､ブランド名､システム名､製品名は一般に各社､個人の登録商標または商標です。

ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。

※本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、プラススタイル株式会
社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフ
ターサービスなどは行っておりません。

※製品および本紙は、改良等の諸事情により予告なく変更する場合があります。
※本製品の保証や交換に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の

上、大切に保管してください。
※本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが､万一ご不審な点や誤りなどお気

づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願いいたします。
※本製品の運用を理由とする損失､逸失利益等の請求につきましては､いかなる責任も負いかね

ますので､予めご了承ください。
※本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って廃棄してください。条例の内容については

各地方自治体にお問い合わせください。

安全にお使いいただくために

電波に関する注意

USB ACアダプターの取り扱いについて

本製品および添付品（USB ACアダプター含む）の取り扱いについて

●本製品は防犯、事故防止、個人情報取得での使用は意図されていません。プラススタイル株式会社
はいかなる責任も負いかねます。

●本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
●高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、強い

磁気を帯びたものの近くでの使用･保管は避けてください。
●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高

度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御シス
テムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任
も負いかねます。

●同梱のポリ袋は幼児の手の届かない所に置いてください。また、火のそばに置かないでください。
●配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。

●製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
●火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
●水で洗ったり、水のある場所で使用/保管したりしないでください。
●無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることはおこなわないでください。
●製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使

用しないでください。
●煙が出る、異臭や音がするなどの異常が発生したときは、使用を中止し、プラススタイルお客様窓

口に連絡してください。
●配線は電源を切ってからおこなってください。

･･･人が負傷を負う可能性および物的損害が想定されます。注意

保証規定
1.　(保証規定の内容)

この保証規定は、取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法や注意事項にしたがっ
た正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証期間中に
故障が発生した場合、本規定にもとづきプラススタイル株式会社が無償交換を行うことをお約
束するものです。また、本規定は本保証書が添付されているプラススタイル製品に対してお客
様が期待される性能や成果、運用上の結果を保証するものではありません。

2.　(保証書の効力)
この保証書は、本書に記載された保証規定の条件および期間にもとづいて、本保証書が添付さ
れたプラススタイル製品の無償交換をお約束するものです。したがって、この保証書によって
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

3.　(保証の対象)
この保証規定による無償交換の対象となるのはプラススタイル製品の本体に限ります。ケーブ
ルなどの付属品、消耗品、使用によって消耗する部位や部品(コネクタの接点部など)は無償交
換の対象とはなりません。

4.　(お客様の負担)
保証期間内に無償交換を受けられる場合は、あらかじめプラススタイルお客様窓口にご相談の
上、この保証書をプラススタイル製品に添えてプラススタイルお客様窓口にお送りください。
なお、その場合、送料などの諸費用はお客様ご自身のご負担になりますのでご了承くださいま
すようお願い申し上げます。

5. （保証期間） 
製品ご購入日より起算した本保証書記載の期間とします。ご購入日の記入がない場合は、プラ
ススタイル株式会社でシリアル番号より出荷日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いた
します。

6.　(保証を受けられない場合)
保証期間内であっても以下に該当する場合は有償交換とさせていただきますので、あらかじめ
ご了承ください。
1） この保証書のご提示がない場合。
2） 本保証規定の字句および本保証書の他の字句が書き換えられている場合。
3） 台風、水害、地震、落雷などの自然災害およびその二次災害、火災、公害や異常電圧によ

る破損や故障、紛失があった場合。
4） 取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法または注意事項に反するお取扱いが

あった場合。
5） プラススタイル株式会社以外の第三者またはお客様ご自身による改造、またはご使用の責

任に帰すると認められる破損や故障があった場合。
6） お買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、お取扱

いが不適当なため生じた故障や破損、紛失があった場合。
7） ケーブルなど本体以外の付属品の故障や破損、消耗品の補充や使用によって消耗、磨耗す

る部品の交換を行う場合。
8） 転売、中古販売、譲渡、オークション等で製品を入手された場合。
9） その他、プラススタイル株式会社の判断に基づき有償と判断した場合。

7.　(プラススタイル株式会社の免責)
本保証書が添付されたプラススタイル製品の故障によって、またはご使用の結果生じた直接、
間接の損害については、プラススタイル株式会社はその責を一切負わないものとします。ま
た、プラススタイル製品で使用された記憶装置(ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ
カードなど)に記録された内容は、原因にかかわらず保証いたしかねます。同様にプラススタイ
ル製品に接続された入出力装置などの故障についても、原因にかかわらず保証いたしかねます。

･･･人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定されます。警告

9. アカウントからカメラを削除する

6. 録画・再生について

リセットボタン

ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用し
ません。個人情報取り扱いに関する詳細は、プラススタイルホームページをご覧ください。
https://plusstyle.jp/privacypolicy.html

①本製品に関するお問い合わせ
本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。お問い
合わせの際は、ご使用の環境や症状をできる限り具体的にお知らせください。

お問い合わせ

②交換
万一故障した場合は、本製品に添付の保証書に記載の保証規定内容に基づいて交
換いたします。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本紙を参照し、接続や
設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合
は、プラススタイルお客様窓口にご連絡いただき、製品の返送方法について案内を
お受けください。交換に関してご不明な点がありましたら、プラススタイルお客様窓
口までご相談ください。  

プラススタイルお客様窓口

E-mail：product@m.plusstyle.jp
TEL：0120-956-952（通話料無料）

営業時間 ：10:00～19:00（特定休業日除く）

2.4  … 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 
DS/OF  … 変調方式がDS-SS方式またはOFDM方式であることを表す。 
4  … 想定される与干渉距離が40m以内であることを表す。 
 … 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能で
  あることを意味する。

2.4DS/OF4

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使
用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しな
い無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。この機器を使用する
前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されてい
ないことを確認してください。　
万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速
やかに電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーテ
ィションの設置など）についてご相談ください。　
その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波
干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

（連絡先）プラススタイルお客様窓口
 TEL:0120-956-952（通話料無料）
 E-mail:product@m.plusstyle.jp

8. リセットする
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名 称
型 番

映 像 素 子
レ ン ズ
画 角
解 像 度

低 照 度

映 像 圧 縮 方 式
フ レ ー ム レ ー ト
ビ ッ ト レ ー ト
カ メ ラ 画 質
向 き
音 声
無 線 部

電 源
動 作 環 境
対応microSDカード

スマホへの録画形式
対応スマートフォン
・ タ ブ レ ッ ト

外 形 寸 法
重 量
保 証 期 間

スマートホームカメラ（フレキシブル）
PS-CMR-W01

1/3 インチ　CMOS センサー　200 万画素
f:2.5mm、F:2.0
110°

大 1920x1080p
カラー撮影時：0.01Lux（F1.2）、白黒撮影時（距離 10m）：0.001Lux（F1.2）

H.264
大 25 フレーム / 秒

32kbps ～ 2Mbps
HD 画質、SD 画質
標準、上下反転
入出力対応（マイク入力： 大 3m/ スピーカー出力： 大 5m）
準拠規格 IEEE 802.11 b/g/n
使用周波数帯域 2.4GHz
セキュリティー WPA-PSK/WPA2-PSK
DC 5V/1A
温度：0℃～ 40℃、湿度：20 ～ 80％（ただし結露しないこと）

大 128GB　※別途ご用意ください。
録画保存時間　16GB: 約 72 時間、32GB：約 144 時間、64GB：約 288 時間、128GB：約 576 時間
動画：mp4　静止画：jpg
Wi-Fi ルーター接続に対応した下記のスマートフォンまたはタブレット
◎iOS 9.0 以降        ◎Android 5.0 以降
※ 新の iOS/Android バージョンにアップデートしてお使いください。　  
※専用アプリを App Store、Google Play からダウンロードする必要があります。
W:53 x H:280 x D:32mm
約 48g（本体のみ）
1 年

一般仕様

カ メ ラ 部 仕 様

基 本 機 能

※カメラとスマホが近い状態で、スピーカーとマイクをONにするとハウリングすることがあります。
※本製品は、防水・防滴仕様ではありません。水で濡らしたり、湿気の多い場所、雨の中で使用した

りしないでください。

① ② ④

③

⑤

⑧

⑥

⑨

⑩

⑦

⑬

⑪

⑫

⑭

再生メニュー

iOS：写真アプリ
Android：Camera フォルダー

＜スマホへの保存先＞
⑦/⑬記録・⑤/⑭写真撮影
のファイルは下記に保存されます。

①スピーカー ON/OFF
②画質設定 標準画質/高画質

③メニュー 各種設定
④全画面表示 全画面表示に切替
⑤写真撮影 カメラ画面を静止画で取得
⑥通話 マイクON/OFF
⑦記録 カメラ画面を動画で
 録画開始 / 停止
⑧再生 

⑨アラーム 動体検知設定
⑩再生/一時停止 動画の再生/一時停止
⑪タイムライン タイムラインから動画を再生
⑫日付 動画をカレンダーから

 選択して再生
⑬記録 再生画面を動画で

 録画開始 / 停止
⑭写真撮影 再生画面を静止画で取得

microSDカードに自動
録画された動画を再生
するメニューに切替

※⑤⑦⑬⑭の画質設定です。

●本製品以外に使用しないでください。
●指定された電源電圧以外での使用やタコ足配線はしないでください。
●雷が鳴り出したら本製品に触れないでください。
●コンセントから抜くときは電源コードを引っ張らないでください。
●長時間使用しないときは本製品をコンセントから抜いてください
●動作環境範囲内の温度・湿度下で使用してください。
●本製品内部やコネクタに異物などが付いた場合、電源プラグをコンセントから抜いて、すぐに使用

を中止してください。

7. 通話について
本製品は、スマホから声を掛けたり、カメラからの音を聞くことができます。
※双方向の同時通話には対応していません。

スピーカーアイコンをタップします。
アイコンが   　 から　   に変わると、
カメラからの音を聞くことができます。

●カメラからの音を聞く●スマホから話しかける場合
「通話」をタップします。アイコ
ンが青色に変わるとこちらの声
がカメラから出ます。
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