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製品一覧

アイテム 製品名 機能

OPU1120

Oplink Connected システムの

ワイヤレス接続とコントロール

機能を提供

Wi-Fi IPカメラ マイク内蔵の監視カメラ

Wi-Fi ドア/窓センサー ドア、窓などに使用

Wi-Fiモーションセンサー
周辺の動きを検出し、ユーザ

ーに警告

16GB USB フラッシュドラ

イブ

映像記録のための拡張記録

媒体
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OPU1120ステーション組立とルーターとの接続

内容物

(A) OPU1120

(B) 16 GB USBフラッシュドライブ

(C)イーサネットケーブル

(D) OPU1120電源アダプタ
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特徴

 スマートセットアップウィザード

 全ての Oplink スマートデバイスの転送をブ

リッジ

 マイセキュリティシステムのワイヤレス接続と

コントロール機能を提供

 OPU1120はシステムリカバリーを可能とする

 センサーデータとコントロール信号を転送

 Oplinkクラウドサーバーに対応

ワイヤレス関連

 IEEE 802.11 b/g/n規格に対応

 ワイヤとワイヤレスネットワーク

に 対応

 セキュリティ対応: WPA2-PSK 暗

号化
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OPU1120とフラッシュドライブの接続

(1) フラッシュドライブをOPU1120に挿入します。

注意事項: フラッシュドライブは、ホットスワップまたはホットプラグに対応しません。フラッシ

ュドライブの挿入または抜き取りを行う前に、必ずOPU1120の電源をお切りください。

(2) 附属されたイーサネットケーブルでOPU1120 をホームルーターに接続します。

(3) OPU1120の電源アダプタをコンセントに挿入します。

(4) ホームルータ側のDHCP設定が「有効」であることが必要ですが、ほとんどの場合、「有効」

となっています。 もし、DHCP 設定が有効になっていなければ有効にします。

注意事項: ほとんどのルータのDHCPデフォルト設定は 「有効」 となっています。
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（参考） ルーターのDHCP設定

(1) ブラウザーを開き、IP アドレスを入力します。例えば「192.168.X.X」。ルーターの裏でアド

レスを調べることができます。

(2) ルーターのアカウントにログインします。ログインの情報が分からない場合、ユーザーマニ

ュアルまたはドキュメントを参照してください。

(3) 設定カテゴリを確認し、「 DHCP を有効化」を選択し、アドレスの範囲を入力します

( 「192.168.1.100」 から 「192.168.1.199」 まで)。

ルーターの DHCP設定

(例で使用のルーター: 2wire 2701HG-B)
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IPカメラのセットアップと電源投入

内容物

(A)カメラ

(B)ブラケット

(C)電源アダプタ

(D)取付ネジ
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特徴

 スマートセットアップウィザード

 高品質映像

 内蔵したアンテナとマイク

 Oplinkクラウドサーバーに対応

 昼夜兼用

 アラームがトリガーされた時に、自動的に記

録

 スマートフォン、タップレットでリモート監視

ワイヤレス関連

 IEEE 802.11 b/g/n規格に対応

 ワイヤとワイヤレスネットワークに

対応

 セキュリティ対応:  WPA2-PSK 暗

号化
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カメラ取り付け

カメラのセットアップ

(1) 電源コンセントの近くにカメラを設置し、カメラに電源ケーブルを接続します。

(2) 電源アダプタをカメラに接続します。

(3) 電源が接続されると上側のLEDがオンし、オレンジ色の点灯になります。

(4) ネットワーク接続が確立すると下側LEDがオンし、緑色の点滅になります。

(5) 接続が確立され動作が確認できた後は、IPカメラを所望の位置に移動させることができま

す。

注意事項: カメラおよび他のセンサーにてイベントが検出されたとき、各カメラに対して３０秒間

の録画を行います（イベント検出前の５秒、検出後の２５秒）。その以降の録画は、前回イベント

から３分経過後のカメラおよび他のセンサーのイベント検出に対して行われます。
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カメラを取り付ける (オプション)

注意事項: 提供されたブラケットでカメラをテーブルに設置することができます。カメラをカウン

ターの上に設置し、はっきりとした視界で見えるようにすることをお勧めします。赤外線暗視によ

り、夜の監視にも対応しています。
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手順 1: 取付土台を取り付ける

(1) カメラを取り付けたい所に、同梱したネジで壁にカメラ取付土台を固定します。

(2) 必要に応じて同梱のネジアンカーをご利用ください。

手順 2: カメラを取り付ける

(1) カメラを取付土台にカメラをねじ込みます。

(2) 取付土台用ナットを使用してカメラを固定します。

手順 3: カメラ取付完了

(1) カメラがしっかり壁に固定されていることを確認します。

(2) カメラをお好みの方向へ調整します。

注意事項：カメラの設置の向きにより画像が逆さまになった場合、Appのフリップ機能を使用して

修正することができます。 ビデオ > シングル映像閲覧 > 画像設定 > フリップカメラビュー
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ドア/窓センサーの設置

内容物

(A)ドア/窓センサー

(B)交換式バッテリー（組み込み済み）

(C)両面テープ

(D)取付ネジ
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特徴

 スマートセットアップウィザード

 ワイヤレスセキュリティ技術

 Oplinkクラウドサーバーに対応

 ドア、窓などに適用

 侵入アラートを即時送信

 簡単取付、配線不要。

 Oplinkシステム自動付加

 電池付属

ワイヤレス関連

 IEEE 802.11 b/g/n規格に対応

 ワイヤとワイヤレスネットワークに

対応

 セキュリティ対応:  WPA2-PSK 暗

号化
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ドア/窓センサー取付け
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センサーを取付ける

(1) バッテリーは予め電極とは絶縁された形で内蔵されていますので、黒のプラスティック帯

（絶縁用）を引き抜いて動作させてください（大）。

(2) 両面テープをそれぞれのパーツの裏面に貼ってください。

(3) ドアへの取付け

(A) ドアの一ヵ所を選択して取付けます。蝶番から離れているドアの端が最適となります。

大きい方のセンサーをドアフレームに取り付けます。
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(B) 小さい方のセンサー部品を、大きい方のセンサーの上半分の場所に合うように向か

い合わせ、センサーの間隔が鉛筆の幅を超えない距離になるように設置します。間

隔としては 0.6 cmが最適です。

窓への取付け

(A) 場所を選択して窓フレームに大きい方のセンサーを置きます。

(B) 小さい方のセンサー部品を稼働側の窓に設置する際は、大きい方のセンサーの上半

分の場所に合うように向かい合わせ、センサーの間隔が鉛筆の幅を超えない距離に

なるように設置します。間隔としては 0.6 cmが最適です。

(4) ドアや窓の開閉時、この二つの部品は、開けられたときに分離し、閉められたときに元に戻

ることを確認してください。

注意事項： 設置時、剥離検出スイッチがオンの状態（押されている状態）になっていることを確

認してください。オンの状態では、移動を検出してもセンサーの LED(赤)は点灯しませんし、不

要な電池消耗を防ぎます。

注意事項： ドアフレームまたは窓フレームに大きい方のセンサー が取り付けられない場合、取

付作業を容易にするために、小さい方のセンサーをフレームに取付けることもできます。このよ

うな取付方も可能ですが、必要な時だけこの方法で作業を行ってください。

警告: 電気器具は一般廃棄物として捨てられませんので分別して処理してください。ゴミ収集

に関する情報については各自治体に問い合わせてください。
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モーションセンサーの設置

内容物

(A) モーションセンサー

(B) 交換式バッテリー（組み込み済み）

(C) 両面テープ

(D) 取付ネジ
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特徴

 スマートセットアップウィザード

 ワイヤレスセキュリティ技術

 Oplinkクラウドサーバーに対応

 最大 90 度、適切な距離として約 6 m～約 8

m のモーションを検出可能（最大１０ｍ）。

 パッシブ赤外線、ペット無視。

 電池付属

ワイヤレス関連

 IEEE 802.11 b/g/n規格に対応

 ワイヤとワイヤレスネットワークに

対応

 セキュリティ対応: WPA2-PSK暗

号化

注意事項: 一旦モーションセンサーが動きを検出すると、次回の動きを検出するまでのブロック

時間として３分間のカウントダウンを開始します。もし、そのカウントダウン中に他の動きが有った

場合は、その時点から再び３分間のカウントダウンを始めます。次回の動き検出は、動きが検出

されない時間が３分以上経過して以降になります。
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モーションセンサーを取付ける
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モーションセンサーを取付ける

(1) モーションセンサーは、バッテリーが予め電極とは絶縁された形で内蔵されていますので、

黒のプラスティック帯（絶縁用）を引き抜いて動作させてください。

(2) 最大限の監視エリアを確保できる場所にモーションセンサーを設置します。モーションセ

ンサーは最大１０ｍのあらゆる動きを監視できますが、床から２．１ｍより高い所に設置しな

いでください。
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(3) 両面テープをそのセンサーの裏面に貼ってください。最大の監視範囲を確保するため、

モーションセンサーが障害物の少ない所に設置されていることを確認します。
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注意事項： 設置時、剥離検出スイッチがオンの状態（押されている状態）になっていることを確

認してください。オンの状態では、移動を検出してもセンサーのLED(赤)は点灯しませんし、不

要な電池消耗を防ぎます。

注意事項: モーションセンサーをペットが近づく階段等に向けて設置しないでください。また、

ペットがモーションセンサーに触れるような場所に設置しないでください （例えば、センサーか

ら１．８ｍ以内にペットが登れる高い家具や物体があるような場所は避けてください）。



デバイスのリセット方法

・IPカメラのリセット

カメラの背面にある右のボタメラの背面にある右のボタンをを５秒以上長押し
してくださいい。。

リセット作業を行うとデバイスが工場出荷時の
状態に復元されます。

・ドア/窓センサー、モーションセンサーのリセット

２秒間に４回剥離検出スイッチ（TamperSwitch）を押し、

４回目を押した後指を離さないでください。

その時LED指示灯がつきます。３秒経つとLED指示灯が消え

ます。それから２秒以内に指を離してください。

リセットが成功するとLED指示灯が１秒おきに点滅します。

失敗するとLED指示灯がつきません。

詳しくはホームページのマニュアルをご参照ください
http://www.maji-japan.com/page/18

またYouTubeに説明動画を掲載していますので合わせてご参照ください。

14



V 2.4.2

仕様

OPU1120

型番 OPU1120

寸法 56 mm x 56 mm x 17.3 mm

動作温度 32°F ～ 113°F  / 0°C ～ 45°C

保存温度 -40°F ～ 158°F / -40°C ～ 70°C

周波数 2.4 - 2.4835 GHz

転送速度 150Mbps (最大値)

チャンネル 13

TXパワー 14dbm、 15dbm(最大値)

ネットワークプロトコル DHCP、Auto IP Address

ネットワークインタフェース 10/100Mbps LAN/WAN交換可能ポート一個、 IEEE 802.3 /

IEEE 802.3u

ワイヤレスインタフェース IEEE 802.11 b/g/n、WPA2-PSK

電源アダプタ 5V 、1A
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16GB USB フラッシュドライブ

型番 UST1100

寸法 34.6 mm x 12.2 mm x 4.5 mm

動作温度 32° F ～ 113°F  / 0°C ～ 45°C

保存温度 -4° F ～ 158°F  / -20°C ～ 70°C

重量 4.6g

容量 16G

通信規格 USB 2.0

パフォーマンス 読み取り:最大20MB/秒

書き込み:最大4.5MB/秒

動作電圧 4.5 - 5.5VDC

システム Windows/Mac OS
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Wi-Fi IPカメラ

型番 IPC1200

寸法 73 (L) x 26 (W) x 95mm (H)

動作温度 32°F ～ 113°F  / 0°C ～ 45°C

保存温度 5° F ～ 140° F  / -15° C ～ 60°C

周波数 2.4 - 2.4835 GHz

映像圧縮 MJPEG

解像度 640 x 480

ネットワークプロトコル DHCP、Auto IP Address

ネットワークインタフェース 1 イーサネット 10/100BaseT (RJ45) LAN 接続、IEEE 802.3 /

IEEE 802.3u

ワイヤレスインタフェース IEEE 802.11 b/g/n、WPA2-PSK

電源アダプタ 5V、1A
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Wi-Fi ドア/窓センサー

型番 WCT1200

動作温度 14°F ～ 104°F  / -10°C ～ 40°C

周波数 2.4 - 2.4835 GHz

Wi-Fi送信電力 8dBm±2dBm (平均; アンテナポートでの変調信号; 11Mb/Sec.)

検出方法 マグネット分離トリガー機能

マグネットセンサー有効間隔 ~25mm (推奨値)

電源 CR123A 3V / 1700mAh

待機電流 ≤40 uA

動作電流 160mA @+8dBm / 140mA at RX mode

電池低残量表示器 2.6V±0.1V

低電圧アラームモード 低電圧アラーム。他のセンサーアラムがトリガーされた時のみ

取り外し検出 設置取り外し検出ワイヤレスアラーム
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Wi-Fiモーションセンサー

型番 WMT1200

動作温度 14°F ～ 104°F  / -10°C ～ 40°C

周波数 2.4 - 2.4835 GHz

検出可能 最大90度、約 6 m から約8 mまで

Wi-Fi送信電力 8dBm±2dBm (平均; アンテナポートでの変調信号; 11Mb/Sec.)

電源 CR123A 3V / 1700mAh

待機電流 ≤60 uA

動作電流 160mA @+8dBm / 140mA at RX mode

電池寿命 1 年間 (一日二回トリガーされた場合)

電池低残量表示器 2.6V±0.1V

低電圧アラームモード 低電圧アラーム。センサーアラームがトリガーされる時のみ。

PIR トリガーアラーム モーションセンサーがアラームを起動すると、次のアラーム検出

までのブロック時間として３分間のカウントダウンを始めます。そ

の期間中にまた動きを検出した場合、そこから再びカウントダウ

ンをし直します。3分間以降に動きを検出した場合だけ、新たな

アラームが起動されます。

取り外し検出 設置取り外し検出ワイヤレスアラーム
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安全上のご注意

表示の説明

危険 取扱いを誤った場合に、人が死亡、もしくは重傷を負うことが

切迫して生じることが想定されます。

警告 取扱いを誤った場合に、人が死亡、もしくは重傷を負う可能

性が想定されます。

注意 取扱いを誤った場合に、人が傷害を負ったり、財産に損害を

受けたりする可能性が想定されます。

お願い 取扱いを誤った場合に、本商品の本来の性能を発揮できな

くなる、あるいは、機能停止を招く内容を示しています。

警告、注意を促す 行為を禁止する 行為を指示する

発火注意 感電注意 一般禁止 水漏れ注意

電源プラグから

コンセントを抜く

分解禁止 濡れ手禁止 一般指示

火気厳禁

株式会社 MAJI 20
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危険
同梱の AC アダプター以外は使用しないで下さい。電源のショ

ート、火中や水中への投入、分解、改造は絶対に行わないで下

さい。

電池を火の中に投入しないでください。電池の破裂、発火の原

因となります。

小さなお子様が本製品を口の中に入れないようにご注意くださ

い。窒息の恐れがあります。

警告
万一、内部に水などが入った場合は、すぐに AC アダプターを

抜いて下さい。使用を続けると、火災や感電、故障の原因となり

ます。

AC アダプターの電源コードを傷つけたり、重い物を載せたり、

加熱しないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。

本製品の AC アダプターは、たこ足配線にしないで下さい。テー

ブルタップなどが過熱し劣化して火災の原因となります。

万一、本製品から煙や異臭が発生した場合は、すぐに AC アダ

プターを抜いて下さい。使用を続けると、火災や感電の原因とな

ります。

本製品の外部接続端子内に、金属製の物などの異物を差し込

まないで下さい。万一、内部に異物が入った場合は、すぐに本

製品の AC アダプターを抜いて下さい。使用を続けると、火災や

感電、故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご

注意下さい。
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万一、本製品に強い衝撃を与えたり、破損させた場合は、すぐ

に AC アダプターを抜いて下さい。使用を続けると、火災や感

電、故障の原因となります。

濡れた手で本製品を取り扱わないで下さい。感電の原因となりま

す。

本製品は一般家庭機器として設計されています。人命に直接関

わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステムでは

使用しないで下さい。

植込み型ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着され

ている場合は、本製品を装着部から２２ｃｍ以上離して使用して

下さい。電波により、植込み型ペースメーカーおよび植込み型

除細動器の動作に影響を与える場合があります。

医療施設の屋内では、次のことを守って使用して下さい。

 本製品は、手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視

病室（CCU）には持ち込まないで下さい。

 病棟内では本製品を使用しないで下さい。ロビーなどでも付

近に医用電気機器がある場合は、本製品の AC アダプター

を抜いて下さい。

 医療機関が個々に使用禁止場所や持ち込み禁止場所を定

めている場合は、指示に従って下さい。

自宅療養などで、医療機関以外の場所で植込み型心臓ペース

メーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用

している場合は、電波による影響について個別に医用電気機器

メーカーにご確認下さい。電波によって、医用電気機器の動作

に影響を与える場合があります。

本製品を壁に取り付ける場合は、しっかりと固定して下さい。正し

く設置しないとネジや本製品が落下し、けがや破損の恐れがあり

ます。
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病院内など無線機器の使用が制限されている場所には、本製

品を設置しないで下さい。電子機器や医療機器に影響を与え、

事故の原因となります。

自動車やエレベーター、自動ドアなどの自動制御電子機器に影

響が出る場合は、すぐに本製品の AC アダプターを抜いて下さ

い。安全走行や安全進行を阻害する恐れがあります。

本製品を浴室内や加湿器の近くなど、湿度が高くなる場所に設

置、または保管しないで下さい。火災や感電、故障の原因となり

ます。

注意
不要になった電池は、一般のゴミと一緒に捨てないでください。

電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してく

ださい。

本製品は、直射日光のあたる場所や、ストーブやヒーターなど発

熱する機器の近く、炎天下の車内など、高温になるところに設

置、保管、放置しないで下さい。機器の変形や故障の原因となり

ます。また、本製品の一部が発熱してやけどの原因となったり、

本製品内部が高温になって火災の原因となることがあります。

調理台の近くや、油が飛んだり湯気が当たったりするような場所

に本製品を設置しないで下さい。火災や感電、故障の原因とな

ります。

壁に掛けて設置する場合は、本マニュアルの内容に従って正し

く取り付けて下さい。本マニュアルの内容と異なる方法で設置す

ると、本体が落下し、けがや破損の原因になります。

冷暖房機の近くなど、温度変化の激しい場所に本製品を設置し

ないで下さい。結露によって、火災や感電、故障の原因となりま

す。
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雷が鳴りだしたら、すぐに本製品の AC アダプターを抜いて下さ

い。

本製品は使用中や使用後に温かくなることがありますが正常で

す。ただし長時間、同じ場所に触れ続けると、低温やけどの恐れ

があります。

体質によって、本製品に使われている塗料や金属などによって

かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがありま

す。症状が出たときはすぐに使用を中止し、医師にご相談下さ

い。本製品を使用しないときは、ACアダプターを抜いて下さい。

本製品を使用しないときは、AC アダプターを抜いて下さい。０～

４０℃で保管して下さい。

本製品は日本国内でのご使用を前提としています。海外に持ち

出しての使用はできません。

お願い
本製品を安全に正しくお使いいただくため、次のような場所では

使用しないで下さい。

 振動する場所

 気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所

 電子レンジなど強い磁界を発生する装置、ラジオ、テレビな

どの近く

テレビやラジオ、コードレス電話などの近くで本製品を使用して、

受信障害や画面の乱れ、ノイズの発生、本製品での通信障害な

どが起こった場合は、それらの機器から離れた場所で使用して

下さい。

密閉された箱の中などでは使用しないで下さい。製品本体の発

熱量が増す恐れがあります。
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使用時のご注意

電波状態が一定レベル以上悪化すると突然通信が途切れることがあります。ただ

し、電波状態の良い場所でも通信が途切れることがあります。あらかじめ、ご了承下

さい。

ベンジンやシンナー、アルコール、洗剤などで本製品を拭かないで下さい。変色や

変形、破損や故障の原因となることがあります。汚れは乾いた柔らかい布で拭き取っ

て下さい。
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