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1. 一般情報 
 

1.1 商品に含まれるもの 
 

A. 1 x Sticker-Eye カメラ B. 1 x マグネット設置台 C. 2 x stickers 

D. 1 x USB ケーブル（Type-C） E. 3 x 設置用ネジ 

 

 

 

 

1.2 カメラの仕様 

顔認識 AI 組み込み 100％コードレス ライブストリーミング 

専用アプリ 人検知 通知用撮影画像付き 

スマートアラート 

ローカル暗号化 

人トリガー式 

ビデオ録画 

夜間モード 



センサー解像度 FHD 1080p 

夜間モード（赤外線 LED） 850nm 最大 5ｍ 

撮影範囲 水平 110℃ 垂直 62℃  

周辺ライトセンサー Yes 

赤外線センサー 5ｍ 

ビデオ形式 H.264 MP 

画像形式 JPG 

PTZ サポート Digital 

ローカルストレージ 8GB 

プロセッサ Intel Movidius VPU, TI 

OTA FLASH storage 32MB 

WiFi 2.4G 802.11b/g/n 

人検出 最大 6 メートル 

顔検出 最大 3 メートル 

顔認識 最大 3 メートル 

Audio Half-duplex 2-way 

APP サポート機能 

リモート設定および OTA ファームウェアの更

新、プッシュ通知、記録の閲覧、記録の再生、音

声対話によるライブストリーミング、APP での

記録、ソーシャルメディアを介したビデオクリッ

プの共有、複数のカメラ管理 

電源 6000mah 充電式バッテリー 

バッテリー寿命 通常使用で最大 2 ヶ月（仕様環境・設定による） 

バッテリーパワーモニター インジケーター & リマインダー 

作動温度 -10°C ~ 50°C 

充電ポート 2.1A USB Type-C 

製品サイズ 171mm x 50mm x 50mm 

重量 305g 

標準認証 CE、FCC、UL、PSE、TELEC 



RoHS 準拠 Yes 

湿度 5%~95% 

耐候性 IP54 

製品保証 1 年間 

 

 

1.3 モバイルアプリ 
アイコンと対応する動作について以下のリストに示します。 

 

アイコン 動作 

 

Sticker-Eye アプリ 

 

新しいデバイスを追加 

 

デバイス/ホームページ 

 

全てのリアルタイムアラートを確認 

 

カメラがオフライン中のため通知を受け取れなかったものを含む、デバイスに保

存された録画を全て確認する 

 

全画面 

 

カレンダー 

 

次の日 

 

前の日 

 

カメラ設定 

 

ライブストリーミングを視聴する 

 

Wi-Fi 再設定 

 

ライブストリーミングからビデオ録画 



 

ライブストリーミングから画像撮影 

 

ライブストリーミング中に話す 

 

ライブストリーミングをミュートする/ミュートを取り消す 

 

ライブストリーム中に警報を有効/無効にする 

 

映像検出モード 

 

ビデオ設定（表示位置、解像度、映像品質） 

 

フォーカスエリアの設定 

 

デバイスを友人とシェアする 

 

デバイスの一般設定 

 

デバイスの名前変更 

 

Wi-Fi 信号強度 

 

画像撮影 

 

ビデオ 

 

ユーザー情報（アバター、E メール） 

 

ダウンロードしたビデオ 

 

録画したビデオ 

 

ゴミ箱に移動 

 

ダウンロード 



 

プロフィールデバイス設定 

 

アカウント設定 

 

一般設定 

 

  



2. はじめに 
 

2.1 Sticker-Eye の仕組み 
Sticker-Eye は、デバイス内で人物検知と顔認識の機能を持ち、モバイルバッテリー内蔵のホームセキュリ

ティカメラです。スリープ状態でも警戒を怠りません。デバイスは、ユーザーの検知設定に基づいて始動し

ます。 

Sticker-Eye がイベント（動きや人）を検知すると、スタンバイモードが終了して録画が開始し、モバイルア

プリを介してスマートアラートが送信されます。イベントを検知してユーザーに通知した後、バッテリーの

節約のため、デバイスは再びスタンバイモードに戻ります。 

顔認識が有効になると、ユーザーは、知っている顔が認識されたとき通知を受け取るかどうかを選択できま

す。 

全ての決定はデバイス上で行われるので、Sticker-Eye はインターネットがダウンしても使用できます。検

知モードも少しも影響されません。Sticker-Eye はイベントを記録しローカルに保存しますが、通知を送る

ことはできません。 

カメラがオンラインに戻ると、ユーザーは再生を通して録画や撮影画像にアクセスできるようになります。

（5 章セクション 5.1.2 を参照） 

Sticker-Eye は屋内でも屋外でも使うことができ、バッテリーは充電式です。 

  



 

 

 

Wi-Fi 使用可 

Wi-Fi 使用不可 

スマート通知 

カメラのストレージ 

カメラのストレージ 



2.2 Sticker-Eye 起動方法 
 

１．電源を ON にする 

メインボタンを 1 秒間 押し、音が鳴って LED が青色点滅（３秒毎）するまで待ちます。 

 

２．バッテリーを１００％まで充電する 

LED が 3 秒間高速点滅する場合、バッテリー残量が少なくなっていますので、適切に充電してください。 

充電がフルでなければ初回セットアップが出来ません。 

 

３．電源を OFF にする方法 

メインボタンを 15 秒以上押します。13 秒経つと、デバイスからシャットダウン音が聞こえます。シャット

ダウン音が鳴っても手を離さず、シャットダウンまで 2 秒余計に押しておく必要があります。 

 

2.3 使う前にまず充電を 
Sticker-Eye を始動する前に、必ずフル充電してください。 

1. カメラを箱から出します。 

2. USB ケーブルをパッケージから取り出します。 

3. カメラ本体の充電ポートのゴムカバーを開けます。 

4. 少なくとも 2A の USB 充電器でバッテリーを充電してください。 

5. 充電中、赤色の LED が常時点灯します。バッテリーがフル充電されたら、LED は消灯します。LED が

赤色で高速点灯した場合、使用している充電器は互換性がありません。 

充電時間：最小 2A の充電器を使って 6 時間 

電圧：4.75V～5.75V 

電流：最小 2A 

  



 

  

電圧： 

電流： 

充電中 

充電器と互換性なし 

フル充電済 



2.4 スマホアプリの入手 
Sticker-Eye アプリをアプリストアや Google Play からダウンロードするか、下記の QR コードから直接ダ

ウンロードしてください。 

 

  

ダウンロード画面 



 
  



2.5 新規アカウント登録 
E メールアドレスまたは電話番号で、新規アカウントを登録できます。 

新規アカウントを登録するには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. 右下隅の[今すぐ登録]をタップします。 

3. 国名、メールアドレス／電話番号、パスワード、確認用パスワードを記入します。 

4. [継続]をタップします。 

5. メールアドレスで登録した場合、メールアドレスの確認コードが届きます。 

6. 電話番号で登録した場合、確認コードがテキストメッセージで届きます。 

7. コード欄にコードを入力します。 

8. [登録]をタップします。 

9. 最初の画面が表示されます。 

10. メールアドレスとパスワードを入力します。 

11. [ログイン]を押します。 

2.6 新しいカメラを追加する 
新しいカメラを追加する前に： 

1. バッテリーが充電されていることを確認します。 

2. スマホの位置情報サービスをオンにします。 

3. セットアップ中、スマホが Sticker-Eye の Wi-Fi ネットワークに接続され

ているようにしてください。 

  



新しいカメラを追加する： 

iOS ユーザーの場合： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

 

2. 右上の[新しいデバイスを追加] か[お使いのデバイスを追加]をタップします。 

 

3. カメラのバージョンに応じたボタンをタップします。 

 

4. カメラ本体の「メインボタン」を 1 秒間押し、離してください。音が鳴り、青色の LED が 3 秒ごと

に点滅した後、「Pair this camera to your mobile device using the Sticker-eye app」という音声コマンド

が聞こえたら「はい、音声応答がありました」を押します。ボタンを押しても音声が聞こえない場

合、「音声反応がありません」を押します。説明書に従ってカメラを充電し、ペアリング手順を再始動

します。 

 

5. [Allow While Using App]を押します。 

 

6. [iPhone での Wi-Fi 設定]を押します。 

 

7. お客様の電話の Wi-Fi 設定画面にリダイレクトされます。 

 

8. Stickereye_で始まり、ボックスの下部のラベルに印刷された MAC アドレスに合致する 6 文字で終わ

るネットワーク名を選択します。手動で接続する場合、パスワードは「Stickereye1234」と入力しま

す。 

 

9. Sticker-Eye カメラから、「Pairing Started」とボイスチャイムが発生し、LED が１秒に 1 回青色に点

滅します。 

 

10. ドロップダウンリストからお客様の 2.4GHz の Wi-Fi ネットワークを選択し、Wi-Fi パスワードを入

力し、[この Wi-Fi へ接続]を押します。 

 

11. カメラの名前を入力し、[保存]を押します。 

 

12. おめでとうございます！接続に成功しました。 

  



 



 

 

 

MAC アドレスと合致する

末尾の 6 桁数字 



 

 

 



 

 

  



Android ユーザーの場合： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

 

2. 右上隅の[新しいデバイスを追加]アイコン か、[お使いのデバイスを追加]をタップします。 

 

3. カメラのバージョンに応じたボタンをタップします。 

 

4. カメラ本体の「メインボタン」を 1 秒間押し、離してください。音が鳴り、青色の LED が 3 秒ごと

に点滅した後、「Pair this camera to your mobile device using the Sticker-eye app」という音声コマンド

が聞こえたら「はい、音声応答がありました」を押します。ボタンを押しても音声が聞こえない場

合、「音声反応がありません」を押します。説明書に従ってカメラを充電し、ペアリング手順を再始動

します。 

 

5. セットアップガイドを読み、[継続]を押します。 

 

6. ドロップダウンリストから、追加するデバイスを選択します。 

ドロップダウンリストにカメラが 2 つ以上含まれている場合、2 台以上のカメラがオンになってお

り、ペアリングができるようになっています。いずれかのカメラを選んでください。 

 

7. Stickereye_で始まり、ボックスの下部のラベルに印刷された MAC アドレスに合致する 6 文字で終わ

るネットワーク名を選択します。手動で接続する場合、パスワードは「Stickereye1234」と入力しま

す。 

 

8. Sticker-Eye カメラから、「Pairing Started」とボイスチャイムが発生し、LED が１秒に 1 回青色に点

滅します。 

 

9. ドロップダウンリストからお客様の 2.4GHz の Wi-Fi ネットワークを選択し、Wi-Fi パスワードを入

力し、[この Wi-Fi へ接続]を押します。 

 

10. カメラの名前を入力し、[保存]を押します。 

 

11. [接続]を押して待機します。 

 

12. おめでとうございます！接続に成功しました。 

  



 
 

 



 
 

 

一回点滅 

MAC アドレスと合致する

末尾の 6 桁数字 



 
 

 



覚えておいてください： 

1. Android ユーザーの場合：Sticker-Eye カメラがデバイスのリストを表示しない場合、画面下部のボタ

ンをタップすると手動で接続することができます。 

手動接続方法： 

①  [手動で接続]をタップします。 

② [継続]をタップします。 

③ Stickereye_で始まり、ボックスの下部のラベルに印刷された MAC アドレスに合致する 6 文字で終わ

るネットワーク名を選択します。手動で接続する場合、パスワードは「Stickereye1234」と入力しま

す。 

④ スマホアプリの画面に戻り、[継続]をタップします。 

⑤ ドロップダウンリストからお客様の 2.4GHz の Wi-Fi ネットワークを選択し、Wi-Fi パスワードを入

力し、[この Wi-Fi へ接続]を押します。 

⑥ 接続されました！ 

  

MAC アドレスと合致

する末尾の 6 桁数字 



2. お客様の Wi-Fi がドロップダウンリストに表示されない場合、スマホアプリの[2.4GHz 帯の Wi-Fi 

ネットワークへ再スキャン]をタップしてネットワークを更新するか、[手動で入力する]をタップして

手で入力できます。お客様の Wi-Fi が 2.4GHz ネットワークで、5GHz でないことを確認してくださ

い。 

3. Wi-Fi を手動で入力する場合、Wi-Fi ネットワークの名前、Wi-Fi パスワード、セキュリティプロトコ

ルを書いてください。どのセキュリティプロトコルを選んだらよいか分からない場合、WPA2（パス

ワードが既に設定されている場合、ほとんどのルーターでデフォルト設定のプロトコル）を選択して

ください。 

  

アクティブなデバイスの数 

新しいデバイスを追加 

カメラの状態

っっっっっｚ 
ライブストリーミングを視聴 カメラフィード 

カメラ名 

デバイス再接続 

設定 

録画を視聴 

新しいデバイスを追加 

デバイスリスト/ホームページ ユーザープロフィール 

通知 



2.7 LED の定義 
LED 色と動作 意味 

 
赤色 充電中、赤色LEDが常時点灯します。 

 
赤色高速点滅 充電器に互換性がありません。 

 
充電器接続時にLEDが消灯 バッテリーはフル充電されています。 

 
青色連続点滅 ソフトウェアのアップデート中 

 
紫色連続点滅 

ソフトウェアのアップデート中にデバイスを

充電しています。 

 
3秒間青色高速点滅 バッテリー残量低下 

 
青色LEDが1回点滅 デバイスの電源オン/イベント検知 

 
紫色LEDが1回点滅 充電中にデバイスの電源オン/イベント検知 

 
青色LEDが3秒に1回点滅 デバイスがペアリングされていません。 

 
青色LEDが1秒に1回点滅 「Pairing Started」のメッセージの後 

2.8 カメラの取り付け 

2.8.1 取り付け 

屋外に取り付ける時は、ステッカーを使用しないでください。温度、湿度、その他の大気条件がステッカ

ーの働きに影響する可能性があります。デバイスを屋外に設置する場合、磁石の取り付け具やねじをご使

用ください。 

  
屋外使用 

ねじ 

磁石取り付け具 



水平な面 

 

 

カメラは、左の図のように水平な面に置

いてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

垂直な壁面 

a. ステッカーは屋内専用です。 

b. ネジをご使用ください。 

c. 磁気面には、磁石取り付け具をご使用ください。 

 
 
  

ステッカーでの取り付け ねじでの取り付け 

磁石取り付け具での取り付け 



 

屋根と天井 

 
 

 

a.  ねじでの取り付け 

b. 磁石取り付け具での取り付け 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ステッカーは穴を開けたくない表面において屋内でのみ使用してください。 

a. 家具 

b. タイル 

c. ガラス 

d. 内壁 

e. 外壁など 

 

穴を開けられる表面にはねじを使用してください。 

a. 木材 

b. 内壁 

c. 外壁（セメント、レンガ）など 

 

強い磁力面には、磁石取り付け具を使用してください。 

  

A:ねじでの取り付け B:磁石取り付け具での取り付け 



2.8.2 モニター監視範囲の調整 

 

 

 

カメラ本体を回し、水平範囲を調整します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
カメラのヘッドを回し、垂直監視範囲を調整

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.8.3 取り付けのヒントとコツ 

 
 
 
 
 
 

1. Sticker-Eyeを2～3.5ｍの高さに取り付けた場合、人検

知機能と顔検知機能を向上させるため、少しだけ下方向に

向けてください。 

2. デバイスを4m以上の高さに取り付けると、人検知機能

と顔検知機能に影響する可能性があります。 

 

 

 

 

3. Sticker-Eyeは、110°の水平表示です。カメラに物を近付けると（約50㎝）視野に影響します。ま

た、赤外反射により、夜間モードが影響を受けたり、画像がぼやけたりすることがあります。画像が鮮

明になるまで、カメラの位置を調整してください。 

 

赤外反射 

さえぎられた視界 



4. Sticker-Eyeは、最大6m離れた場所にいる人の動きを検知します。モーションセンサーは、カメラに

近づいたり離れたりする動きよりも、視野内の横の動きに敏感です。 

2.8.4 屋外設置 

 
 
 
 
 
 

 

a. ねじと磁石取り付け具を使う 

 

 

 

 

 

 

  

水平検知エリア 

強い 

検知エリア 

中程度 中程度 

弱い 弱い 

非常に弱い 

高感度 

低
感
度 

屋外使用 

ねじ 

磁石取り付け具 



 

 

 

 

 

b. 誤作動を避けるため、カメラを直射日光下

に設置しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 熱くなりやすい表面にカメラを設置しない

でください。（金属は直射日光下ですぐ熱くなりま

す） 

 

 

 

 

 

 

d. カメラを、道路、植物、プール、日光を反

射する表面など、動いている背景に向けないでく

ださい。容易に起動してしまいます。人検知が有

効になっていても、背景が動くと人を探し始める

ので、Sticker-Eye はスタンバイモードを終了しま

す。何も見つからない場合、ユーザーに通知を送

った後、動きが検知されるまでスタンバイモード

になります。この場合、バッテリーの減りが早く

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽の方を向いている 太陽と反対の方向を

向いている 

熱くなりやすい表面 

金属 

動く背景 



2.8.5 屋内設置 

 
 

a. ガラスを通すと、イベントを正しく検知で

きません。窓やガラスに向けてカメラを設置し

ないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 部屋の隅にカメラを設置しないでください。部屋の隅は壁に囲まれているので、Wi-Fi信号の受信が

弱くなります。Wi-Fiが弱いと、ストリーミングの品質とバッテリーの寿命に影響します。 

 

ガラスに向けられている→正しく検知できない 

Wi-Fi 信号が弱い→ ストリーミング品質やバッ

テリーに影響 



c. カメラを、空調ダクト、扇風機、ヒーターに向けないでください。熱や示差熱によって、デバイスが

頻繁に起動し、バッテリーの減りが早くなります。 

 

 

頻繁に起動→ バッテリー残量低下 

熱で起動→ バッテリー残量低下 



 

 

 

d. デバイスを、無線ルーターやWi-Fiリピーターの近

くに設置してください。性能を最大限に発揮するため、

Wi-Fi信号強度を最大にしてください。（2.9.2参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Wi-Fi の設定 

別の Wi-Fi ネットワークにカメラを接続する場合、Wi-Fi の再設定を行います。 

2.9.1 Wi-Fi 設定方法 

iOS ユーザーの場合： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 再設定したいデバイスの再接続アイコン  を押します。 

4. カメラのメインボタンを 5～8 秒長押しすると、LED が青色になります。LED が点滅し始めたら、

ボタンから手を離します。デバイスはペアリングモードになります。 



5. ボタンから手を離し、10～15 秒待ちます。 

6. 青色の LED が 3 秒ごとに点滅した後、「Pair this camera to your mobile device using the Sticker-eye 

app」という音声コマンドが聞こえますので、[Yes]を押すと、押したボタンに対応した音声が聞こ

えます。ボタンを押しても音声が聞こえない場合、[音声反応がありません]ボタンを押します。説

明書に従ってカメラを充電し、ペアリング手順を再始動します。 

7. セットアップガイドを読み、[継続]を押します。 

8. [iPhone のネットワーク設定]を押します。 

9. スマホの Wi-Fi 設定画面にリダイレクトされます。 

10. Stickereye_で始まり、ボックスの下部のラベルに印刷された MAC アドレスに合致する 6 文字で終

わるネットワーク名を選択します。 

11. Sticker-Eye カメラから、「Pairing Started」とボイスチャイムが発生し、LED が１秒に 1 回青色に

点滅します。 

12. Sticker-Eye アプリの[継続]を押します。 

13. Wi-Fi ネットワークを選択し、Wi-Fi パスワードを入力します。 

14. [この Wi-Fi へ接続]を押します。 

15. 接続に成功しました！ 

 

Android ユーザーの場合： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 再設定したいデバイスの再接続アイコン  を押します。 

4. カメラのメインボタンを 5～8 秒長押しすると、LED が青色になります。LED が点滅し始めたら、

ボタンから手を離します。デバイスはペアリングモードになります。 

5. ボタンから手を離し、10～15 秒待ちます。 

6. 青色の LED が 3 秒ごとに点滅した後、「Pair this camera to your mobile device using the Sticker-eye 

app」という音声コマンドが聞こえますので、[Yes]を押すと、押したボタンに対応した音声が聞こ

えます。ボタンを押しても音声が聞こえない場合、[音声反応がありません]ボタンを押します。説

明書に従ってカメラを充電し、ペアリング手順を再始動します。 



7. セットアップガイドを読み、[継続]を押します。 

8. ドロップダウンリストから、追加するデバイスを選択します。 

ドロップダウンリストにカメラが 2 つ以上含まれている場合、2 台以上のカメラがオンになってお

り、ペアリングができるようになっています。いずれかのカメラを選んでください。 

9. Stickereye_で始まり、ボックスの下部のラベルに印刷された MAC アドレスに合致する 6 文字で終

わるネットワーク名を選択します。 

10. Sticker-Eye カメラから、「Pairing Started」とボイスチャイムが発生し、LED が１秒に 1 回青色に

点滅します。 

11. ドロップダウンリストから Wi-Fi ネットワークを選択し、Wi-Fi パスワードを入力します。 

12.  [継続]を押して待機します。 

13.  接続に成功しました！ 

 

2.9.2 Wi-Fi信号を確認 

Wi-Fi 信号の確認方法： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. チェックしたいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

3. デバイス名の下に表示されている Wi-Fi 信号バー を確認します。 

 

  

低性能 最高性能 



覚えておいてください： 

Wi-Fi が弱くなっても、カメラは通常通り動作します。検知モードには全く影響ありません。Sticker-

Eye はローカルにイベントを記録･保管できますが、通知を送ることはできません。 

Wi-Fi が弱くなると、再生画面が途切れがちになることがあります。お手持ちのスマホにビデオをダウ

ンロードしてから再生することをお勧めします。 

カメラがオンラインに戻ると、ユーザーは再生を通して録画や撮影画像にアクセスできるようになりま

す。（5 章セクション 5.1.2 を参照） 

 

2.10 システムアップデート 

アカウントに接続したデバイスのアップデートが、マスターアカウントによってのみ可能です。システ

ムアップデートには、バグの修復、ソフトウェアの改善、新しい機能が含まれます。お使いのファームウ

ェアのバージョンがいつも最新であるようにしてください。 

デバイスにシステムアップデートが必要かどうか確認する方法： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. Sticker-Eye のロゴ （左下隅）を押します。 

3. 各デバイスに設定画面があります。 

4. チェックしたいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

5. 一般設定 メニューの下の[システムのアップグレード]をタップします。 

6. デバイスシステムの最新バージョンをお使いの場合、「デバイスは最新バージョンです」というポッ

プアップメッセージが表示されます。 

7. 新しいシステムアップデートが利用可能な場合、タブの隣に「新しい」と表示されます。 

  



次の方法でシステムアップデートを行います： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. チェックしたいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

3. 一般設定 メニューの下の[システムのアップグレード]をタップします。 

4. スマホ画面に Loading symbol が表示されます。 

5. アップデート中、カメラの青色 LED が点滅します。システムアップデート中にデバイスを充電し

ている場合、LED は紫色に点滅します。 

6. インターネットの接続状況にもよりますが、アップデートには約 2～4 分かかります。 

 

43 新しいバージョン アップデート中 



3. バッテリー充電 

3.1 一般的な情報 

バッテリーのバーはバッテリーの容量を表しています。 

 

 

デバイスのバッテリー残量を確認するには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. チェックしたいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. [デバイス情報]タブを押します。 

5. バッテリーの残量を確認します。 

  

レベル 4 レベル 3 レベル 2 

レベル 1 

赤色警告マーク 



3.2 バッテリー寿命 

通常の状態＊で、Sticker-Eye のバッテリーの寿命は約 2 ヶ月です。 

通常の状態： 

誤作動が少ない状態で、10～15 件の録画した場合。人のみを検知するようカメラが設定されている状

態で物を検知して作動した場合、誤作動が生じます。 

 

3.3 充電 

メインボタンが連続 3 秒点滅した場合、Sticker-Eye のカメラを充電してください。 

バッテリーを充電するには、デバイスの背面のゴムカバーを外します。最低でも 2A の USB 充電器を使

用してください。 

  



充電時間 

充電中、赤色 LED が常時点灯します。 

LED が赤色で高速点灯した場合、使用している充電器は互換性がありません。バッテリーがフル充電さ

れたら、LED は消灯します。 

 

 

3.4 バッテリーのヒントとコツ 

1. カメラを非常に寒い場所に置かないでください。気温が低いとバッテリーの減りが早くなります。 

2. カメラを、空調ダクト、扇風機、ヒーターに向けないでください。熱や示差熱によって、デバイス

が頻繁に起動し、バッテリーの減りが早くなります。 

3. ファームウェアのバージョンが最新であることを確認してください。 

4. Sticker-Eye の誤作動を避けるため、動いていたり乱雑だったりする背景にカメラを向けないように

して、不必要なアラートを減らしてください。 

5. 動いていたり乱雑だったりする背景にカメラを向けざるを得ない場合、動きに対する感度を下げて

ください。 

6. カメラを効率よく使ってください。（セクション 2.8 の 2 章を参照） 

7. 雨が降っている屋外で、カメラを充電しないでください。 

  



4. ライブストリーミング 

 

 

 

 

4.1 ライブストリーミングを視聴する 

ライブストリーミングのセッションは最長 30 分です。ライブストリーミング視聴中に、ズームインや

ズームアウトができます。 

Wi-Fi の品質や信号強度が弱い場合にフレームレートをできるだけ高く保つため、Sticker-Eye は自動的

に高い符号レートから低い符号レートに切り替わります。 

  

画像撮影 

録画 

フルスクリーン 

アラーム 

ミュート/ミュート解除 

通話 



ライブストリーミングを視聴するには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. カメラフィードの画像の再生ボタン を押すと、ライブストリーミングを視聴できます。 

4. ライブフィードを停止するには、戻るマーク を押します。 

 

覚えておいてください： 

Wi-Fi が弱いと、Sticker-Eye はフレームレートとエンコード時のビットレートを減らし、フレームの品

質のレベルを保ちます。 

 

4.2 ライブストリーミングからビデオ録画 

ライブストリーミングからビデオを録画するには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. カメラフィードの画像の再生ボタン を押して、録画したいカメラを選択します。 

4. 録画アイコン をタップして、録画を開始/停止できます。 

 

4.3 ライブストリーミングから画像撮影 

ライブストリーミングから画像を撮影するには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 



2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. カメラフィードの画像の再生ボタン を押して、画像を撮影したいカメラを選択します。 

4. スナップショットアイコン をタップします。 

 

 

4.4 ライブストリーミング中に話す 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. カメラフィードの画像の再生ボタン を押して、通話を始めたいカメラを選択します。 

4. 通話アイコン をタップし、長押しします。 

5. 通話アイコン から指を離すと、通話機能は停止します。 

 

 

4.5 ライブストリーミング中に聞く 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. カメラフィードの画像の再生ボタン を押して、通話を聞きたいカメラを選択します。 

4. オーディオアイコン を押すと、ミュート/ミュート解除できます。 

 

 



4.6 警報を有効にする 

警報が作動したときに警報を有効にするには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 管理したいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. カメラを作動可能にします。 

5. スマートアラートの下に が表示されます。 

6. 警報を有効にします。 

 

警報が作動したときに警報を有効にするには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. カメラフィードの画像の再生ボタン を押して、警報を有効/無効にしたいカメラを選択します。 

4. 警報ボタン を押すと、警報が有効になります。 

5. 警報ボタン を離すと、警報が無効になります。 

 

  



5. コンテンツ表示 

Sticker-Eye がキャプチャーするイベントは、画像と録画の 2 種類です。 

リアルタイムアラート画像を受信するには、Sticker-Eye アプリにログインし、インターネットに接続し

ている必要があります。ログアウトすると、通知を受け取ることはできません。 

アラート画像はスマート通知に使用され、解像度は低くなっています。最大解像度で見るには、ビデオ

をダウンロードしてください。アラート画像はダウンロードできません。 

動きがある限り、カメラは録画を行います。ビデオ録画の最短時間は 5 秒、最大時間は 30 秒です。イ

ベントが 30 分以上続くと、新しい録画が開始します。 

ビデオの長さを変えることはできません。 

 

ストレージ 

Sticker-Eye 8GB Sticker-eye 32GB 

 

以下のHDビデオを保存できます。 

~ 2400 10秒の録画 

~ 800 30秒の録画 

 

以下のHDビデオを保存できます。 

~ 9600 10秒の録画 

~ 3200 30秒の録画 

 

以下のSDビデオを保存できます。 

~ 4800 10秒の録画 

~ 1600 30秒の録画 

 

以下のSDビデオを保存できます。 

~ 19200 10秒のビデオ 

~ 6400 30秒のビデオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定のイベントを見るためにカレンダーを使用できます。 

5.1 録画と撮影画像の表示 

録画やアラート画像を見るにはいくつかの方法があります。 

 

  

写真アイコン 

ビデオアイコン 

毎日の画像のサムネイル 

毎日の画像のサムネイル 

毎日の画像のサムネイル 



 

 

 

 

 

 

5.1.1 警報 

警報ページで、通知を作動させローカルに保存された全てのイベント（録画や警報画像）を確認できま

す。 

カメラがオフラインの時に録画されたイベントを確認するには、再生ページを確認します。（セクショ

ン 5.1.2 を参照） 

毎日の画像のサムネイル 

毎日の画像のサムネイル 



 

警報イメージの確認： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. 画面の下部中央の、警報アイコン をタップします。 

3. ローカルに保存された警報映像（直近で撮影された画像 5 枚）の概要と共に、警報ページが表示さ

れます。 

4. その日撮影された写真全てを確認するには、[Main Alert Image]をタップします。 

5. [All Alert Images Page]が表示されます。 

6. 確認したい画像を選択します。 

7. 右や左にスワイプすると、画像をもっと確認できます。 

8. ビデオアイコン をタップすると、ローカルに保存されたビデオ（直近で撮影されたビデオ）の

概要を確認できます。 

 

警報イメージの確認： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. 画面の下部中央の、警報アイコン をタップします。 

3. ローカルに保存された警報映像（直近で撮影された画像 5 枚）の概要と共に、警報ページが表示さ

れます。 

4. ビデオアイコン をタップします。 

5. その日に撮影されたビデオを視聴するには、ビデオのサムネイルをタップします。 

6. [All Alert Videos Page]が表示されます。 

7. 視聴したいビデオを選択します。 

 



5.1.2 再生 

再生ページで、カメラがオフライン中のため通知の形で受け取れなかったものを含む、ローカルに保存

された録画を全て視聴できます。 

再生方法： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 確認したいカメラの下の再生アイコン を押します。 

4. 現在の日付の再生ページが表示されます。 

5. 特定の録画を視聴するには、カレンダーアイコン をタップして日付を選択します。 

6. 前の日の録画を視聴するには、前の日アイコン をタップします。 

 

5.2 ダウンロードと削除 

全ての録画はデバイス上に保存されているので、以下の機能を有効にするには Sticker-Eye をオンライ

ンにしてください。 

5.2.1 録画した動画のダウンロード 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 確認したいカメラの下の再生アイコン を押します。 

4. 現在の日付の再生ページが表示されます。 

5. ダウンロードしたいイベントをクリックします。 

6. 右上のダウンロードアイコン をクリックします。 

7. ダウンロードされたイベントは、スマホを通してシェアできます。 



 

5.2.2 ダウンロードした動画を見る 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. プロフィールアイコン をクリックします。 

3. プロフィール情報の下のビデオアイコン をタップします。 

 

5.2.3 動画の削除 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. 画面の下部中央の、警報アイコン をタップします。 

3. 警報ページが表示されます。 

4. 右上隅のビデオアイコン をタップします。 

5. 毎日の画像のサムネイルを一つ選んで、クリックします。 

6. 削除したいビデオをクリックします。 

7. 右上隅の削除アイコン をタップします。 

または、以下の方法でも可能です。 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. 確認したいカメラの下の再生アイコン を押します。 

3. 現在の日付の再生ページが表示されます。 

4. 削除したいビデオをクリックします。 

5. 右上隅の削除アイコン をタップします。 



 

5.3 顔のアップロードと削除 

フェイスライブラリーから顔をアップロード･削除する際には以下を行うことをお勧めします： 

1. 顔のアップロードや削除をスピードアップするため、アラートを一時的に解除してください。 

2. 顔のアップロードや削除が完了するまで、ライブストリーミングを開始しないでください。 

3. 顔がはっきり見える状態の写真をアップロードしてください。 

4. 一人当たり写真を一枚アップロードしてください。 



 

顔がはっきり見える 顔が隠れている 

横顔やはっきりしない角度 

（顔認識のセクションで、OK な顔の

角度を確認してください） 

帽子、サングラスや 

その他のアクセサリー 



 

5.3.1 ライブラリーに顔画像を登録 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. プロフィールアイコン をクリックします。 

3. [フェイス・ライブラリ]をクリックします。 

4. [Add New Face icon] をタップします。 

5. 写真を撮ることも、アルバムから選ぶこともできます。 

6. 顔認識向上のため、画像に顔が大きく収まるようトリミングします。[選択]をタップします。 

7. 画像に名前を付けます。 

8. [OK]をタップします。 

9. 同期するのを待ちます。 

一枚の写真に二人以上

写っている 

目を閉じていたり、大げさ

な表情をしていたりする 



5.3.2 ライブラリーから顔画像を削除 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. プロフィールアイコン をクリックします。 

3. [フェイス・ライブラリ]をクリックします。 

4. [フェイス・ライブラリ]のページに、アップロードされた顔のリストが表示されます。 

5. 顔写真のサムネイルの隣にある[削除する]ボタンを押します。 

6. 同期するのを待ちます。 

 

5.3.3 ヒントやコツ 

1. [フェイス・ライブラリ]には 20 個の顔を追加できます。 

2. 顔のアップロードに最大 30 分かかることがあります。デバイスがビジー状態の場合（ライブスト

リーミング中、イベント録画中など）顔のアップロードはもっと長くかかるかもしれません。（最

大 30 分） 

3. 複数のデバイスに、同じ顔をアップロードする必要はありません。1 個の Sticker-Eye に顔をアップ

ロードすると、接続したデバイス全てにその画像を適用できます。オフラインのデバイスがある場

合、[Partially Synced]通知が届きます。全デバイスの顔がアップロードされると、[同期完了]通知

が届きます。 

4. デバイスに接続している他の人（カメラをシェアしている人）が使っている場合、顔画像の登録や

削除はもう少し長くかかるかもしれません。 

 

  



6. 映像検出設定 

接続された各カメラの検知モードをカスタマイズできます。 

 

6.1 検出を管理 

Sticker-Eye には以下の検知モードがあります。 

動き検出 

カメラは、あらゆる種類の動き（人を含む）を検知し録画します。動き検出が有効な場合、Sticker-Eye

が動きを検出するたびにスマホに通知が届きます。 

人検出 

カメラは、人のみを検知し録画します。人検出が有効な場合、動き検知が自動的に作動し、カメラが情

報の絞り込みを開始し、人が通るたびにスマホに通知が届きます。 

 

顔認識 

アプリに家族や友人のクローズアップされた顔画像

をアップロードして機能を有効にした場合、その人

がカメラから 3m 以上離れて映ると、カメラは通知を

送りません*。そのようにするには、右の図のように

選択してください。 

  



 

 

 

三軸における、カメラの許容最大回転は 35° 

前後の傾きは最大 35° 



 

 

左右方向の回転は最大 35° 

左右方向の傾きは最大 35° 



 

 

 

 

* 顔認識を有効にした場合、デバイスが[フェイ

ス・ライブラリ]から顔を検知したときに通知を

受け取るか、拒否するかを選択できます。 

 

 

 

 

 

 

検知の管理： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 管理したいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. カメラを作動可能にします。 

5. スマートアラートの下に が表示されます。 

6. 検知を管理します。 

 

 

 



6.2 フォーカスエリア 

録画には、対象となるエリアのみが含まれます。 

Sticker-Eye で特定のエリアをフォーカスするには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 管理したいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. フォーカスエリアアイコン をタップします。 

5. カメラフィード画像上の長方形を移動させ、フォーカスエリアを設定します。 

6. [保存]を押します。 

 

6.3 動きを検知する感度 

デバイスの感度レベルを変えるには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 管理したいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. スマートアラートの下に が表示されます。 

5. [動作感度]をクリックします。 

6. 屋内または屋外を選択します。 

7. 屋内/屋外用の感度を設定します。 

8. [OK]を押します。 

 



覚えておいてください： 

感度を最大にすると、誤作動が増え、バッテリーの減りが早くなります。 

カメラの感度を最小にすると、最大範囲（6m）に近い場所で起きたイベントを検知し損なうことがあり

ます。 

 

イベント 

誤作動 

最大感度 

最大感度 誤作動が増える 電池の減りが早い 

覚えておいてください： 

人だけを検知するようカメラが設定されていると、人と間違っ

て物を検知するという誤作動が起きやすくなります。 

最大 6m 

最小 1.5m 



 

6.4 時間帯設定 

デバイスの動作自動開始･停止時間のスケジュールを設定できます。このようにして検知をよりよく管

理し、不必要なアラートを受信しないですみます。 

アラート時間設定は、選択されたカメラの全ての検知モードに適用されます。 

カメラのスケジュールを設定するには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 管理したいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. スマートアラートの下に が表示されます。 

5. [アラート発生時間帯]をクリックします。 

6. 通知を受け取りたい日と時間を選択します。（全て選択することもできます） 

7. [保存] を押します。 

イベント 

未検知イベント 

最小感度 

最小感度 最大範囲に近い場所のイベントが検知されない可能性 

検知されないイベント発生 

最大 6m 

最小 1.5m 



7. AI 機能を最大限に活用する方法 

1. 検知機能を向上させ誤検出を避けるため、背景が雑多な場所を避けてくだ

さい。 

例えば、背景に植物が密集して雑多に生えていたり、服が積み重なっていたりすると、AI は人の顔立ち

を検知するのが難しく、背景に人のような形をした物体があると、人として検知してしまうことが多く

なります。 

カメラの背景に白い壁があると、カメラの前で動いている人を AI のアルゴリズムが検知しやすくなり

ます。 

 

2. カメラの近くに物を置くことを避け、視野を妨げないでください。 

カメラの実用性が限定される上に、誤検出が増えてしまいます。AI のアルゴリズムは、人でないような

物を人として検出しやすくなります。このように物体を特定しにくくなると、間違って人と検出する確

率が高くなります。 

 

3. Sticker-Eyeを上下逆さまに取り付ける場合、必ずカメラフィードを反転さ

せてください。 

デバイスを上下逆さまに取り付けると、人検知の正確性が下がり、顔認識が誤検出を行うことが多くな

ります。（9 章のセクション 9.1 を参照） 

 

4. 頭上取り付けよりも、前向き（または低角度）のカメラ取り付けをお勧めし

ます。 

このことにより、AI がカメラの前に現れた多くの人や顔や特徴をより認識できるようになり、検知の正

確性が向上します。 

 

5. カメラの視野には、人の上半身や下半身だけでなく、全身が映るようにして

ください。 

上記と同様にカメラの前に現れた人の容貌を AI がより検知できるようになり、正確性が向上します。 

 



6. カメラを窓に向けないでください。 

PIR センサーに影響する上に、AI の性能が低下してしまいます。窓の反射、歪み、水、汚れにより、AI

のアルゴリズムの性能に悪い影響を与える可能性があります。 

 

7. 屋外にカメラを設置する場合は、直射日光を避けてください。 

  



8. 通知 

8.1 検出されたことを検知 

 

 

動きが検知された場合 

動き検知のみを有効にすると、Sticker-Eyeが動き（人を含む）

を検知するたびにスマート通知を送信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人が検知された場合 

人検知を有効にすると、動き検知が自動的にオンになります

が、カメラが情報を絞り込み始め、人が通ったときのみ通知を

送信します。 

  



顔認識 

家族や友人の顔の画像のクローズアップをアプリにアップロードし、この機能を有効にすると、カメラ

の方向の3m程度離れた場所に見慣れない人、または見知った顔の人が見えた際に通知を行います。* 

キャプチャーされた画像の品質に基づき、アルゴリズムは、検知した人や見知らぬ人についての通知を

行うかどうかを判断します。 

 

 

 

*ライブラリーに登録した人*が認識された場合 

[フェイス・ライブラリ]に登録した顔をSticker-Eyeが検知した場合

のプッシュ通知を有効にした場合、左のようなメッセージを受信し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

知らない人の顔が認識された場合 

Sticker-Eyeが知らない人（[フェイス・ライブラリ]に登録されてい

ない）の顔を検知した場合、左のようなメッセージを受信します。 

  



8.2 顔認識に関する通知 

[フェイス・ライブラリ]に顔を追加･削除した場合にスマホに届く通知には、四種類あります。 

 

[Face Synced] 

 

 

全てのデバイスに顔がアップロー

ドされた場合、左のようなメッセ

ージを受信します。 

 

 

 

 

 

 

[Face Partially Synced] 

 

 

[フェイス・ライブラリ]に顔をア

ップロードしている最中にいずれ

かのデバイスがオフラインの場

合、左のようなメッセージを受信

します。 

 

 

 



 

[Face Deleted] 

 

 

顔を全てのデバイスから削除した場合、左のようなメッセージを受信

します。 

 

 

 

 

 

 

 

[Face Partially Deleted] 

 

 

顔を全てのデバイスから削除する

最中にいずれかのデバイスがオフ

ラインの場合、左のようなメッセ

ージを受信します。 

 

 

 

 

 

 



 

8.3 低バッテリー通知 

 

 

バッテリーの残量が25％以下でまだ15％ではない場合、スマホアプ

リにアラートと通知メールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バッテリーの残量が15％以下でまだ5％ではない場合、スマホアプリ

にアラートと通知メールが届きます。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

バッテリーの残量が5％以下の場合、スマホアプリにアラートと通知

メールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. ビデオ設定 

9.1 表示位置 

表示位置を変えるには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 管理したいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. ビデオ設定の下に が表示されます。 

5. [ビューボジション]をタップします。 

6. デバイスの取り付け方向によって、[スタンド]（通常方向）か[ヘッドスタンド]（上下逆）を選択

します。カメラを上下逆に取り付けた場合、[ヘッドスタンド]を選択して、カメラフィードも必ず

反転してください。 

7. [戻る] を押して戻ります。 

 

9.2 解像度 

解像度を変えるには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 管理したいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. ビデオ設定の下に が表示されます。 

5. [ビューポジション]をタップします。 

6. 720P HD か 1080P FHD を選択します。最大限の 110°の視野は、1080p モードでのみ可能です。 



7. [戻る] を押して戻ります。 

9.3 映像品質 

映像の品質は、画像のシャープさに影響します。品質が高いほど、電力をたくさん消費します。ダウン

ロードや再生の速度が速いほど、電力の消費は少なくなります。 

 

高品質 

[低ダウンロード速度] 

 

標準品質 

[安定したダウンロード速度] 

 

高速 

[高ダウンロード速度] 

符号化ビットレートが2メガビ

ット／秒の場合に、高品質ビ

デオの画質が最もよくなりま

す。インターネットの接続が

弱い場合、再生フレームレー

トが影響を受け、ビデオが途

切れることがあります。 

符号化ビットレートが1.5メガ

ビット／秒の場合に、標準のビ

デオの画質と再生フレームレー

トがよくなります。 

高速ビデオは、符号化ビット

レートが1メガビット／秒の場

合に、円滑な読み込みと中程

度の画質を実現します。 

 

画質を変えるには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 管理したいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. ビデオ設定の下に が表示されます。 

5. [View Quality]をタップします。 

6. 高品質、標準、高速から画質を選択します。 

7. [Back] を押して戻ります。 

 



10. システム設定 

10.1 デバイスを友人とシェアする 

デバイスを友人とシェアするには、両方が Sticker-Eye のスマホアプリをインストールしている必要が

あります。 

Sticker-Eyeを友人とシェアするには： 

ゲストとして： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. プロフィールアイコン をクリックします。 

3. アカウント設定 の下にメニューが表示されます。 

4. [ゲストとしてデバイスにアクセス]をタップします。 

5. QR コードをスキャンするよう、管理者に依頼します。 

 

管理者として： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. チェックしたいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. 一般設定 メニューの下にメニューが表示されます。 

5. [デバイスの共有]をタップします。 

6. Sticker-Eye でカメラにアクセスします。 

7. QR コードをスキャンします。 

 



ゲストの制限 

ゲストはライブストリーミングや再生を視聴し、通知を受信し、デバイスの情報を確認できます。 

 

10.2 デバイスを削除 

マスターアカウントだけが、デバイスを削除できます。デバイスを削除するには、マスターアカウント

はデバイスと同じ 2.4GHz ネットワークと接続している必要があります。 

デバイスをいったん削除すると、全ての設定、録画、画像などが消去されます。 

通常この操作は、Sticker-Eye カメラを他の人に譲り渡す場合に使います。 

 

デバイスを削除するには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. チェックしたいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. [アカウントからデバイスを削除]をタップします。 

5. [コード送信]を押します。 

6. E メールで 6 桁のコードが送られます。 

7. コード欄にコードを入力します。 

8. [OK]を押します。 

 

  



10.3 ログアウト 

ログアウトするには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. プロフィールアイコン をクリックします。 

3. 下方向にスクロールして、[ログアウト]ボタンをクリックします。 

デバイスをログアウトしたい場合、最初にデバイスを取り外し、その後ログアウトしてください。 

再度ログインしたときに、デバイスはお客様のアカウントに接続されたままになります。 

 

 

10.4 カメラの名前変更 

カメラの混同を避けるため、カメラの名前を変更できます。 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. デバイスページに、接続されたデバイスの一覧が表示されます。 

3. 名前を変更したいデバイスのデバイス設定アイコン を押します。 

4. 編集アイコン をタップします。 

5. 名前欄の現在の名前を削除し、新しい名前を入力します。 

6. [保存]を押します。 

  



10.5 プロフィール変更 

プロフィール 

プロフィールを変更するには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. プロフィールアイコン をクリックします。 

3. アバター部分 をクリックして、プロフィール写真を変更できます。 

 

 

一般設定 

一般設定を変更するには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. プロフィールアイコン をクリックします。 

3. 一般設定 メニューの下に以下のメニューが表示されます。 

a. 言語の設定 

b. ヘルプとフィードバック 

c. キャッシュを消去 

d. この装置について 

 

 

アカウント設定 

アカウント設定を変更するには： 

1. スマホの Sticker-Eye アイコン をタップします。 

2. プロフィールアイコン をクリックします。 



3. アカウント設定 メニューの下に以下のメニューが表示されます。 

a. ユーザー名 

b. Eメールアドレス 

c. 電話番号 

d. パスワード変更 

e. コードを送信 

f. 2要素認証を有効/無効にする 

g. ゲストとしてデバイスにアクセスする 

 

 

11. セキュリティとプライバシー 

11.1 ペアリング中のセキュリティ 

デバイスが盗まれるなどした場合、お客様のデータに他の人がアクセスしないよう、Sticker-Eye はいく

つかの制限をかけています。 

1. マスターアカウントのみが、ペアリングやペアリング解除可能です。 

2. ユーザーは、Sticker-Eyeカメラと同じ場所にいる必要があります。 

3. ユーザーは、Sticker-EyeカメラのWi-Fi範囲内にいる必要があります。 

4. ユーザーのスマホは、デバイスが接続されている2.4GHzのWi-Fiネットワークに接続されて

いる必要があります。 

 

Wi-Fi設定の場合も同様です。 

 

また、カメラが盗まれて勝手に使用されるのを避けるため、ペアリング解除は、ユーザーが同じ

2.4GHzのWi-Fiネットワークに接続している場合に、マスターアカウントによってのみ行えます。 

 

 

11.2 暗号化されたローカルストレージ 

アップロードされた顔、録画、アラート画像、オーディオファイルなどを含む、Sticker-Eyeカメラの全

てのデータは暗号化されています。 


