
簡易マニュアル（リモコン操作版）

H.264 HIGH DEFINITION Digital Video Recorder

取付け場所などを移動するときは、
必ずすべての電源を切った状態で線を
はずしてから移動してください。

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの
異常状態の場合はすぐに電源を切り、
電源プラグを持ちコンセントから抜いてください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると
死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

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および物的損害の発生
が想定されます。

電源コード類を傷つけたり加工したり、
引っ張らないでください。電源コード類が破損し、
火災、感電の原因となります。

本製品は精密機械ですから分解したり、
改造しないでください。故障の原因となります。

内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。
お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

重いものをのせたりすると本製品が破損し、
火災、感電の原因となります。

ぬれた手で触らないでください。
感電の原因となります。

禁止の行為を伝えるものです。

強制事項の内容を伝えるものです。

設置工事による事故や障害が生じた場合は当社では
責任を負えません。専門技術者による施工をご依頼
するようおすすめいたします。

警告

警　告 注　意

注意

●安全上のご注意●

●表示マークについて●

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用いただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止する
ために絵表示を使用しています。なお本機は、事件や事故を未然に防ぐものではありませんのでご理解願います。

ご使用の前にこの「簡易マニュアル」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

デジタルビデオレコーダー

MODEL DVR-ME02AT
MODEL DVR-ME04AT
MODEL DVR-ME08AT
MODEL DVR-ME16AT
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■ 準備
	 1.	起動する

① DVR背面の映像入力端子にカメラを、電源入力端子にACアダプタを接続します。
 電源コードを接続するだけでDVRが起動します。

 
［注］ 電源を切る場合
 	 本機は録画の安全を保つため、電源スイッチは設置していません。
 	 DVR背面の電源入力端子からACアダプタの電源コードを抜いて切ってください。

■ ログオンする
［注］ 製品は出荷段階で、ログオンされていますので、そのまま使用することが出来ます。
 	 製品をログオフされた場合だけ、ログオンの操作が必要になります。

	 1.	ユーザー名を確認する
 ログオフ状態で操作をするとログオン画面が表示されますので、ユーザーが［admin］である事を確認します。

 

	 2.	パスワードを入力する(初期値は1234)　※システム保護の為にパスワードを変更することをお勧めします。

① ログオン画面が表示されると、ユーザーの［admin］の文字が赤く表示されます。
 リモコンの方向キー［▼］ボタンを1回押すと［admin］の文字が白く表示されます。
 この状態で、リモコンの［OK］ボタンを押すとパスワード入力画面が表示されます。
※ ［admin］［OK］［取消］いずれかの文字が赤く表示されていたらリモコンの方向キー［▲▼◀▶］ボタンを
 操作して全ての文字が白くなることを確認してから、リモコンの［OK］ボタンを押します。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 前面のPOWERランプが点灯し、製品が立ち上がるまで、
 ブートイメージが表示されます。
③ ブートイメージは自動で消え、カメラのライブ映像が分割画面
 で表示され、使用者が操作できる状態になります。

方向キー
（▼）

OK
ボタン
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② パスワード入力画面が表示されたら、リモコンで［1］［2］［3］［4］ボタンを順番に押します。

③ パスワード入力後、リモコンの方向キー［▼］ボタンを押し、パスワード入力画面の［OK］が赤く表示されたら、
 リモコンの［OK］ボタンを押すとログオン画面が表示されます。

④ ログオン画面は、パスワード部分が赤く表示されます。リモコンの方向キー［▼］ボタンを1回押すと［OK］の文字が
 赤く表示されます。その状態で、リモコンの［OK］ボタンを押すとログオン完了です。

	 3.	設定または録画検索を開始する
 設定を行なう場合は、リモコンの［MENU］ボタンを、
 録画検索を行なう場合は、リモコンの［SEARCH］ボタンを押します。

1、2、3、4
ボタン

MENU ボタン ( 設定変更時 )
SEARCH ボタン
( 録画検索時 )

方向キー
（▼）

OK
ボタン
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■ ライブ映像を見る
	 1.	カメラ映像の表示画面を選択する

① リモコンの［DISP］ボタンを押す毎に分割画面の表示が切替わります。

［注］ 上記は、DVR-ME16AT	(16CHモデル)での例。
［注］ DVR-ME02ATは、2分割画面までの表示となります。DVR-ME04ATは、4分割画面までの表示となります。
 	 DVR-ME08ATは、4分割画面、6分割画面、9分割画面の切り替えとなります。

② 1画面表示にするには、10キーボタンで、任意に希望するチャンネルを選択することができます。
 ［1］ボタンを押すと、1CHが1画面表示されます。10CHを1画面表示するには［10/0］ボタンを押した後に
 ［10/0］ボタンをもう一度押します。16CHを1画面表示するには［10/0］ボタンを押した後に［6］ボタンを押します。

③ 分割画面ボタンを使用すると、ワンタッチで希望する分割画面を
 表示させることができます。
 4分割画面、9分割画面、16分割画面を選択することができます。
 分割画面は、ご使用になっているDVRのチャンネル数までの分割
 となります。
※ 例：DVR-ME04ATの場合、4分割画面までとなります。

DISP
ボタン

分割画面ボタン
(左から4分割、9分割、16分割)

10 キー ボタン
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■ 再生
	 1.	クイック録画再生をする

① リモコンの［SEARCH］ボタンを押す。

⑤ 録画再生時間の先頭を選択する画面が表示されます。
 現在の時間を基準に［2分前］［10分前］［1時間前］［6時間前］［1日前］から選択することが出来ます。
 リモコンの方向キー［▲▼］ボタンを使用して選択をします。選択されると文字は、赤く表示されます。
 希望する録画再生時間の先頭を選択し、リモコンの［OK］ボタンを押すと録画再生が開始します。

	 2.	カレンダー検索で録画再生をする

① リモコンの［SEARCH］ボタンを押します。
② 検索画面が表示されるので、リモコンの方向キー［▲▼］ボタンで［カレンダー］を選択します。
③ 検索画面のカレンダーの文字が赤く表示され、リモコンの［OK］ボタンを押すとカレンダーが表示されます。
④ 録画再生する年月を選択します。リモコンの方向キー［▲▼］ボタンで、カレンダー上部の年月を赤く表示させます。
 次に、リモコンの方向キー［◀▶］ボタンで再生する年月を選択し、リモコンの［OK］ボタンを押し決定させます。

⑤ 録画再生する日付を選択します。
 録画再生する年月を決定すると、リモコンの方向キー［▲▼◀▶］ボタンで日付を選択することができます。
 選択されている日付は、赤枠で表示されリモコンの［OK］ボタンを押すと決定されます。

※ 録画データがある時間帯は、赤(手動録画、常時録画 )、
 緑(モーション録画 )、黄(センサー録画 )のように
 異なる色で表示されます。また、録画データがない
 時間帯は白で表示されます。

② 検索画面が表示されるので［クイック］を
 選択します。
③ リモコンの方向キー［▲▼］ボタンを使用して
 選択をします。
④ 選択されると文字は赤く表示されますので、
 リモコンの［OK］ボタンを押します。

OK
ボタン SEARCH

ボタン
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⑥ 録画再生する時刻を選択します。日付を決定すると、カレンダーの赤枠はHOUR(時 )に移動します。
 HOUR(時 )を決定するとカレンダーの赤枠はMIN(分 )に移動します。
 録画再生する時刻は、リモコンの方向キー［◀▶］ボタンで選択、リモコンの［OK］ボタンで決定です。

⑦ 録画再生する時刻を決定すると、カレンダー画面下部の［再生］の項目が赤く表示されます。
 リモコンの［OK］ボタンを押すと録画再生が開始します。

	 2.	再生画面での操作

① 再生開始時は、分割画面で表示されます。
 再生画面の表示切り替え方法は［P4.カメラ映像の表示画面を選択する］と同じです。
② 高速再生をするには、リモコンの方向キー［▶］ボタンを押します。画面下のバーに現在の再生速度が表示されます。
 リモコンの［REVERSE］ボタンを押すと逆再生を開始します。高速逆再生にする場合は、リモコンの方向キー［▶］
 ボタンを押します。リモコンの［PLAY］ボタンを押すと、通常再生に戻ります。

	 3.	再生を終了しライブ画面に戻るには

 リモコンの［STOP］ボタンを押すと、再生が停止しライブ画面に戻ります。

REVERSE
ボタン PLAY ボタン

方向キー(▶)

STOP
ボタン
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■ 保存
	 1.	準備

 DVR前面のUSBポートにUSBメモリを接続します。

	 2.	録画データを保存する	(バックアップ )

① リモコンの［BACKUP］ボタンを押すとバックアップ画面が表示されます。

 選択出来るファイル形式は以下の2種類です。
 ●	 HAV形式：録画データと共にUSBメモリ内に保存される専用ソフト(EZPlayer)で再生することができます。
 	 保存する録画データには、パスワード保護を設定することができ、セキュリティー強化を図れます。
 ●	 AVI形式：Windows	Media	Playerなどの汎用ソフトで再生することができます。
 	 保存する録画データには、パスワード保護を設定できません。

④ 録画データをバックアップする時刻設定をします。時刻設定は［時間］［カレンダー］［ブックマーク］から選択出来ます。
 ここでは、カレンダーによる時刻設定を説明します。
 リモコンの方向キー［▲▼］ボタンで、時刻設定の項目を選択します。選択されている項目の文字は赤くなります。
 次に、リモコンの方向キー［◀▶］ボタンで、カレンダーを選択します。

⑤ リモコンの方向キー［▼］ボタンで［時刻設定］
 →［開始］に移動します。選択されている項目
 の文字は赤くなります。リモコンの［OK］
 ボタンを押すと開始時刻(入力)画面が表示
 されます。カレンダー検索による録画再生と
 同じ手順で開始時刻を選択し、リモコンの
 ［OK］ボタンで決定させます。

⑥ リモコンの方向キー［▼］ボタンで［時刻設定］
 →［終了］を選択します。選択されている項目
 の文字は赤くなります。リモコンの［OK］
 ボタンを押すと終了時刻(入力)画面が表示
 されます。カレンダー検索による録画再生と
 同じ手順で終了時刻を選択し、リモコンの
 ［OK］ボタンで決定させます。

※ DVR-ME02ATは、
 背面パネルのUSB
 ポートをご使用ください。

② バックアップ画面でデバイスの項目が、
 USBであることを確認します。
③ 録画データをバックアップするファイル形式
 を選択します。リモコンの方向キー
 ［▲▼］ボタンでファイル形式の項目を
 選択します。選択されている項目の文字は
 赤くなります。次に、リモコンの方向キー
 ［◀▶］ボタンで、ファイル形式を選択します。

BACKUP
ボタン
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⑨ リモコンの［OK］ボタンを押します。

⑩ パスワード保護設定をします。［HAV形式のみ］
 パスワード保護の確認画面で［はい］を選択し［OK］ボタンを押すとバックアップパスワード入力画面が表示されます。
 リモコンの方向キー［▲▼◀▶］ボタンとリモコンの［OK］ボタンで、希望するパスワードを入力します。
 バックアップパスワード入力画面の［OK］を選択して、リモコンの［OK］ボタンを押します。
 バックアップパスワード入力(再確認 )画面が表示されます。確認のため同じパスワードを、もう一度入力する必要
 があります。同様に画面の［OK］を選択して、リモコンの［OK］ボタンを押すと、パスワード保護された録画データ
 のバックアップが開始されます。

［注］ ここで入力をしたバックアップパスワードは、保存した録画データを再生する時に必要となります。

⑫ ［バックアップ完了 !］の情報画面が表示されたら、リモコンの［OK］ボタンを押して
 終了させます。DVR本体からUSBメモリを外せば、録画データの保存
 (バックアップ )は完了です。

⑪ バックアップ中は、画面右上にステータスバーが
 表示されバックアップの進行状況が容易に把握
 できます

 ●	 HAV形式の場合
 	 パスワード保護の確認画面が表示されます。方向キー［◀▶］ボタンで［はい］
 	 または［いいえ］を選択してリモコンの［OK］ボタンを押します。
 	 ［はい］を選択した場合、ファイルのパスワード保護設定が出来ます。
 	 ［いいえ］を選択した場合、パスワード保護なしで録画データのバックアップが
 	 開始します。
 ●	 AVI形式の場合
 	 パスワード保護設定は出来ません。録画データのバックアップが直ぐに開始します。

⑧ リモコンの方向キー［▲▼］ボタンで画面下の［バックアップ］
 を選択します。選択されている項目の文字は赤くなります。

⑦ 保存する録画データのチャンネルを選択します。
 リモコンの方向キー［▲▼◀▶］ボタンで移動して［OK］ボタンで
 選択 /解除をします。
 選択されているチャンネルには、チェックマークが付きます。
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■ 保存した録画データを再生するには
	 1.	準備

① 録画データを保存したUSBメモリをパソコンのUSBポートに接続します。
② USBメモリをパソコンに接続するとリムーバブルディスク内のファイルが表示されます。

	 2. 保存した録画データを再生する	(HAV形式 )

② 専用ソフト(EZPlayer)が起動します。
③ 専用ソフト(EZPlayer)の［Search］をクリックします。
 ●	 保存データにパスワード保護がある場合、バックアップパスワード入力の画面が表示されます。録画データを保存
 	 する時に入力したパスワードを入力して［OK］をクリックしてください。検索カレンダーが表示されます。
 ●	 保存データにパスワード保護が無い場合、直ぐに検索カレンダーが表示されます。
④ 検索カレンダーは、録画データのある時間帯を赤(手動録画、常時録画 )、緑 (モーション録画 )、橙 (センサー録画 )
 のように異なる色で表示します。再生開始時刻を選択して［OK］をクリックすると再生が開始されます。

⑤ 終了は、専用ソフト(EZPlayer)画面右上の［×］ボタンをクリックします。

	 3.	保存した録画データを再生する(AVI形式 )
 リムーバルディスク内にある再生するAVIファイルをダブルクリックします。
 パソコン上で指定されている動画ソフトで再生を開始します。

① リムーバルディスク内の［EZPlayer］
 と表示されているアプリケーション
 ファイルを［ダブルクリック］します。
 ユーザーアカウント制御が表示され
 る場合は［はい］をクリックします。

クリック

ダブルクリック

クリック

パスワード入力

日時選択

クリック

クリック
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■ UTC 機能（AHD2.0 映像方式）
UTC機能（AHD2.0映像方式）に対応しているカメラを接続すると、新たな配線を行うことなく、
DVR側からカメラの設定を変更することができます。

	 1.	UTC対応カメラの接続と設定

映像信号に制御信号を重畳しているため、特別な接続や設定をする必要はありません。

	 2.	操作画面に入るには

① リモコンの［MENU］ボタンを押します。
② リモコンの方向キー［▲▼◀▶］ボタンで、DVRメニューのカメラ→UTCに移動して、
 リモコンの［OK］ボタンを押します。
③ リモコンの方向キー［◀▶］ボタンで、制御するカメラのチャンネルを選択します。
④ リモコンの方向キー［▼］ボタンで、UTCの項目に移動します。
 項目の文字が赤くなりますので、リモコンの［OK］ボタンを押すとUTC操作画面が表示されます。

 

	 3.	操作画面

① UTC操作画面が表示されます。リモコンの［OK］ボタンを押すとカメラ設定用のOSDが表示されます。
 リモコンの方向キー［▲▼◀▶］ボタンで、操作したい項目を選択し、リモコンの［OK］ボタンで決定をします。
② DVRのUTC操作画面を終了するには、リモコンの［ALT］ボタンを押します。
 UTC操作画面は［終了］の項目に移動しますので、リモコンの［OK］ボタンを押します。
 DVRのメニューが再度表示されますので、リモコンの［MENU］ボタンを2回押して終了です。

UTC 操作画面

MENU ボタンALT ボタン
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■ 録画時間目安表
	 DVR-ME02AT　250GB

	 DVR-ME04AT	/	DVR-ME08AT	/	DVR-ME16AT　2TB

【注】ハードディスクについて
ハードディスクは消耗劣化する部品です。使用環境によりますが、25℃の環境にて通常20,000 時間を
超えると、書き込みエラー等が発生しやすくなります。またそれ以上になると、モーターやヘッドの劣化
等により寿命にいたる場合があります。ご使用時間が20,000時間未満での定期的な交換メンテナンスを
お勧めします。（ただし、この時間は目安であり、寿命などを保証するものではありません。）

AHD2.0入力
録画解像度 録画画質 15f/s 10f/s 5f/s

100%
1920×1080

最高画質 4.2日 4.8日 6.2日
高画質 5.0日 6.3日 9.4日
中画質 8.3日 10.1日 13.8日
低画質 13.0日 15.2日 19.3日

50%
1920×540

最高画質 6.8日 8.7日 12.2日
高画質 11.0日 13.0日 17.4日
中画質 17.0日 19.3日 24.1日
低画質 24.1日 26.3日 32.2日

25%
960×540

最高画質 13.5日 15.8日 20.7日
高画質 20.2日 22.8日 28.0日
中画質 28.9日 32.2日 36.2日
低画質 37.8日 41.3日 45.7日

※	詳細な目安表は取扱説明書をご参照ください。
・録画時間表は目安として参考にしてください	・被写体の動き等によって実際の録画時間と異なる場合があります。

録画日数	(2TB)

AHD2.0入力
録画解像度 録画画質

15f/s 10f/s 5f/s

DVR-
ME04AT

DVR-
ME08AT

DVR-
ME16AT

DVR-
ME04AT

DVR-
ME08AT

DVR-
ME16AT

DVR-
ME04AT

DVR-
ME08AT

DVR-
ME16AT

100%
1920×1080

最高画質 約17日 約8日 約4日 約18日 約9日 約5日 約25日 約12日 約6日

高画質 約20日 約10日 約5日 約25日 約13日 約6日 約38日 約19日 約9日

中画質 約33日 約17日 約8日 約40日 約20日 約10日 約55日 約28日 約14日

低画質 約52日 約26日 約13日 約61日 約30日 約15日 約77日 約39日 約19日

50%
1920×540

最高画質 約27日 約14日 約7日 約35日 約17日 約9日 約49日 約24日 約12日

高画質 約44日 約22日 約11日 約52日 約26日 約13日 約69日 約35日 約17日

中画質 約68日 約34日 約17日 約77日 約39日 約19日 約96日 約48日 約24日

低画質 約96日 約48日 約24日 約105日 約53日 約26日 約129日 約64日 約32日

25%
960×540

最高画質 約54日 約27日 約13日 約63日 約32日 約16日 約83日 約41日 約21日

高画質 約81日 約40日 約20日 約91日 約46日 約23日 約112日 約56日 約28日

中画質 約116日 約58日 約29日 約129日 約64日 約32日 約145日 約72日 約36日

低画質 約151日 約76日 約38日 約165日 約83日 約41日 約183日 約91日 約46日

※	詳細な目安表は取扱説明書をご参照ください。
	・録画時間表は目安として参考にしてください。	・被写体の動き等によって実際の録画時間と異なる場合があります。
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購入年月日  

お
　客
　様

販  

売  

店

店名・住所

保     　証    　書 
１: 保証期間はお買い上げ月日より2 年です。
２: 修理はお買い上げの販売店で受付いたしますので保証書を添えて

お出しください。なお、保証期間内でも､本保証書の提示がない場合
や必要箇所の記入及び捺印のない場合、そのほか次のような場合
の修理は有料となります。

     ・使用方法の誤り､または乱用による故障。
     ・不当な修理､改造､分解掃除等による故障。
     ・天災（落雷､火災）による故障及び損傷。 
３: 修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。
４: 本器の故障のため生じた２次的な事故は保証いたしかねます。 
５: 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

ご住所
          
お名前

電 話　

 　　     年   　       月            日 

型      式

■本社サ－ビス  〒212-0058   
　神奈川県川崎市幸区鹿島田3-7-10 DAIWAビル
　TEL:044-396-0396（代） FAX:044-396-2253

きりとり

201805

本社・企画営業本部　
〒212-0058　
神奈川県川崎市幸区鹿島田3-7-10 DAIWAビル
TEL.044-396-0396   FAX.044-396-2253
http://www.daiwa-industry.co.jp

首都圏営業所　〒212-0058　神奈川県川崎市幸区鹿島田3-7-10 DAIWAビル　
TEL.044-396-8127   FAX.044-396-2253
関西営業所　　〒559-0014　大阪府大阪市住之江区北島2-7-34
TEL 06-6683-2800   FAX 06-6683-2801 

商品の内容
商品購入関係
設置工事関係

　等のお問合せ 技術問題に関する
お問合せ

修理に関する
お問合せ

首都圏営業所 セキュリティ事業部 サービス部
044-396-8127 044-396-0396 044-396-0395

info@daiwa-industry.co.jp technical@daiwa-industry.co.jp service@daiwa-industry.co.jp

●お客様に最適な監視カメラシステム
　をご提案させて頂きます。

●現場調査を行い、設置工事費を
　お見積りさせて頂きます。

●平面図による設置工事費を概算で
　お見積りすることも可能です。

●修理のお問合せの際には、製品
　保証書をご用意ください。

お気軽にお問合せください。

■ お問合せ

DVR-ME02AT/04AT/08AT/16AT


