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サポート
製品のアップデートおよびウェブサポートについては、 http://www.arlo.com/en-us/support/ をご参照ください。

商標
© Arlo Technologies, Inc. Arlo、Arloロゴ、Every Angle Coveredは、Arlo Technologies, Inc.の商標です。他の商標は参照のみを目的
としています。

適合性
EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、www.arlo.com/about/regulatory/を参照してください(英語)。

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。

http://www.arlo.com/en-us/support/
http://www.arlo.com/about/regulatory/
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1. システムのセットアップ
Arloシステムのセットアップは、6つのステップで完了します。
• カメラにバッテリーを装着します。
• Arloアプリをインストールします。
• ベースステーションを接続します。
• アカウントを設定します。
• カメラをベースステーションに同期します。
• カメラを設置します。

カメラへのバッテリーの装着
 ¾ カメラにバッテリーを装着します。

1. ラッチを押して、バッテリー収納部のロックを解除します。
2. そのままゆっくりと後ろ方向にバッテリーカバーを引いて、収納部を開けます。

3. バッテリーを正しい向きにします。
4. バッテリーを装着します。
5. バッテリーカバーを閉めます。

注意：  Arlo Proのバッテリーは充電された状態で工場から出荷されますが、お使い
になる前にフル充電してください。

詳細については、Arlo Pro�電式バッテリーを��にお使いいただくためのルール
（86 ページ）を参照してください。
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Arloアプリのインストール
お使いのモバイルデバイス向けのArloアプリをインストールします。アプリをダウンロー
ドするには、このQRコードをスキャンするか、アプリストアでArloを検索します。

注意： Arloアプリをすでにお使いの場合は、最新バージョンを使用していることを
確認してください。アップデートが利用可能かどうかを確認するには、アプリスト
アに移動し、Arloを検索します。

ベースステーションをインターネットに接続
ベースステーションはホームネットワークからインターネットに接続され、それによ
ってカメラのストリームをどこからでも見ることができます。

 ¾ ベースステーションをインターネットに接続します。

1. ベースステーションとお使いの 
ルーターのLANポートをLAN 
ケーブルで接続します。 
 
 
 
 
 
 
 

2. ベースステーションに電源 
アダプターを接続し、コンセント 
に差し込みます。

https://my.arlo.com/#/login

https://my.arlo.com/#/login
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3. ［On/O�］ボタンを押して、ベースステーションの電源を入れます。

約2分でベースステーションが起動し、前面にある電源LEDとインターネットLED
が緑色に点灯します。 

ベースステーションの設定が完了しました。

Arlo ProベースステーションのLED
各LEDの状態については、次のリストを参照してください。

緑点灯
ベースステーショ
ンの電源が入って
います。

緑点滅 
ファームウェアのアップ
デート中です。ベースス
テーションおよびカメラ
の電源を絶対に切らな
いでください。

消灯
ベースステーショ
ンの電源がオフに
なっています。

緑点灯
ベースステーション
はインターネットに
接続されています。

オレンジ点灯
ベースステーション
はルーターに接続さ
れていますが、イン 
ターネットに接続で
きませんでした。
消灯
ベースステーション
はルーターに接続さ
れていません。

緑点灯
カメラはベースステー
ションに接続されて
います。

緑点滅 
ベースステーション
がカメラとの同期を
試みています。

オレンジ点滅
カメラがベースス
テーションから離れ
すぎています。信号
強度が弱くなってい
ます。
消灯
カメラが検出され
ていません。

オレンジ点灯
ベースステーショ
ンは起動中です。

電源 インターネット カメラ

緑点滅 
ベースステーショ
ンはインターネット
経由でデータを送
受信しています。
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Arlo ProカメラのLED
カメラのLEDは、カメラの電源を入れると点灯します。LEDは、バッテリーの充電
状況に応じて色が変わったり、点滅したりします。また、カメラの同期、カメラの
ファームウェアのアップデートといったアクティビティの状況も示します。 

カメラのLEDの状態については、次の表を参照してください。
カメラの
LED

色と動作 意味

  青色に点灯 カメラはQuick Charge 9V電源アダプターに接続され、 
フル充電の状態です。

3秒間、青色ですばやく点滅 カメラはQuick Charge 9V電源アダプターに接続され、 
充電中です。

10秒間、青色ですばやく点滅 カメラはベースステーションに同期しました。

  オレンジに点灯 カメラは起動中です。

 1分に1回、オレンジ色で点滅 バッテリー残量が少なくなっています（15%以下）。

3秒間、オレンジ色ですばやく
点滅

カメラは充電されていません。カメラに同梱されていた
Quick Charge 9V電源アダプターではなく、5Vの充電器に
接続されています。

10秒間、オレンジ色ですばやく
点滅

カメラはベースステーションとの同期に失敗しました。

 青色とオレンジ色で交互に点滅 ファームウェアのアップデート中です。絶対にカメラの電源
を切らないでください。
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アカウントの設定
 ¾ Arloアカウントを設定します。

1. モバイルデバイスで [Arlo] アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

Touch ID®をサポートするモバイルデバイスをお使いの場合は、Touch IDを有効
にするか、またはスキップを選択するメッセージが表示されます。

2. Touch IDを使用するには、［Touch IDの有効化］をタップします。

［スキップ］をタップすると、指紋認証IDによるArloアプリへのログインを後で
有効にすることができます。指���IDによるArloアプリへのログインのオン/
オフ（59 ページ）を参照してください。

3. ［初めてArloを使いますか？］を選択します。

4. ［Arlo 100%ワイヤレス］を選択します。

5. アプリによってデバイスが検出されたら、メニューからお使いのベースステーシ
ョンのシリアル番号を選択します。

6. ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。

7. ［続ける］をタップまたはクリックします。

8. アカウント設定の必須項目を入力します。

9. ［続ける］をタップまたはクリックします。

10. サブスクリプション プランを選択します。

注意：詳細については、サブスクリプションプラン（70 ページ）を参照して
ください。

https://my.arlo.com/#/login
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Arloアカウントの設定が完了しました。Basic（ベーシック）サブスクリプション プ
ランでは、5台までのカメラをサポートします。有料サービスプランにアップグレー
ドすると、カメラの数を増やすことができます。利用可能なサービスプランは国や
地域により異なります。

既存のアカウントにArlo Proカメラを追加する
 ¾ 既存のアカウントにArlo Proカメラを追加します。

1. Arlo  アプリを起動します。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

カメラのページが表示されます。

2. ［デバイスの追加］を選択します。

3. 手順にしたがってカメラを追加します。

カメラとベースステーションの同期
 ¾ カメラを同期します。

1. カメラをベースステーションから30～100cmの距離に置きます。

注意： カメラは1度に1台ずつ同期してください。

2. ベースステーションの上部にあるSyncボタンを約2秒間押してから、離します。

https://my.arlo.com/#/login
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3. ベースステーションのカメラLEDが緑色に点滅するのを待ちます。

4. カメラの上部にあるSyncボタンを約2秒間押してから、離します。

同期すると、カメラLEDが青色に点灯し、高速点滅します。

これで、カメラのコンテンツを表示する準備ができました。

同期が失敗すると、LEDがオレンジ色に点灯し、10秒間高速点滅します。同期の
手順をやり直してください。

5. カメラごとに同じ手順を繰り返します。

Arlo Proのファームウェアのアップデート
初期設定の際、Arloアカウントにベースステーションを追加すると、Arlo Proシステ
ムによってファームウェアのアップデートが確認されます。最初のArlo Proカメラを
同期後に、利用できるファームウェアアップデートがある場合は、アップデートが
自動で実行されます。

ベースステーションのファームウェアのアップデートが完了すると、ベースステー
ションは再起動して、インターネットに接続します。

カメラのファームウェアのアップデート中、カメラのLEDは、青色とオレンジ色で
交互に点滅します。この後、カメラにファームウェアがインストールされている
間、LEDは1～2分間消灯します。
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重要：カメラでファームウェアのアップデートとインストールが実行されている間
は、バッテリーカバーを開けないでください。カメラのファームウェアのアップデー
トが完了すると、カメラとベースステーションの同期が再度実行され、カメラの
LEDが10秒間、青色で高速点滅します。

カメラの設置または取り付け
カメラは棚などの平らな場所に置いたり、
壁に取り付けたりできます。

注意： Arloアプリの配置モードを使用 
すると、カメラの位置を合わせやすく 
なります。詳細については、配�モード
（16 ページ）を参照してください。

 ¾ カメラを壁に取り付けます。

1. 取り付けネジを壁に固定し、ネジに 
磁気マウントを掛けます。

2. 石膏ボードにカメラを取り付ける場合
は、付属の石膏ボードプラスチックア
ンカーを使用してください。 
 
 

Arlo Proカメラに適した場所を選択する
Arlo Proカメラは、視野が開けていて遮蔽物がなく、ベースステーションに強いワイヤレス
信号を送信できる場所に設置してください。

Arlo Proカメラを設置する際は、距離に注意してください。
• 最大距離: ベースステーションから90 m以内にカメラを設置してください。最大距離はそ
の間に存在する壁や天井、または金属製のドアなどの障害物によって短くなります。例え
ば次のような障害物が該当します。
• 厚い壁や天井
• レンガ
• コンクリート
• 岩
• セラミック
• ガラス、鏡
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• 金属
• 大量の水 (水槽や貯水タンクなど)

注意： ベースステーションのカメラLEDを確認します。オレンジ色に点滅している
場合、カメラとベースステーションの距離が離れていて、信号強度が弱くなってい
ます。

• 最小距離: Arloカメラはベースステーションから3 m離し、カメラ同士は2 m以上離して設
置してください。このガイドラインを守ることで、デバイス間の無線LAN信号が相互に干渉
することを避けられます。

視野を最適化するようにカメラを配置する
次の図の緑の領域は、Arlo Pro カメラの水平方向と垂直方向の視野角を示しています。 

Arlo Pro 2カメラを設置する際は、以下のヒントを参考にしてください。

• アクティブな場所をカメラの視野に入れましょう。監視したい範囲がカメラの視野に
収まるようにカメラを設置してください。 

• カメラの視野を遮らないでください。カメラのすぐ近くに壁、テーブル、そのほかの物体
がないことを確認します。 

• Arloシステムにログインしてカメラの照準を合わせます。Arloの配置モードを使用す
ると、ビデオフィードを見ながら、ほぼリアルタイムでカメラの位置を調整して、カメラ
の照準を合わせられます。配置モードをオンにするには、カメラの [設定] を使用しま
す。カメラを設置したら配置モードをオフにします。または、5分経過すると自動的にオ
フになります。詳細については、配置モード（16 ページ）を参照してください。



16

システムのセットアップ 

• カメラを高い位置に置きます。Arloカメラは、センサーが適切に動作するように床面か
ら2 m以上の高さにやや下向きにして設置してください。

• 検知対象がArloの視野を横切るようにします。 Arloの動作センサーは、カメラに近付
く動きや遠ざかる動きよりも視野を横切る動きに対して敏感に動作します。最も検知
しやすい距離は、カメラから1.5～6 mの範囲です。

動作の検知テストを使用すると、現在のカメラ位置で動作を検知できるかどうかを確認で
きます。動作が検知されるとカメラランプがオレンジに点滅します。動作検知テストをオン
にするには、カメラの [設定] を使用します。 

配置モード
配置モードを使用できるのは、カメラがストリーミングや動作の録画、動作検知を
行っていないときだけです。

 ¾ 配置モードでカメラを設置します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login」と入力します。

https://my.arlo.com/#/login
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Touch IDをサポートするモバイルデバイスをお使いの場合は、Touch IDを有効にする
か、またはスキップを選択するメッセージが表示されます。

2. ［設定］をタップまたはクリックします。

［設定］ページが表示されます。

3. ［カメラ設定］で、設置するカメラを選択します。

4. ［配置モード］をタップまたはクリックします。

カメラがビデオのストリーミングを開始します。

注意： 配置モードでは、ビデオがバッファリングされることなく、ただちにスト
リーミングされるので、PCやモバイルデバイスで確認しながら、ほぼリアルタイム
でカメラの位置を調整して、カメラの最適な設置場所を探すことができます。配置
モードでは、ビデオの画質が低下する可能性があります。

Arlo Proバッテリーの再充電
 ¾ バッテリーを再充電します。

1. カメラを屋内に置きます。

カメラを屋外で使用している場合、バッテリーの充電中は屋内に移します。

2. 電源アダプターケーブルをカメラの電源アダプターに接続します。

注意：バッテリーを充電するには、Arlo Pro電源アダプターを使用する必要があ
ります。

3. アダプターケーブルのもう一方の端をカメラに接続します。
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システムのセットアップ 

4. 電源アダプターのプラグをコンセントに差し込みます。

バッテリーの充電が完了すると、カメラのLEDが青色に点灯します。

注意： 予備のArlo Pro充電式バッテリーを購入し、Arlo充電用ステーション（別
売）で充電することができます。Arlo Proカメラを連続して使用するには、フル充電
した予備のバッテリーをすぐ使えるように準備しておくことを推奨します。

他のArloアカウントからカメラを追加する
 ¾ 他のArloアカウントからカメラを追加します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. 他のArloアカウントにログインします。

3. ［設定］をタップまたはクリックします。

［設定］ページが表示されます。

4. ［マイ デバイス］をタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

5. カメラを選択します。

カメラの設定が表示されます。

6. 下にスクロールし、［デバイスを取り外す］をタップまたはクリックします。

アカウントからカメラが削除されます。

7. Arloアプリからログアウトします。

8. Arloアカウントにログインし、カメラをベースステーションに同期します。

https://my.arlo.com/#/login
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2. コンテンツを見る
カメラで録画されたビデオはライブラリに保存されます。録画したものやスナップショットを見
たり、お気に入りにしたり、フィルターを使って検索したりできます。

デバイスページを見る
Arloアプリを起動すると、［デバイス］ページが表示されます。

ライブフィー
ドアイコン

［Live］をタップまたはクリックすると
表示されます

カメラアイコン 表示されるアイコンは、モードやカメラの
設定によって異なります

一時停止 音声検知がオンです

手動でビデオを録画します 動作検知がオンです

スナップショット 無線LAN信号

明るさ USBストレージデバイス

マイク バッテリー残量

スピーカー

全画面

カメラ名

カメラフィード

カメラアイコン

デバイスの選択

新しい録画

スナップショット/ 
ビデオライブラリ

検知モード

設定
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カメラフィードを見る
カメラフィードはいつでも見ることができます。

 ¾ カメラフィードを見ます。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。各カメラフィード上のアイコンは、現在選択され
ているモードのルールとカメラの接続方法によって異なります。これらのアイコンの詳
細については、 デバイスページを見る （19 ページ） を参照してください。

2. ライブフィードを視聴するには、カメラフィードイメージの［Live］をタップ
またはクリックします。

カメラのライブストリームイメージの下に一連のライブフィードアイコンが表示
されます。

3. ライブフィードの視聴を停止するには、［一時停止］のアイコンをクリックまた
はタップします。

ビデオのパンとズーム
パンやズームを行って、ライブビデオや録画ビデオを高い解像度で詳しく見ることができま
す。モバイルデバイスで写真を見るときのように、あらゆる画像をピンチしたり、ドラッグし
たりすることができます。

 ¾ ビデオをパンおよびズームします。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［ライブラリ］をタップまたはクリックします。

ページ上部にカレンダーが表示されます。

3. Arloライブラリの任意のライブビデオまたは録画済みビデオを選択します。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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4. モバイルデバイスを使用してパンおよびズームするには、次の操作を行います。
• ビデオにズームイン、またはビデオからズームアウトするには、ピンチジェスチャー
を使います。

• ズームインしたフレーム内を移動するには、タッチしてドラッグします。

5. PCを使用してパンおよびズームするには、次の操作を行います。
• ズームイン、またはズームアウトするには、［ズーム］アイコンをクリックします。

• フレーム内で移動するには、マウスボタンを使用します。

ライブビデオからのクリップの録画
 ¾ ライブビデオからクリップを録画します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. カメラフィードイメージの［Live］をタップまたはクリックします。

カメラフィードイメージの下部にカメラフィードアイコンが表示されます。

3. ［ビデオの録画  ］をタップまたはクリックします。

このアイコンが、ライブフィードを録画していることを示す、赤色になります。

4. 録画を停止するには、［ビデオの録画  ］をタップまたはクリックします。

録画がライブラリに保存されます。

ライブビデオからのスナップショットの撮影
 ¾ ライブビデオからスナップショットを撮影します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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2. カメラフィードイメージの［Live］をタップまたはクリックします。

カメラフィードイメージの下部にカメラフィードアイコンが表示されます。

3. ［スナップショット  ］をタップまたはクリックします。

スナップショットはライブラリに保存されます。

Talk & Listen（トーク&リスン）
 ¾ 話をしたり、聞いたりします。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. カメラフィードイメージの［Live］をタップまたはクリックします。

カメラフィードイメージの下部にカメラフィードアイコンが表示されます。

3. ［マイク  ］をタップまたはクリックします。

マイクボタンが表示されます。

4. ボタンが明るい緑色になるまで待ちます。

これには最大5秒かかることがあります。ボタンが明るい緑色になったら、準備完了
です。

5. マイクボタンを押したまま、またはクリックしたまま話してください。

カメラフィードイメージの制御
複数のカメラを使用する場合は、［デバイス］ページにカメラフィードが表示される順序を
変更できます。カメラフィードイメージをズーム、反転、または回転することもできます。

カメラの順序の変更
 ¾ ［デバイス］ページ上のカメラの順序を変更します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］をタップまたはクリックします。

［設定］ページが表示されます。

3. ［システム］で、［デバイスの順番］をタップまたはクリックします。

［デバイス］ページに表示される順序でデバイスのリストが表示されます。

4. モバイルデバイスをお使いの場合は、ページ上部の［編集］をタップします。

リストアイコンが表示されます。

5. リストアイコンをタップしたまま、または右クリックして、カメラをリスト内の
妥当な位置にドラッグします。

6. ［完了］をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

カメライメージのズーム
 ¾ カメライメージをズームします。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

カメラ設定が表示されます。

4. ［録画の設定］をタップまたはクリックします。

https://my.arlo.com/#/login
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5. ［アクティビティゾーン］で、［ズーム  ］をタップまたはクリックします。

6. 必要に応じて、イメージボックスのサイズを変更したり位置を変えたりします。

7. ［ズーム  ］をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

カメラフィードの反転
ビデオフィードイメージを反転できます。

 ¾ ビデオ表示を反転します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

カメラ設定が表示されます。

4. ［録画の設定］をタップまたはクリックします。

［録画の設定］ページが表示されます。

5. ［イメージの反転］をタップまたはクリックします。
6. カメラフィードイメージが反転します。

クラウド録画
クラウド録画では、Arlo Proのカメラで録画されたものがすべてクラウドのライブラリ内の
安全なストレージに保存されます。クラウド録画は、無料および有料のプランで利用でき
ます。Arlo Proカメラは、動作または音声の検知時に録画を開始します。録画は、作成した
ユーザー名とパスワードで暗号化されます。他のだれも録画にはアクセスできません。 

録画には、モバイルデバイスまたはWindows PCやMac からアクセスできます。長期間保
存したい場合は、録画をクラウドからダウンロードしてモバイルデバイスまたはPCに保存
できます。

https://my.arlo.com/#/login
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録画とスナップショットを見る
Arlo Proカメラの録画とスナップショットはライブラリに保存されます。フィルターとカレン
ダーを使用して特定の録画を検索して見ることができます。

ライブラリの使用
ライブラリを使用して日付ベースで録画を検索して見ることができます。

 ¾ ライブラリを使用します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［ライブラリ］をタップまたはクリックします。

［ライブラリ］ページにカレンダーが表示されます。

3. 録画を開始してから1カ月を超えている場合は、矢印を使って月を選択してくだ
さい。

ビデオクリップが録画された日付は緑色の円で示されます。

4. 強調表示された日付を選択します。

その日の録画がカレンダーの下に表示されます。

フィルターの使用
フィルターを使用して、選択した条件の録画を検索して見ることができます。 

 ¾ フィルターを使用してライブラリを表示します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

https://my.arlo.com/#/login
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PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［ライブラリ］をタップまたはクリックします。

［ライブラリ］ページが表示されます。

3. ページの左上隅にある［フィルター］アイコン  をタップまたはクリックします。

［フィルター］ページが表示されます。

4. 使用するフィルタリング条件を選択します。 

5. フィルタリングを取り消すには、［リセット］をタップまたはクリックします。

6. ［完了］をタップまたはクリックします。

［フィルター］アイコン  が、フィルタリングを使用していることを示す、 
無地の緑色になります。選択したフィルターに一致する録画が表示されます。 
録画のある日付が暗い緑色で強調表示されます。

フィルターの無効化
［ライブラリ］ページの［フィルター］アイコン  は、フィルタリングを使用し
ているときは無地の緑色です。フィルタリングが使用されているときは、ライブラ
リ内の録画のうちフィルター条件に一致するものだけが表示されます。フィルタリ
ングは無効にできます。

 ¾ ライブラリのフィルタリングを無効にします。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［ライブラリ］をタップまたはクリックします。

3. ページの左上隅にある［フィルター］アイコン  をタップまたはクリックします。

［フィルター］ページが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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4. ページ下部の［リセット］をタップまたはクリックします。

フィルタリングが無効になります。［フィルター］アイコン  が、フィルタリ
ングが使用されていないことを示す輪郭線になります。

ライブラリの録画ビデオを共有および管理する
録画ビデオをダウンロードする

 ¾ ライブラリからクリップをダウンロードします。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。 

2. ［ライブラリ］をタップまたはクリックします。

［ライブラリ］ページが表示されます。

3. スナップショットまたはビデオをタップまたはクリックします。

4.  をタップまたはクリックします。

選択したファイルがダウンロードされます。

お気に入りの録画を作成する
 ¾ お気に入りの録音を作成します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。 

2. ［ライブラリ］をタップまたはクリックします。

［ライブラリ］ページが表示されます。

3. スナップショットまたはビデオをタップまたはクリックします。

4.  をタップまたはクリックします。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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録画を共有する
 ¾ 録画を共有します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。 

2. ［ライブラリ］をタップまたはクリックします。

［ライブラリ］ページが表示されます。

3. スナップショットまたはビデオをタップまたはクリックします。

4.  をタップまたはクリックします。

5. ファイルを共有します。

研究活動のために録画を提供する
Arlo製品の研究開発に役立つように、Arlo Technologiesにビデオファイルまたはス
ナップショットファイルを提供することができます。

 ¾ 録画を提供します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。 

2. ［ライブラリ］をタップまたはクリックします。

［ライブラリ］ページが表示されます。

3. スナップショットまたはビデオをタップまたはクリックします。

4.  をタップまたはクリックします。

5. ［OK］をタップまたはクリックして確認します。

ファイルがArloに送信されます。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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録画を削除する
 ¾ 録画を削除します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。 

2. ［ライブラリ］をタップまたはクリックします。

［ライブラリ］ページが表示されます。

3. スナップショットまたはビデオをタップまたはクリックします。

4.  をタップまたはクリックします。

5. ［続ける］または［削除］をタップまたはクリックして確認します。

ファイルが削除されます。

https://my.arlo.com/#/login
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3.  USBストレージデバイスの使用
録画はすべてクラウド内に保存されますが、Arlo ProベースステーションにUSBスト
レージデバイスを接続し、このUSBストレージデバイスを録画を保存するバックア
ップの場所として使用することもできます。USBストレージデバイスを接続するだ
けで、ベースステーションがすべての設定を自動で有効にします。クラウド録画の
代わりとして、USBストレージデバイスを単独で使用することはできません。

USBストレージデバイスを接続すると、カメラは、動作と音声によってトリガーさ
れた録画（CVRを除く）を、クラウドとUSBストレージデバイスの両方に保存しま
す。カメラとベースステーションの電源が入っていて、インターネット接続が切断
された場合、カメラはUSBストレージデバイスへの録画を続けます。

USBストレージデバイスの空き容量がなくなると、Arloアプリによって通知されま
す。カメラはUSBストレージデバイスを再フォーマットできます。 USBストレージ
デバイスの接続 （30 ページ） を参照してください。

USBストレージデバイスの接続
 ¾ USBストレージデバイスをArlo Proベースステーションに接続します。

Arlo ProベースステーションのUSBポートにUSBストレージデバイスのケーブルを
差し込みます。
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USBストレージデバイスの使用 

USBストレージデバイスのステータスの確認
USBストレージデバイスの空き容量が少なくなっている場合や、USBストレージデ
バイスが適切にフォーマットされていない場合、Arloアプリによって通知されま
す。また、Arloアプリを使用して、USBストレージデバイスのステータスを確認す
ることもできます。

 ¾ ベースステーションに接続済みのUSBストレージデバイスのステータスを確認し
ます。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。

［デバイスの設定］ページが表示されます。

4. ［ローカルストレージ］をタップまたはクリックします。

［ローカルストレージ］ページが表示されます。

［USBデバイス ステータス］に、USBストレージデバイスが使用可能かどうか、
フォーマットが必要かどうか、または空き容量があるかどうかが表示されます。

USBストレージデバイスの安全な取り外し
注意： USBストレージデバイスの取り外し中に録画が行われないよう、安全に取り
外す必要があります。使用中にUSBストレージデバイス取り外すと、そのUSBスト 
レージデバイスは完全に使用できなくなることがあります。USBストレージデバイ
ス上のファイルが破損する場合もあります。

Arlo Proベースステーションに接続したUSBストレージデバイスを抜くと、別のUSB
ストレージデバイスを接続するまで、USBへの録画が無効になります。有効なUSB
ストレージデバイスを抜いたときに、別のUSBストレージデバイスがすでに接続さ
れている場合、そのもう1つのUSBストレージデバイスでUSB録画が自動的に有効に
なります。

https://my.arlo.com/#/login
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 ¾ USBストレージデバイスを安全に取り外します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

ベースステーションとカメラのリストが表示されます。

4. ベースステーションを選択します。

［デバイスの設定］ページが表示されます。

5. ［ローカルストレージ］をタップまたはクリックします。

［ローカルストレージ］ページが表示されます。接続済みのUSBストレージデバ
イスには、ベースステーションのUSBポートに対応する番号が付けられていま
す。取り外すデバイスが分からない場合は、USBストレージデバイスが接続され
ているArlo ProベースステーションのUSBポートの番号を確認します。

6. 取り外すUSBストレージデバイスを選択します。

7. ［USBデバイスを安全に取り外す］をタップまたはクリックします。

8. 進捗を示す「USBデバイスを取り外ししています…」というメッセージの表示が
消えたら、Arlo ProベースステーションからUSBストレージデバイスを抜きます。

ページ上の設定が編集不可になり、USBストレージデバイスが取り外されたこと
を示します。カメラは、そのUSBストレージデバイスへの録画を停止します。こ
れで、このUSBストレージデバイスのケーブルを安全に抜くことができます。

別のUSBストレージデバイスがArlo Proベースステーションに接続されてい
て、USB録画が有効な場合、そのUSBストレージデバイスで録画が自動的に有効
になります。

USBストレージデバイスのビデオクリップを見る
USBストレージデバイス上のビデオクリップは、Arloアプリには表示されません
が、Windows PCまたはMacを使用してクリップを見ることができます。

https://my.arlo.com/#/login
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 ¾ USBストレージデバイスのビデオクリップを見ます。

1. USBストレージデバイスを安全に取り外します。

詳細については、 USBストレージデバイスの��な�り�し （31 ページ） 
を参照してください。

クラウド録画は引き続き有効です。別のUSBストレージデバイスがArlo Proベー
スステーションに接続されていて、USB録画が有効な場合、そのUSBストレージ
デバイスで録画が自動的に有効になります。

2. 取り外したUSBストレージデバイスをWindows PCまたはMacに接続します。

3. USBストレージデバイスがPCの使用可能なドライブに表示されるまで待ち、ドラ
イブフォルダーを開いて、USBストレージデバイス上のファイルを表示します。

4. arloフォルダーを開きます。

録画されたビデオは、このフォルダーにMP4（H.264）フォーマットで保存され
ています。ビデオファイルには、カメラのシリアル番号_ビデオ番号_日付_ビデ
オクリップタグの形式で名前が付けられます。日付は、YYYYMMDDの形式にな
ります。

注意：MP4ファイルを再生できない場合は、再生ソフトウェアを最新バージョン
にアップデートしてから、もう一度試してください。

USBストレージデバイスの上書き設定の変更
デフォルトでは、USBストレージの使用可能容量が20%未満になると、新しい録画
を行うためのスペースを作るために、最も古い録画が消去されます。この設定は、
必要に応じて変更できます。

 ¾ USBストレージデバイスの上書き設定を変更します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
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3. ベースステーションを選択します。

［デバイスの設定］ページが表示されます。

4. ［ローカルストレージ］をタップまたはクリックします。

［ローカルストレージ］ページが表示されます。

5. ［自動的に上書き］をタップまたはクリックします。

設定が変更されます。

USBストレージデバイスのフォーマット
USBストレージデバイスのフォーマットが必要な場合、Arloアプリに通知メッセー
ジがポップアップ表示されます。Arlo ProベースステーションでUSBストレージデバ
イスをフォーマットできます。

警告：ストレージ容量が2 TBを超えるストレージデバイスのフォーマットには、 
Arlo Proベースステーションを使用しないでください。ベースステーションで
は、FAT32ファイルシステムを使用してストレージデバイスをフォーマットしま
す。FAT32は、最大2 TBまでのストレージに対応しています。上限を超えるスト 
レージデバイスの容量は、フォーマットプロセスで2 TBに削減されます。

 ¾ USBストレージデバイスをフォーマットします。

1. USBストレージデバイス上のファイルを保存しておきたい場合は、USBストレー
ジデバイスをフォーマットする前に、別の場所にファイルを保存またはコピーし
ます。

USBストレージデバイスをフォーマットすると、デバイス上のファイルは削除さ
れます。

2. USBストレージデバイスをArlo ProベースステーションのUSBポートに接続します。

詳細については、 USBストレージデバイスの接続 （30 ページ）を参照してく
ださい。

3. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン をタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレスバーに  
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。 

4. ［設定］>［マイ デバイス］に移動します。

https://my.arlo.com/#/login
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デバイスのリストが表示されます。

5. ベースステーションを選択します。

［デバイス設定］ページが表示されます。

6. ［ローカルストレージ］をタップまたはクリックします。

［ローカルストレージ］ページが表示されます。

USBデバイス1またはUSBデバイス2の横にフォーマットを要求するメッセージが
表示される場合、USBストレージデバイスが正しい形式（FAT32）ではありませ
ん。USBストレージデバイスをローカルストレージとして使用する前にフォーマ
ットする必要があります。

警告：USBストレージデバイスをフォーマットすると、デバイスからすべての 
データが消去されます。USBストレージデバイス上のファイルを保持しておきた
い場合は、USBストレージデバイスをフォーマットする前に、別の場所にそれら
のファイルをコピーします。 
 
ストレージ容量が2 TBを超えるストレージデバイスのフォーマットには、Arlo 
Proベースステーションを使用しないでください。ベースステーションで
は、FAT32ファイルシステムを使用してストレージデバイスをフォーマットしま
す。FAT32は、最大2 TBまでのストレージに対応しています。上限を超えるスト
レージデバイスの容量は、フォーマットプロセスで2 TBに削減されます。

7. フォーマットするUSBストレージデバイスの横の［>］をタップまたはクリックし
ます。

8. ［USBデバイスのフォーマット］をタップまたはクリックします。

9. USBデバイスのステータスが［フォーマット中］から［使用可能］に変わるまで待
ちます。 

警告：フォーマット中にUSBストレージデバイスを取り外さないでください。USB
ストレージデバイスが永久に使用できなくなる可能性があります。

USBストレージデバイスへの録画の有効化
 ¾ USBストレージデバイスへの録画を有効にします。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

https://my.arlo.com/#/login
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［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。

［デバイスの設定］ページが表示されます。

4. ［ローカルストレージ］をタップまたはクリックします。

［ローカルストレージ］ページが表示されます。

5. USBストレージデバイスを選択します。

6. USBストレージデバイスの横に「フォーマットを要求しています。」というメッ
セージが表示されたら、フォーマットの手順にしたがってください。

フォーマットの詳細については、USBストレージデバイスの接続 （30 ページ）を 
参照してください。

7. ［USBデバイス録画］をタップまたはクリックします。

USBデバイス録画のオンとオフが切り替わります。

USBストレージデバイスへの録画の停止
 ¾  USBストレージデバイスへの録画を停止します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。

［デバイスの設定］ページが表示されます。

4. ［ローカルストレージ］をタップまたはクリックします。

5. ［USBデバイス録画］の横のスライダーをタップまたはクリックして、USBスト
レージデバイスへの録画を停止します。

https://my.arlo.com/#/login
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4. システムのカスタマイズ
カメラ名などのArlo Pro設定は管理しやすいようにカスタマイズできます。友人にアク
セス権を付与したり、クラウド録画をセットアップしたりできます。

カメラに名前を付ける
Arlo Proカメラは、名前を変更することで簡単にカスタマイズできます。

 ¾ Arlo Proカメラの名前を変更します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが�示されます。

3. カメラを選択します。

カメラ設定が表示されます。

4. ［名前］フィールドで、現在の名前を削除し、カメラの場所を思い出せる新しい
名前（「車庫」や「玄関ドア」など）を入力します。
カメラ名は、32文字までです。

5. ［保存］をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

プロファイル設定
［新規セットアップ］を使用するときに入力するメールアドレスとパスワードは、
プロファイルとして保存されます。パスワードとユーザー名は変更できます。モバ
イルアプリでは、Arloアプリを起動すると自動的にログインしますが、自動ログイ
ンのオン/オフを切り替えることができます。

https://my.arlo.com/#/login
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パスワードとユーザー名の変更
 ¾ パスワードとユーザー名を変更します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］をタップまたはクリックします。

［設定］ページが表示されます。

3. ［アカウント］で、［プロファイル］をタップまたはクリックします。

［プロファイル］ページが表示されます。

4. モバイルデバイスをお使いの場合は、ページ上部の［編集］をタップします。

［プロファイル］ページが表示されます。

5. パスワードおよび名前フィールドに新しいエントリを入力します。

6. ［完了］をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

モバイルデバイスの自動ログインのオン/オフを切り替える
自動ログインがオンのときにモバイルデバイスのArloアプリを起動すると、前回ロ
グイン時に使用したメールアドレスとパスワードで自動的にログインします。

 ¾ モバイルデバイスの自動ログインのオン/オフを切り替えます。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］をタップまたはクリックします。

［設定］ページが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
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3. ［アカウント］で、［プロファイル］をタップまたはクリックします。

［プロファイル］ページが表示されます。

4. ［自動ログイン］をタップします。

設定が保存されます。

友人へのアクセス権の付与
Arloアカウントに友人を追加できます。友人は、カメラのライブストリームを見た
り、ビデオクリップを録画したり、ライブラリのクリップを見たり、共有したり、
お気に入りとしてマークしたり、削除したり、スナップショットを撮影したりでき
ます。友人には、Arloアカウントの一部の設定および機能への限定アクセスが付与
されます。友人が表示できるカメラや、友人の管理権限を設定することができます。

友人の追加
 ¾ Arloアカウントに友人を追加します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］をタップまたはクリックします。

［設定］ページが表示されます。

3. ［アカウント］で、［アクセス権の付与］をタップまたはクリックします。

4. ［追加］またはプラス（+）記号をタップまたはクリックします。

5. 友人として追加する人の名、姓、メールアドレスを入力します。

6. 友人がアクセスできるようにするカメラを選択します。

7. ［招待を送る］をタップまたはクリックします。

Arloアカウントの作成を勧める招待メールが友人に送信されます。この友人の名
前が［保留］ステータスで表示されます。友人が招待を受け入れると、ステータ
スが［承認済み］に変わります。

https://my.arlo.com/#/login
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友人のアクセス権の編集
 ¾ 友人のアクセス権を編集します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］をタップまたはクリックします。

3. ［アカウント］で、［アクセス権の付与］をタップまたはクリックします。

友人のリストがそれらのアカウントのステータスと一緒に表示されます。

4. 友人を選択し、［編集  ］をタップまたはクリックします。

［編集］ページが表示されます。

5. カメラをタップまたはクリックすると、選択または選択解除されます。

6. ［アクセス権の許可］をタップまたはクリックします。

［アクセス権の許可］を選択することで、この友人があなたのアカウントおよび
カメラ設定を変更することが許可されます。

7. ［完了］をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

友人の削除
 ¾ 友人の権限を削除します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］をタップまたはクリックします。

3. ［アカウント］で、［アクセス権の付与］をタップまたはクリックします。

友人のリストがそれらのアカウントのステータスと一緒に表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
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4. 友人を選択し、［編集  ］をタップまたはクリックします。

［編集］ページが表示されます。

5. ［友人を削除］をタップまたはクリックします。

6. ［はい］をタップまたはクリックします。

友人が削除されます。
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5. モード、ルール、スマートアラート
モードやルールを使用して、さまざまな状況で何をするかをArloシステムに指示するこ
とができます。例えば、ある特定のカメラの動作センサーが検知した場合にはビデオを
30秒間録画して、アラートメールを送信するように設定できます。

モード
モードを使用すると、時間によってArloカメラの応答を変えることができます。例
えば、リビングルームでヨガをしているときには、リビングルームでの動作につい
てのアラートを受け取りたくないでしょう。また、休暇で家を離れているときに
は、買い物に1時間ほど出かけているときとは異なるモードを有効にするといった
使い方もできます。Arloのモードを使用すると、動作や音声に対するカメラの応答
を完全にコントロールすることができます。

独自のモードを作成することもできますが、Arlo Proには次のモードがあらかじめ
設定されています。

 警戒：このカメラでは検知がオンです。

 待機：このカメラでは検知がオフです。

 スケジュール：スケジュールに基づいて検知を管理します。

  ジオフェンス：ジオフェンスを使用すると、モバイルデバイスによってあなたが
特定の場所に到着したこと、または出発したことを判断し、それによって警戒、
待機を切り替えたり、スケジュールモードを再開したりすることができます。

［警戒］および［スケジュール］モードをカスタマイズしたり、新しいモードを追加
したりできます。一部の動作センサーとカメラがアクティブで、他の動作センサーと
カメラはアクティブでないモードを作成することもできます。例えば、睡眠中に、屋
外のカメラをアクティブにし、屋内のカメラを非アクティブにしたい場合などです。

注意： 同じカメラにさまざまなモードを作成できますが、そのカメラで一度に使用できる
モードは1つだけです。
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ルール
各モードは、1つ以上のルールで構成されます。ルールは、Arloシステムに詳しい指
示を与えます。モードごとに次のオプションを設定できます。

• トリガーとなるデバイス：トリガーとなるデバイスとは、動作や音声を検知する
カメラです。

• トリガー：トリガーとは、Arlo Pro 100%ワイヤレスカメラの動作検知、音声検
知です。動作や音声に対するカメラの感度を調整して、誤認アラームを最小限に
抑えることができます。

• デバイス：あるカメラでの動作または音声の検知によって、別のカメラでビデオ
を録画したり、スナップショットを撮影するようにトリガーすることができま
す。例えば、裏庭のカメラや私道のカメラによって、玄関のカメラによるビデオ
録画の開始をトリガーすると便利です。

• アクション：動作または音声に応答する各デバイスでは、ビデオの録画、スナッ
プショットの撮影を行えます。何もしないことを選択することもできます。ビデ
オの録画時間は、10秒～2分の間で調整できます。Arlo Proベースステーション
をお使いの場合は、トリガーに対して警報をオンにするようにArlo Proベースス
テーションを設定することもできます。警報の長さは4種類あり、音量は3段階
から選べます。

• アラート：トリガーが検知された場合に、Arloからプッシュ通知とアラートメー
ルのどちらか、または両方を送信するように設定できます。また、友人、家族、
ペットシッターなど、カメラがトリガーされたときに対応する必要がある任意の
人にアラートメールを送信するよう、選択することもできます。

ArloモバイルアプリとWebアプリでは、表示される手順に従うだけで、Arloシステ
ムや機能の設定を行うことができますが、Arloナレッジベースにも、Arlo Smartホー
ムセキュリティシステムを最大限に活用するのに役立つ手順が詳しく掲載されてい
ます。 

モードの選択
モードは手動でオンとオフを切り替えることも、スケジュールに基づいてオンにす
ることもできます。次の方法は、モードを制御するスケジュールを使用していない
ときや、既存のスケジュールを無効にするときに使用してください。少なくとも1
つのモードを使用する必要があります。Arlo Proカメラには、常に何らかのモード
が適用されています。「何もしない」と設定されたモードが適用されていることも
あります。
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Arloアプリのメニューを使用したモードの選択
 ¾ カメラのモードを選択します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［モード］をタップまたはクリックします。

カメラのリストが表示されます。

3. Arlo Proカメラを選択します。

［モード］ページが表示されます。

4. オンにするモードを選択します。

選択したモードがただちにオンになります。このモードは、変更するまでオンの
ままです。

［デバイス］ページを表示したときにカメラフィードの上部に表示されるアイコン
は、現在選択されているモードによって決まります。

 動作：動作検知がオンです。

 音声：音声検知がオンです。

3D Touchを使用してモードをすばやく選択する
3D Touch機能をサポートするモバイルデバイスをお使いの場合は、3D Touchを使用
してモードをすばやく選択することができます。

 ¾ 3D Touchを使用してカメラのモードを選択します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップして押さえます。

デフォルトで選択できるモード（警戒、待機、スケジュール、ジオフェンス）が
リスト形式でメニューに表示されます。

2. メニューのモードをタップして、モードをオンにします。

オンにしたモードが選択された状態で、［モード］ページが表示されます。この
モードは、変更するまでオンのままです。

https://my.arlo.com/#/login


45

モード、ルール、スマートアラート 

［デバイス］ページを表示したときにカメラフィードの上部に表示されるアイコン
は、現在選択されているモードによって決まります。 

 動作：動作検知がオンです。

 音声：音声検知がオンです。

動作感度の変更
Arlo Proカメラの感度レベルは簡単に変更できます。

 ¾ カメラの感度レベルを変更します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［モード］をタップまたはクリックします。

カメラのリストが表示されます。

3. Arlo Proカメラを選択します。

［モード］ページが表示されます。

4. モードの横にある［編集 ］をタップまたはクリックします。

［ルールを編集］ページが表示されます。

5. 編集するルールの横にある［編集 ］をタップまたはクリックします。

6. ［次の場合］で、［動作検知］の横にある［編集 ］をタップまたはクリック
します。

［動作検知の設定］ページが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
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7. スライダーを動かして、このカメラの動作検知感度レベルを調整します。

モバイルデバイスを使用して設定を指定した場合は、設定が保存されます。

8. ブラウザーを使用して設定を指定した場合は［保存］をクリックします。

設定が保存されます。

動作が停止したら録画を自動的に停止する
 ¾ 動作が停止したら録画を自動的に停止します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。 

2. ［モード］をタップまたはクリックします。

3. モードを編集するデバイスをタップまたはクリックします。

使用するデバイスが1つしかない場合、それが自動的に選択されています。 

4. モードの横の をタップするか［＞］をクリックします。

5. ［ルール］でカメラの横にある をタップするか、または［編集］をクリック
します。

6. ［次のことをします］の下で、［ビデオの録画］の横にある をタップするか
［＞］をクリックします。

7. ［動作イベントが終了するまで録画（最大300秒）］を選択します。

8. PCの場合は［ルールの編集］をクリックします。

9. ［保存］をタップまたはクリックします。

音声感度の変更
 ¾ カメラの音声感度を変更します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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2. ［モード］をタップまたはクリックします。

カメラのリストが表示されます。

3. Arlo Proカメラをタップまたはクリックします。

モードのリストが表示されます。

4. ［警戒］の横にある［編集 ］をタップまたはクリックします。

［ルールを編集］ページが表示されます。

5. ルールの横にある［編集 ］をタップまたはクリックします。

［ルールを編集］ページが表示されます。

6. ［次の場合］で、［音声検知］の横にある［編集 ］をタップまたはクリック
します。

［音声検知］ページが表示されます。

7. 目的の音声検知レベルまでスライダーを動かします。

モバイルデバイスを使用して設定を指定した場合は、設定が保存されます。

8. ブラウザーを使用して設定を指定した場合は［保存］をクリックします。

設定が保存されます。

警報音を鳴らすルールの追加
警報音を鳴らすルールを追加するには、新しいモードの追加か既存のモードの編集
が必要です。 

注意： Arlo 100%ワイヤレスカメラまたはArlo ProカメラがArlo Proベースステーション
へ接続されているときのみ警報音のルールが有効になります。

新しいモードの追加の詳細については、モードの追加 （55 ページ）を参照して
ください。

既存のモードを編集するには、以下の手順に従います。

 ¾ 警報音を鳴らすルールを追加します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

https://my.arlo.com/#/login
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［デバイス］ページが表示されます。 

2. ［モード］をタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. Arlo Proベースステーションを選択します。

4. モードの横の  をタップするか、または［>］をクリックします。

5. ［ルール］でカメラの横にある  をタップするか、または［編集］をクリッ
クします。

6. ［警報を鳴らす］のチェックボックスを選択します。

7. ［警報を鳴らす］の横にある  または［>］を選択します。

8. ［警報音の長さ］と［警報の音量］のスライダーを設定します。

9. ［ルールの編集］をタップするか、または［戻る］をクリックします。

10. ［完了］をタップするか、または［保存］をクリックします。

注意： このルールは、警報のトリガーを追加したモードを有効にするまで、アク
ティブにはなりません。

アラートの管理
モバイルデバイスに通知をプッシュしたり、アラートメールを送信したり、その両
方を行ったりできます。モバイルデバイスでArlo通知を受け取るには、Arloアプリ
を入手する必要があります。
注意： モバイルデバイスでArloアプリからログアウトした場合、プッシュ通知の受信は停
止します。

 ¾ カメラのアラート設定を変更します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［モード］をタップまたはクリックします。

カメラのリストが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
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3. Arlo Proカメラを選択します。

モードのリストが表示されます。

4. ［警戒］またはカスタムモードの横にある［編集  ］をタップまたはクリッ
クします。

［ルールを編集］ページが表示されます。

5. ［次の場合］で、動作検知および音声検知設定を指定します。

6. ［次のことをします］で、動作または音声が検知された場合のArlo Proの応答方
法を指定します。

［何もしない］、［ビデオの録画］、または［スナップショットの撮影］から選
択できます。

7. ［アラート］で［プッシュ通知］をタップまたはクリックすると、モバイルデバ
イスのアラートのオンとオフを切り替えられます。

8. メール通知の場合は、［アラートメール］チェックボックスが選択されているこ
とを確認してください。

9. メールアドレスを指定するには、［アラートメール］の横にある［編集］をタッ
プまたはクリックして、メールアドレスを入力します。

ジオフェンスの設定
ジオフェンスは、あらかじめ設定したゾーンに人または物の出入りがあったことを検
知するのに役立つ、仮想のフェンスです。Arloのジオフェンスを使用して、お使いの
モバイルデバイスがゾーン内とゾーン外のどちらにあるかに基づき、警戒モードと待
機モードを切り替えたり、スケジュールモードを再開したりすることができます。

ジオフェンスを設定するには、モバイルデバイスを使用し、Arloアプリであなたの
位置情報を使用できるようにする必要があります。

モバイルデバイスの設定
 ¾ ジオフェンスの精度が向上するように、モバイルデバイスを設定します。

1. GPSまたは位置情報サービスをオンにして、Arloがあなたの端末の位置を特定で
きるようにします。

2. WiFiを有効にします。
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ジオフェンスの初期設定と、モードの設定
 ¾ ジオフェンスの初期設定と、モードの設定を行います。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［モード］をタップします。

カメラのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

使用可能なモードのリストが表示されます。

4. ［ジオフェンス］をタップします。

「Arlo が現在の位置情報を要求しています」というメッセージが表示されます。

5. ［許可］をタップします。

ジオフェンスは、Arloがお使いのモバイルデバイスの場所を特定できる場合のみ
機能します。［ロケーションの住所］ページに、現在の住所が表示されます。

6. この住所を変更するには、［住所］フィールドをタップし、ロケーションの住所
を入力して、［次へ］をタップします。

ジオフェンス範囲に［中］と表示されます。

7. 範囲の設定を変更するには、［範囲］アイコンをタップし、範囲の規模を選択し
て、［次へ］をタップします。
範囲の規模は、［小］、［中］、または［大］（それぞれ約150m、250m、 
500m）から選べます。

8. ロケーションの名前を入力し、［次へ］をタップします。

［退席中モード］ページに、利用可能なモードのリストが表示されます。退席中
モードは、指定したロケーションから離れているときに、カメラが使用する検知
モードです。

9. 退席中モードを選択して、［次へ］をタップします。
注意：モバイルデバイスがゾーン外にあると、Arloデバイスは、デフォルトで退
席中モードになります。退席中は、警戒またはカスタムモードを選択するのが一
般的です。
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10. ホームモードを選択して、［次へ］をタップします。
注意：モバイルデバイスがゾーン内にあると、Arloデバイスは、デフォルトでホ
ームモードになります。在宅時には、待機またはカスタムモードを選択するのが
一般的です。

対応するモバイルデバイスを複数お使いの場合は、接続するArloデバイスを選択
するよう求められることがあります。

11. 優先するモバイルデバイスを選択するには、その端末をタップし、［次へ］をタ
ップします。

12. ［保存］をタップします。

設定が保存されます。

ジオフェンスでの複数のモバイルデバイスの使用
Arloジオフェンスに複数のモバイルデバイスを参加させるには、必須条件を満たし
ていることを確認し、手順にしたがって端末のジオフェンスを有効にします。

次の条件を満たしていることを確認してください。

• お使いのArloデバイスがオンラインになっている。
• ジオフェンス機能を有効にしている。
• 友人のモバイルデバイスをアカウントに追加している。

端末の追加の詳細については、 友�のモバイルデバイスのジオフェンスを有�/
��にする （51 ページ） を参照してください。

• （友人がジオフェンスに参加する場合は必須）友人が自分のモバイルデバイスで
Arloアプリにログインし、そのモバイルデバイスでGPSまたは位置情報サービス
を有効にしている。

友人のモバイルデバイスのジオフェンスを有効/無効にする
 ¾ 友人のモバイルデバイスのジオフェンスを有効/無効にします。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［モード］をタップします。

カメラのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

使用可能なモードのリストが表示されます。
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4. ［ジオフェンス］の横の［編集 ］アイコンをタップします。

［ジオフェンスの編集］ページが表示されます。

5. ［有効なデバイス］をタップします。

［有効なデバイス］ページに、ジオフェンス対応のモバイルデバイスのリストが
表示されます。

6. ジオフェンスを有効にするモバイルデバイスをタップします。

ジオフェンスが有効になると、デバイス名の横にチェックマークが表示されます。

注意：デバイスのロケーションは、［ゾーン内］または［ゾーン外］と表示され
ます。

7. ジオフェンスを無効にするには、モバイルデバイスを再度タップします。

ジオフェンスが無効になると、チェックマークが消えます。

詳細については、 ジオフェンスの設定 （49 ページ） を参照してください。

ジオフェンスの精度
精度を高めるために、ジオフェンス機能は、GPS、携帯電話ネットワークのデー
タ、無線LANのデータを組み合わせて使用します。その場の環境は、ジオフェンス
に次のように影響します。

• 携帯電話の基地局と無線LANルーターの密度が高い都市部では、ジオフェンスの
精度は100～200m程度になります。

注意：超高層ビルにお住まいの場合、GPSの誤差のために、ジオフェンスが確実
に機能しないことがあります。範囲の設定を［大］にすると、改善する場合もあ
ります。

• 携帯電話の基地局と無線LANルーターの密度が低い地方では、ジオフェンスの精
度は数百m程度になります。

ジオフェンスの精度を高めるには、お使いのモバイルデバイスが次の条件を満たし
ていることを確認してください。

• WiFiがオンになっている。
• GPSまたは位置情報サービスがオンになっている。
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ジオフェンスの「First in, Last out」
Arloのジオフェンスは「First in, Last out（先入れ後出し）」で動作します。先入れ
後出し方式により、複数の端末が出入りする場合でも、Arloカメラの警戒、待機を
適切に切り替えることができます。例えば、ルームメイトがあなたより先に家を出
ても、あなたが自宅内（ジオフェンス内）に留まっていれば、Arloカメラは待機の
ままになります。あなたも家から外出し、両方のデバイスがジオフェンスの外に出
ると、Arloカメラは警戒モードになります。

複数の端末の管理の詳細については、 ジオフェンスでの��のモバイルデバイスの
使用 （51 ページ） を参照してください。

カメラルールのスケジュール
カメラを自動的にオン/オフするようにスケジュールを設定できます。スケジュールは
週単位で繰り返されます。例えば、火曜日のスケジュールは、スケジュールがオンに 
なっている限り、毎週火曜日に繰り返されます。Arloには、あらかじめ次のスケジュー
ルが設定されています。

• 月曜日から金曜日、午前8時から午後5時まで：すべての動作センサーがオン。
• それ以外のすべての時間：すべての動作センサーがオフ。

スケジュールの追加
 ¾ カメラのスケジュールを追加します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［モード］をタップまたはクリックします。

カメラのリストが表示されます。

3. Arlo Proカメラを選択します。

使用可能なモードのリストが表示されます。

4. ［スケジュール ］をタップまたはクリックします。

［スケジュール］モードが選択されます。

https://my.arlo.com/#/login
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5. ［スケジュール］の横の［編集 ］をタップまたはクリックします。

6. ［+ 追加］をタップまたはクリックします。

7. 曜日と時間を設定し、［保存］をタップまたはクリックします。

スケジュールが保存されます。

スケジュールの編集
 ¾ スケジュールを編集します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［モード］をタップまたはクリックします。

カメラのリストが表示されます。

3. Arlo Proカメラを選択します。

使用可能なモードのリストが表示されます。 

https://my.arlo.com/#/login
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4. ［スケジュール  ］をタップまたはクリックします。

5. ［スケジュール］の横の［編集 ］をタップまたはクリックします。

6. スケジュールをタップまたはクリックします。

7. 開始時間、終了時間を変更し、［保存］をタップまたはクリックします。

スケジュールが保存されます。

モードの追加
新しいモードを追加することで、ある状況で何をするかをArlo Proカメラに指示で
きます。例えば、動作センサーがオンのときはビデオを録画してメールメッセージ
で警告するようにArlo Proカメラを設定できます。

モードおよびスケジュール内で作成するルールを使用して、Arlo Proカメラをカス
タマイズできます。Arlo Proカメラでは、モードごとに1つのルールを作成できます。

 ¾ カメラのモードを追加します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

https://my.arlo.com/#/login
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モード、ルール、スマートアラート 

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［モード］をタップまたはクリックします。

カメラのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

4. ［モードの追加］をタップまたはクリックします。

［新しいモード］ページが表示されます。

5. モードの名前を入力して、［次へ］をタップまたはクリックします。

［トリガーとなるデバイス］ページが表示されます。

6. ［動作検知］、［音声検知］をタップまたはクリックして、［次へ］をタップま
たはクリックします。

［動作検知の設定］ページが表示されます。

7. 動作検知および音声検知の感度を設定します。

スライダーを使ってセンサーの感度を調整できます。
• Arloが録画するビデオの数を増やすには、感度を大きくします。
• Arloが録画するビデオの数を減らすには、感度を小さくします。

8. ［次へ］をタップまたはクリックします。

9. 音声の感度を設定して、［次へ］をタップまたはクリックします。

［デバイス］ページが表示されます。

10. 動作または音声が検知された場合のカメラの反応を指定し、［次へ］をタップま
たはクリックします。

［ビデオの録画］、［スナップショットの撮影］、または［何もしない］から選
択できます。

11. メッセージが表示されたら、動作または音声が検知されたときにアラートを受け
取りたいかどうかを指定します。

PCのWebブラウザーをお使いの場合は、録画時間も設定できます。

12. ［次へ］をタップまたはクリックします。

［要約］ページが表示されます。
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モード、ルール、スマートアラート 

13. 設定を確認して、［保存］をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

カメラごとにルールが異なるモードの追加
Arlo Pro 100%ワイヤレスでは、同じモード内に複数のルールを作成して、実行する
アクションや、送信するアラートをカメラごとに変えることができます。

また、スケジュールモードを使用して、1日や1週間の異なる時間にモードを自動で
アクティブ化することもできます。スケジュールモードの詳細については、 スケジ
ュールの編集 （54 ページ） を参照してください。

 ¾ カメラによってアクションやアラートが異なるモードを追加します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［モード］をタップまたはクリックします。

カメラのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

4. ［モードの追加］をタップまたはクリックします。

［新しいモード］ページが表示されます。

5. モードの名前を入力して、［次へ］をタップまたはクリックします。

［トリガーとなるデバイス］ページが表示されます。

6. Arlo Proカメラを選択して、ルールのトリガーとなるデバイスとして選択し、
［次へ］をタップまたはクリックします。

7. 動作または音声が検知されたときにそのカメラでアクションを実行するには、 
［次へ］をタップまたはクリックします。

それ以外の場合は、使用しないトリガーのチェックボックスのチェックを外します。

8. 動作をトリガーとして選択した場合は、スライダーを使用して［動作検知の感
度］を設定し、［次へ］をタップまたはクリックします。

https://my.arlo.com/#/login
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9. Arlo Pro 100%ワイヤレスカメラを使用している場合で、音声をトリガーとして
選択した場合は、スライダーを使用して［音声検知の感度］を設定し、［次へ］
をクリックまたはタップします。

10. メッセージが表示されたら、動作または音声が検知されたときに、トリガーとな
るデバイスで何をするかを指定します。
注意：［ビデオの録画］、［スナップショットの撮影］、または［何もしない］
から選択できます。

11. デバイスが動作または音声を検知したときに、Arlo Proベースステーションの警
報を鳴らすには、［警報を鳴らす］チェックボックスを選択します。

12. ［ビデオの録画］を選択した場合は、スライダーを使用して、動作または音声が
検知されたときにデバイスで録画する時間を指定し、［次へ］をタップまたはク
リックします。

13. ［警報を鳴らす］を選択した場合は、［警報の長さ］と［警報の音量］のスライ
ダーを設定し、［次へ］をタップまたはクリックします。
注意：ベースステーションの警報は非常に大きな音で鳴ります。警報を長く聞き
続けると、永久的に聴力が低下することがあります。警報トリガーを作成する場
合は、注意してください。

14. 受け取るアラートを選択して、［次へ］をタップまたはクリックします。

15. ［アラートメール］を選択した場合は、アラートを受信するメールアドレスを入
力し、［次へ］をタップまたはクリックします。

16. 設定の要約を確認して、［保存］をタップまたはクリックします。

新しいモードが保存されました。

17. モードメニューで、今作成したモードの横の  をタップするか、または［>］
をクリックします。

18. ［ルールを追加］をタップまたはクリックします。

19. 手順6～16を繰り返して、トリガーとなるデバイス、アクション、アラートが異
なる別のルールを追加します。

同じベースステーションに接続されているカメラごとに、ルールを1つ追加できます。
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6. 設定
Arlo Proの設定はカスタマイズできます。

指紋認証IDによるArloアプリへのログインのオン/オフ
Arloアプリは、Touch ID指紋認証IDセンサーをサポートしています。この機能があ
るモバイルデバイスをお使いの場合、Touch IDによるArloアプリへのログインのオ
ン/オフを切り替えられます。

 ¾ Touch IDによるArloアプリへのログインのオン/オフを切り替えます。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］をタップします。

［設定］ページが表示されます。

3. ［プロファイル］をタップします。

［プロファイル］ページが表示されます。

4. ［Touch IDでログイン］をタップします。

このボタンをタップすると、［Touch IDでログイン］のオンとオフが切り替わり
ます。

タイムゾーンの変更
 ¾ タイムゾーンを変更します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。 

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。

https://my.arlo.com/#/login
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ベースステーションの設定ページが表示されます。

4. ［タイムゾーン］をタップまたはクリックします。

［タイムゾーン］ページが表示されます。 

5. タイムゾーンを選択します。

6. ［完了］をタップまたはクリックします。

モバイルデバイスをお使いの場合は、設定が保存されます。

7. PCをお使いの場合は、［保存］をクリックします。

設定が保存されます。

カメラの設定
カメラのLEDをオフにする

Arlo ProカメラのLEDはさまざまな色で点灯します。このLEDはオフにできます。 

 ¾ Arlo ProカメラのLEDをオフにします。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

カメラ設定が表示されます。

4. ［ステータスLED］をタップまたはクリックします。

モバイルデバイスをお使いの場合は、設定が保存されます。

https://my.arlo.com/#/login
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5. PCをお使いの場合は、［保存］をクリックします。

設定が保存されます。

ビデオ解像度の変更
デフォルトのビデオ解像度は720Pです。この設定を変更して解像度を調整できま
す。Arlo Proビデオの解像度を下げると、必要な無線LAN帯域幅を減らすことができ
ます。

 ¾ ビデオ解像度を変更します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

カメラ設定が表示されます。

4. モバイルデバイス上のArloアプリをお使いの場合は、［録画の設定］をタップします。

［録画の設定］ページが表示されます。

5. ［ビデオ解像度］をタップまたはクリックします。

［ビデオ解像度］ページが表示されます。

6. 設定をタップまたはクリックします。

7. ［完了］をタップまたはクリックします。

モバイルデバイスをお使いの場合は、設定が保存されます。

8. PCをお使いの場合は、［保存］をクリックします。

設定が保存されます。

https://my.arlo.com/#/login
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夜間撮影のオン/オフの切り替え
夜間撮影をオンにすると、十分な明るさがない場所でも録画できるよう、カメラの
赤外線（IR）LEDが自動的にオンになります。Arlo Proカメラが表面が反射するもの
（窓など）に向いている場合は、夜間撮影をオフにすることをお勧めします。

 ¾ 夜間撮影のオン/オフを切り替えます。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

カメラ設定が表示されます。

4. モバイルデバイス上のArloアプリをお使いの場合は、［録画の設定］をタップします。

［録画の設定］ページが表示されます。

5. ［夜間撮影］をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

音声の設定
マイクのオン/オフの切り替え

 ¾ マイクのオン/オフを切り替えます。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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3. カメラを選択します。

カメラ設定が表示されます。

4. モバイルデバイス上のArloアプリをお使いの場合は、［音声の設定］をタップします。

［音声の設定］ページが表示されます。

5. ［マイク］をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

スピーカーの設定の変更
カメラの設定で、スピーカーのオン/オフを切り替えたり、ボリュームを制御したり
できます。

 ¾ スピーカーの設定を変更します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。 

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

カメラ設定が表示されます。

4. モバイルデバイス上のArloアプリをお使いの場合は、［音声の設定］をタップします。

［音声の設定］ページが表示されます。

5. スピーカーのオン/オフを切り替えるには、［スピーカー］をタップまたはクリックします。
6. スピーカーのボリュームを変更するには、［スピーカーボリューム］スライダーを動か
します。

設定が保存されます。

https://my.arlo.com/#/login
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ベースステーションの設定
ベースステーションの設定を表示したり、変更したりすることができます。

ベースステーションの名前の変更
Arloシステムを設定するときに、ベースステーションの名前を入力しました。この
名前は変更できます。

 ¾ ベースステーションの名前を変更します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。
デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。
ベースステーションの設定ページが表示されます。

4. ［名前］をタップまたはクリックします。

5. ベースステーションの新しい名前を入力します。
新しい名前がArloアプリに表示されます。

ベースステーションのちらつきの調整
特定の人工照明の下では、カメラのシャッタースピードによって、録画されたビデ
オがちらつくことがあります。ベースステーションのデフォルト設定は［自動］で
すが、［ちらつきの調整］を変更することができます。

 ¾ ベースステーションのちらつきの調整を選択します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。
PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login


設定 

65

3. ベースステーションを選択します。

ベースステーションの設定ページが表示されます。

4. ［ちらつきの調整］をタップまたはクリックします。

［ちらつきの調整］ページが表示されます。

5. 設定をタップまたはクリックします。

6. ［保存］をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

ベースステーションのデバイス情報の確認
 ¾ ベースステーションのデバイス情報を確認します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。

ベースステーションの設定ページが表示されます。

4. ［デバイス情報］をタップまたはクリックします。

ベースステーションのファームウェアレベル、ハードウェアバージョン、シリア
ル番号が表示されます。

ベースステーションの再起動
 ¾ ベースステーションを再起動します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。 

https://my.arlo.com/#/login
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2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。
ベースステーションの設定ページが表示されます。

4. ［再起動］をタップまたはクリックします。

ベースステーションが再起動します。

アカウントからのベースステーションの削除
 ¾ アカウントからベースステーションを削除します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。
ベースステーションの設定ページが表示されます。

4. ［デバイスを取り外す］をタップまたはクリックします。

ベースステーションがArloアカウントから削除されます。Arloアプリの使用時
に、このベースステーションは表示されなくなります。

警報の音量の選択
ベースステーションには、警報機能が付いています。警報は手動でオン/オフを切り
替えられます。また、警報をトリガーする動作検知ルールを設定し、ルールの設定
時に警報の音量を選択することもできます。

警告：警報の最大音量設定（警報の音量のデフォルト設定）は、100デシベルを超
えます。ベースステーションの近くに人やペットがいるときに、警報をテストしな
いでください。警報を長く聞き続けると、聴力が低下することがあります。

ベースステーションの警報の設定には、［普通］、［大］、［最大］があります。

https://my.arlo.com/#/login
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警報をオンにする

警告：警報の最大音量設定（警報の音量のデフォルト設定）は、100デシベルを超えます。
ベースステーションの近くに人やペットがいるときに、警報をテストしないでください。警報
を長く聞き続けると、聴力が低下することがあります。

 ¾ Arlo Proベースステーションの警報をオンにします。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。
PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。
［デバイス］ページが表示されます。

2. ［警報を鳴らす］をタップまたはクリックします。

3. ［はい］をタップまたはクリックして、警報をオンにすることを確認します。

注意： 警報音の音量は、ベースステーションでアクティブになっているモードの
警報音の設定により決定されます。アクティブなモードで警報のトリガールールが
使用されていない場合、警報はデフォルトで最大音量設定になります。

警報をオフにする
ベースステーションの近くにいるときに警報をオフにするには、ベースステーショ
ンの上部にあるボタンを押します。警報が停止します。

 ¾ Arlo Proベースステーションの警報を遠隔地からオフにします。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。
PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［警報をオフにする］をタップまたはクリックします。

警報が停止します。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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デバイス情報の確認
 ¾ デバイス情報を確認します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。
PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。 

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. デバイスを選択します。

設定が表示されます。

4. ［バージョン］見出しまで下にスクロールして、ファームウェアバージョン、ハードウェ
アバージョン、およびシリアル番号を確認します。

カメラの再起動
 ¾ カメラを再起動します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

カメラ設定が表示されます。

4. 下にスクロールして、［再起動］をタップまたはクリックします。

カメラが再起動します。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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アカウントからのカメラの削除
 ¾ アカウントからカメラを削除します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

［デバイス］ページが表示されます。

2. ［設定］>［マイ デバイス］とタップまたはクリックします。

デバイスのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

カメラ設定が表示されます。

4. 下にスクロールし、［デバイスを取り外す］をタップまたはクリックします。
アカウントからカメラが削除され、その設定が削除されます。

https://my.arlo.com/#/login
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7. サブスクリプション プランの管理
すべてのArloカメラには、基本的な機能を備えた無料のBasic (ベーシック) サービスが含まれ
ています。カメラをアクティブ化するときは、サービスプランを選択します。 

サブスクリプションプラン
有料のサービスプランにアップグレードすると、カメラの用途が広がり、細かいニーズに
対応できます。サービスプランに応じて、カメラやクラウドストレージを追加したり、Arlo 
Smart機能を有効にすることができます。サービスプランの詳細については、 
http://www.arlo.com/jp/products/subscription-plans.aspx をご覧ください。

有料のサブスクリプションプランにアップグレードする
 ¾ 有料のサブスクリプションプランを選択します。

1. モバイルデバイスまたはPCのブラウザーを起動し、「https://my.arlo.com/#/login」と入
力します。

[デバイス] ページが表示されます。 

2. [設定] をタップまたはクリックします。

[設定] ページが表示されます。

3. [アカウント] で、[サブスクリプション] をタップまたはクリックします。

[サブスクリプション] ページが表示されます。

4. [今すぐアップグレード] をタップまたはクリックします。

[サブスクリプション] ページには、個人向けおよびビジネス向けのオプションが表示さ
れます。

5. プランの下にある [選択] をタップまたはクリックします。 

6. 画面の指示に従ってサブスクリプションを変更します。 

支払いが処理された後に、[サブスクリプション] ページのサービスレベル情報が更新
されます。

http://www.arlo.com/jp/products/subscription-plans.aspx
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8. Arlo Connect

Arloは、スマートホームのプラットフォームと簡単にクラウド経由で連携することがで
きます。

IFTTTと連携する
ArloアプリはIFTTT(If This Then That)サービスと連携することができます。

ArloアプリでIFTTTを使用する方法は「ifttt.com/arlo」を参照してください。

ArloとIFTTTについての詳細は、Arlo コミュニティ「arlo.com/community」 
を参照してください。

SmartThingsと連携する
Arloカメラは、SmartThingsと連携することができます。詳しくは、9. SmartThings
でArloを使用する （72 ページ）を参照してください。

https://ifttt.com/arlo
http://arlo.com/community
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9. SmartThingsでArloを使用する
ArloカメラはSamsung SmartThingsに対応します。SmartThingsに対応するすべてのス
マートデバイスと連携して動作します。 

一度、ArloカメラとSmartThingsアプリが連携すると、SmartThingsアプリからモードや
ルールの設定をする必要があります。Arloアプリから設定すると、SmartThingsモード
は解除されます。

メモ： ArloカメラとSmartThingsアプリが連携すると、Arloアプリ上にSmartThings 
モードが表示されます。SmartThingsアプリでArloカメラを操作するには、Arloアプ
リはSmartThingsモードである必要があります。SmartThingsアプリを使用しない場合
は、ArloアプリからSmartThingsモードを削除します。同様に、SmartThingsアプリか
らもArloカメラを削除します。

ArloをSmartThingsで使用する準備
Arloカメラに名前を設定する

SmartThingsアプリと連携する前に、Arloカメラにわかりやすい名前を設定します。 
名前が設定されない場合はカメラのシリアル番号がアプリに表示されます。

カメラの名前を変更する方法については、 カメラに名前を付ける （37 ページ） を参照
してください。

SmartThingsアプリ
でカメラの画像を確
認できます。
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カメラを待機状態にする

ArloカメラがSmartThingsと連携をすると、ArloアプリはSmartThingsモードを作成しま
す。SmartThingsはArloカメラを管理するため、連携する前のArloカメラは「待機モー
ド」の状態にしておく必要があります。SmartThingsと同時に、スケジュールモードや
ジオフェンスは使用できなくなります。また、カメラのモードを変更する可能性のある
IFTTTレシピも無効にする必要があります。

 ¾ カメラを待機状態にします。

1. Arlo アプリ アイコン  を起動します。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

カメラのページが表示されます。

2. [モード]をクリックまたはタップします。

カメラのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

[モード]のページが表示されます。

4. 待機を選択します。

5. 設定が変更されたら、アプリを閉じます。

SmartThingsでArloカメラを連携する
SmartThingsでArloカメラを連携します。

1. Arloアプリでカメラが待機状態であることを確認してください。

詳しくは、カメラを待機状態にする （73 ページ） を確認してください。

2. SmartThingsアプリを起動します。

3. SmartThingsのアカウントをお持ちでない場合は、「https://support.
smartthings.com/hc/en-us/articles/205380634-Setting-up-an-account-the-
Huband-Things 」にアクセスして作成します。

4. SmartThingsアプリにログインします。

5.  ［Marketplace］ > ［Cameras］ > ［Safety and Security］をタップします。

https://my.arlo.com/#/login
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6. [Connect Now]をタップします。

7. [Connect to Arlo]をタップします。

8. Arloのログインパスワードを入力します。

9. プライバシーポリシーに同意します。

10. [Done]をタップします。

11. [Connect to Arlo Cameras]をタップし、連携するカメラを選択します。

12. [Done］ > ［Next］ > ［Done］をタップします。

13. [My Home］ > ［Things］をタップします。

14. カメラの設定を変更するには、設定のアイコンをタップします。

メモ：  複数のカメラを連携させる場合は、この手順を繰り返します。

カメラはArloアプリで、SmartThings  モードと表示されます。

動作検知の感度を調整する
SmartThingsアプリでArloカメラを動作させると、動作検知の感度が80に自動的に設定
されます。この値はArloアプリから変更できます。
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 ¾ 動作検知の感度を調整します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。

カメラのページが表示されます。

2. ［モード］をクリックまたはタップします。

デバイスのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。

 ［モード］のページが表示されます。

4. 以前使用していたモード（警戒など）の横にある［編集 ］をクリックまたはタ
ップします。

ルールの編集ページが表示されます。

5. 編集するルール横の［編集 ］をクリックまたはタップします。

6. ［次の場合］下の［動作検知］横にある［編集 ］をクリックまたはタップします。

動作検知の感度の設定ページが表示されます。

7. 感度レベルをメモします。警戒モードは選択しないでください。

8. モードのページに戻ります。

9. SmartThingsモード横の［編集 ］をクリックまたはタップします。

10. 編集するルール横の［編集 ］をクリックまたはタップします。

11. ［次の場合］下の［動作検知］横にある［編集 ］をクリックまたはタップします。

動作検知の感度の設定ページが表示されます。

12. 手順7でメモした感度レベルを設定します。

https://my.arlo.com/#/login
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プッシュ通知を調整する
SmartThingsアプリでArloカメラを動作させると、プッシュ通知はSmartThingsアプリ経
由で送信されるようになります。Arloからのプッシュ通知を受信し続ける場合は、モバ
イルデバイスでArloアプリの通知を無効にしてください。
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10. FAQとトラブルシューティング

バッテリーに関するFAQ
Arlo Proバッテリーの再充電方法を教えてください。

工場から出荷されたArlo Proバッテリーは、フル充電されています。電源アダプター
ケーブルを使用してカメラをコンセントに接続し、バッテリーを充電することがで
きます。（別売の）Arlo Pro充電用ステーションを使用して、バッテリーを充電す
ることもできます。Arlo Proカメラを継続して使用するには、予備のバッテリーと
充電用ステーションを購入すると、フル充電された予備のバッテリーをArlo Proカ
メラに装着し、その間にバッテリーを再充電することができます。充電用ステーシ
ョンでは、2つのバッテリーを同時に再充電することができます。

寒冷地でArloカメラを使用する場合の留意点について教えてください。

バッテリーの化学的性質により、気温が低いとバッテリーの容量に影響することが
あります。このため、Arloカメラを寒い屋外に設置すると、カメラのバッテリーの
持続時間が短くなったり、表示されるバッテリーの容量が思ったよりも早く減るこ
とがあります。

あるArloカメラのバッテリーが、他のArloカメラのバッテリーよりも早く消耗する
のはなぜですか？

Arloカメラは柔軟性に優れており、さまざまな環境で使用することができます。
ご使用の環境に、バッテリーの寿命に影響する要素がある場合があります。ま
た、Arloカメラを設置する場所によって、バッテリーの消耗度が他の場所よりも高
いことがあります。次のような点に留意してください。

Arloカメラは暗い場所でも優れた性能を発揮します。暗い場所での動作の監視に
は、赤外線センサーを使用します。赤外線センサーが使用されると、照明の明るい
部屋で動作を監視しているカメラよりもバッテリーを多く消費します。

Arloカメラは、ベースステーションから最大90m離れていても機能しますが、ベー
スステーションから遠くに設置されたカメラは、ベースステーションの近くに設置
されたカメラよりもバッテリーを多く消費します。

Arloカメラでは、録画するビデオの品質レベルを選択できます。高画質のビデオを
録画するように設定されたカメラは、低画質のビデオを録画するように設定された
カメラよりもバッテリーを多く消費します。

無線LAN環境はArloカメラのバッテリーに影響を与えますか？

はい。ノイズの多い無線LAN環境では、Arloカメラのバッテリーが早く消耗するこ
とがあります。無線LANアナライザーを使用すると、環境内の無線LANのノイズを
テストできます。
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Arlo Pro充電式バッテリーはフル充電でどれくらい使用できますか?

Arlo Proカメラの充電式バッテリーの場合、通常の使用で4～6か月間使用できます
が、設定を最適化するとさらに長く使用できる場合もあります。Arlo Proカメラで
は、動作を検知した場合にのみ録画するよう設定すると、バッテリーを長く使用で
きます。

Arlo Pro充電式バッテリーは、どのくらいの時間で充電できますか？

Arlo Pro充電式バッテリーをカメラに挿入して残量0の状態からフル充電した場合は、
約2.5時間かかります。Arlo Pro充電用ステーションにArlo Pro充電式バッテリーを1つ
挿入した場合は、充電に約2.74時間かかります。Arlo Pro充電用ステーションにArlo 
Pro充電式バッテリーを2つ挿入した場合は、充電に約5.43時間かかります。

Arlo Proカメラのバッテリーの使用期間を延ばすにはどうしたらよいですか?

使用期間を延ばすには、次のヒントを参考にしてください。 

• Arlo Pro 100%ワイヤレスカメラの電源管理設定を確認します。バッテリー寿命
を延ばすには、［最適な電池寿命］設定を選択します。この設定は、ビデオの画
質を下げて、使用期間を延ばします。高品質で録画するには、［高品質録画］設
定を選択します。この設定では、使用期間は短くなりますが、最も高画質で録画
できます。使用期間とビデオ画質のバランスを取るには、［最適化］設定を選択
します。［電源管理］設定にアクセスするには、Arloアカウントにログインし、
［設定］>［カメラ設定］を選択し、カメラを選択します。

• 通常の使い方とは、Arlo Pro 100%ワイヤレスカメラを［最適化］に設定し、視
聴または録画を1日あたり4分行うことを指します。

• 使い方によっては、結果が異なることがあります。ベースステーションからArlo 
Pro 100%ワイヤレスカメラまでの距離も、バッテリーの使用期間に影響するこ
とがあります。

ストリーミングの帯域幅の管理
［電源管理］の設定によって、ビットレート要件と上り帯域幅要件が調整されま
す。フレームレートは、夜間撮影モードかどうかによって決まります。電源管理の
設定ごとのデフォルトの動作は、次のとおりです。電源管理の設定によって、初め
のビットレートとフレームレートが決まっています。

昼間モード

• 高品質録画：24 fpsで600 kbps

• 最適化：24 fpsで300 kbps

• 最適な電池寿命：24 fpsで200 kbps
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夜間モード

• 高品質録画：15 fpsで600 kbps

• 最適化：15 fpsで300 kbps

• 最適な電池寿命：15 fpsで200 kbps

利用可能な帯域幅と、バッファー容量の残量に応じて、Arlo Pro 100%ワイヤレスシ
ステムは、ビットレートを上げるか、またはビットレートとフレームレートを下げ
ます。

カメラの解像度の設定については、 ビデオ解像度の変更 （61 ページ） を参照し
てください。

ブラウザーでビデオストリームを見ることができない
Arlo WebクライアントはAdobe Flashプラグインを使用して、ブラウザーにカメラス
トリームを表示します。ブラウザーがプラグインをブロックしていないこと、およ
び最新バージョンのAdobe Flashを使用していることを確認してください。

Arloがデータを送信するポートをルーターがブロックしている場合がありま
す。Arloの接続を維持するには、ルーターのポート443および80が常に開いている
必要があります。

ビデオストリームに関する問題をトラブルシューティングするには、次の各セク 
ションで説明する事項を確認してください。

無線LANの信号干渉
複数の無線LANネットワーク、無線LANデバイス、周波数が存在する環境では、お
使いのArloシステムとの信号干渉が起きることがあります。ベースステーションお
よびカメラを設置する場所では、ネットワーク、無線LANデバイス、伝送周波数の
数を最小限に抑えてください。

また、カメラはベースステーションから30～100cm以上離し、カメラ同士は2m以上
離して設置してください。このガイドラインを守ることで、機器の間の無線LAN信
号が相互に干渉することを避けられます。

圏外
100%ワイヤレスカメラがベースステーションから90m以内にあることを確認してく
ださい。カメラとベースステーションの間に金属製の物や厚い壁、天井があると最
大距離が短くなることがあります。

カメラを設置する予定のエリアで、カメラの信号強度表示が3～4本になっているこ
とを確認してください。信号強度表示が1～2本でもカメラは機能しますが、環境内
の変動が原因で断続的に圏外になることがあります。
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バッテリーの残量不足
Arlo Proカメラのバッテリーを充電または再充電して、バッテリーレベルの表示が2
本以上になるようにしてください。バッテリーの残量が不足していると、カメラか
らのストリーミングが途切れることがあります。

プッシュ通知を受け取れない
モバイルデバイスでArloのアラートを受け取るには、Arloアプリにログインしてい
る必要があります。ログインすると、デバイスがプッシュ通知の対象として登録さ
れます。アプリをそのまま終了せずにログアウトオプションを使用した場合は、ア
プリにログインし直す必要があります。Arloアラートは、デバイスがスリープ中で
も着信します。

以下のことをすべて実行してもArloの通知を受け取れない場合は、Arlo Technologies
のサポートにお問い合わせください。

［警戒］モードのルール設定の確認
モード内のルールを確認します。［警戒］モードまたはカスタムモード（作成した
場合）の［プッシュ通知］が有効になっていることを確認してください。

 ¾ ［警戒］モード設定のプッシュ通知を確認します。

1. モバイルデバイスで［Arlo］アイコン  をタップします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに 
「 https://my.arlo.com/#/login 」と入力します。
［デバイス］ページが表示されます。

2. ［モード］ボタンをタップまたはクリックします。
カメラのリストが表示されます。

3. カメラを選択します。
モードのリストが表示されます。

4. ［警戒］の横にある［編集］アイコン をタップまたはクリックします。
［ルールを編集］ページが表示されます。

5. ［アラート］で、［プッシュ通知］チェックボックスが選択されていることを 
確認します。

6. 変更した場合は、［保存］をタップまたはクリックします。
設定が保存されます。

https://my.arlo.com/#/login
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iOSデバイスのArloアプリ設定の確認
Arloアプリがプッシュ通知を受け取ることを許可していることを確認します。iOSまた
はAndroidデバイスで、Arloアプリプッシュ通知が無効になっていることがあります。

 ¾ iOSデバイスのArloプッシュ通知を許可します。

1. iOSデバイスの［設定］アイコンをタップします。

2. ［通知］>［Arlo］をタップします。
Arlo通知設定が表示されます。

3. ［通知を許可］が選択されていることを確認します。

4. 変更した場合は、［保存］をタップします。
設定が保存されます。

AndroidデバイスのArloアプリ設定の確認
 ¾ AndroidデバイスのArloプッシュ通知を許可します。

1. Androidデバイスの［設定］アイコンをタップします。

2. ［アプリケーションマネージャー］>［Arlo］とタップします。

Arlo通知設定が表示されます。

3. ［通知の表示］設定が有効になっていることを確認します。

4. 変更した場合は、［保存］をタップします。

設定が保存されます。

インストール時に［プッシュ通知］を許可しなかった場合

アラートを受け取るには、Arloアプリの初回インストール時に、Arloからプッシュ
通知を送信するかどうかを選択するメッセージが表示されたときに、［許可］を
選択する必要があります。iOSアプリの場合、このアラートに応答した後に、デバ
イスが復元されるか、アプリがアンインストールされて1日以上経過しない限り、
アラートは再び表示されません。

iOSデバイスで許可しなかった場合は、アプリをアンインストールし、1日待って
から、再インストールして、通知を許可してください。アプリを再インストール
するまで1日待ちたくない場合は、デバイスのシステムクロックを使って1日を
シミュレートできます。システムクロックを1日以上進めるように設定し、デバ
イスの電源をオフにしてから、オンに戻してください。アプリを再インストール
した後は、システムクロックを正しい設定に戻してください。
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Arloベースステーションがオンラインかどうかの確認
ベースステーションがオンラインかどうかを判断するには、ベースステーションの
前面のインターネットLEDを確認します。
• インターネットLEDが緑色で点灯している場合、ベースステーションはインター
ネットに接続されています。

• インターネットLEDがオレンジ色の場合、ベースステーションはインターネット
に接続されていません。

Arloベースステーションの設置場所にいない場合は、Arloアカウントにログインし
ます。
• 各Arlo 100%ワイヤレスカメラのビデオフィードを見ることができる場合、ベー
スステーションはインターネットに接続されています。

• ビデオフィードの代わりにエラーメッセージ（「ベースステーションがオフライ
ンです」というメッセージや、類似のメッセージ）が表示される場合、ベースス
テーションはインターネットに接続されていません。

ベースステーションがオフラインになっている
ベースステーションがオフラインかどうか分からない場合は、Arloベースステー
ションがオンラインかどうかの確認 （82 ページ） を参照してください。

 ¾ ベースステーションのインターネット接続をトラブルシューティングします。

1. LANケーブルを確認します。
LANケーブルがベースステーションの背面とルーターにしっかりと接続されてい
ることを確認します。またシステムに付属していたLANケーブルを使用している
ことも確認してください。

2. 電源アダプターを確認します。
電源アダプターがベースステーションの背面にしっかりと接続され、コンセント
にしっかり差し込まれていることを確認します。

3. ルーターに直接接続されている別のデバイスからインターネットに接続してみます。
その際、無線LANを使用して接続されているデバイスではなく、LANケーブルで
接続されているデバイスで試してください（そのデバイスの無線LANをオフにす
ると、デバイスが確実にLANケーブル経由で接続されます）。次の説明に沿っ
て、このデバイスからインターネットを閲覧できることを確認します。
• このデバイスからインターネットを閲覧できない場合は、ルーターのインターネット
接続を復元する必要があります。

• このデバイスからインターネットを閲覧できる場合は、トラブルシューティングを続
けます。
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FAQとトラブルシューティング 

4. ベースステーションの電源を入れ直します。

コンセントから電源アダプターを抜き、1分待ってから、電源アダプターをコン
セントに差し込み直します。1～2分でベースステーションが起動します。電源
LEDとインターネットLEDが緑色で点灯している場合、ベースステーションはイ
ンターネットに接続されています。インターネットLEDがオレンジ色の場合は、
トラブルシューティングを続けます。

5. ルーターのDHCP設定とDHCPクライアントリストを確認します。

DHCPが有効になっており、そのルーターのDCHPクライアントリストでベースス
テーションにIPアドレスが割り当てられていることを確認します（割り当てられ
ている場合、クライアントリストにベースステーションが表示されます）。詳細
は、ルーターのマニュアルを参照してください。

6. 以前はベースステーションをインターネットに接続することができていたのに、接
続できなくなった場合は、ルーターのセキュリティ設定とファームウェアを確認し
て、最後に正常に接続できたときから変更が行われていないことを確認します。

ルーターのセキュリティレベルを一時的に下げたり、ベースステーションを一
時的にDMZ内に置いて、ファイアウォールの制限を排除するという方法もありま
す。これらの変更を行った場合は、手順4の説明にしたがって、ベースステーシ
ョンの電源を入れ直します。

7. ルーターのポート443と80が開いていることを確認します。

注意：ご自分でインターネット環境を管理されていない場合は、ファイアウォー
ルやルーターの設定に関することはIT部門に問い合わせてください。Arloベース
ステーションは、ほとんどのプロキシサーバーを経由した接続に対応していませ
ん。プロキシサーバーをバイパスする方法については、ITチームおよびインター
ネットサービスプロバイダー（ISP）に相談してください。ポート443と80を確
実に開くよう、ITチームに依頼します。

8. ベースステーションの設定を初期化します。

詳細については、 Arloベースステーションの設定の初期化 （85 ページ） を
参照してください。

それでもベースステーションをインターネットに接続できない場合は、  
support.arlo.com にアクセスし、実行した手順と次の情報を記載したサポートケー
スを送信してください。

• ベースステーションのシリアル番号
• ユーザー名（Arloアカウントの登録に使用したメールアドレス）

https://support.arlo.com
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• インターネットサービスプロバイダーの名前
• インターネット接続の種類（DSL、ケーブルなど）と速度（Arloには1 Mbps以上
のアップストリームが必要です）

• インターネットルーターのモデル
• ルーターに直接接続された他のデバイスのリスト
• ベースステーションがインターネットに正常に接続できた最後の日時と場所

信号強度
Arlo Pro 100%ワイヤレスカメラからベースステーションへの信号が弱いと、動作を
検知したときに、録画に遅延が発生することがあります。

カメラの信号強度が十分かどうかを確認するには、ベースステーションのカメラ
LEDを確認してください。オレンジ色で点滅している場合、ベースステーションは
データ速度の低下を検出しており、カメラがベースステーションから遠すぎること
を示します。

次のヒントにしたがって、信号強度を上げてください。

• ベースステーションをすべてのカメラの中心に配置します。 

• カメラをベースステーションから90m以内に設置します。

カメラとベースステーションの間の壁、天井といった大きな障害物の分だけ、最
大視程範囲（90m）は狭くなります。信号強度を大幅に下げる主な原因は、次の
とおりです。
• 通常より厚い壁や天井
• レンガ
• コンクリート
• 石
• 陶磁器
• ガラス（特に鏡）
• 金属
• 大量の水（水槽や給湯器内の水）

• カメラの設置場所をコードレス電話のホルダー、赤ちゃんの見守り機器、電子
レンジなどのデバイスから離します。

• 複数の無線LANルーターの近くにArloシステムを置かないでください。他の無線
LAN対応デバイスが、Arloの無線信号に干渉することがあります。
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Arloベースステーションの設定の初期化
設定の初期化を実行すると、ベースステーションの値がデフォルト設定に戻ります。

 ¾ ベースステーションの設定を初期化します。

1. まっすぐに伸ばした書類留めクリップを使用して、ベースステーションの背面の
リセットボタンを約10秒間押し続けます。

ベースステーションの初期化が完了すると、ベースステーションの前面のLEDが 
オレンジ色で点滅します。LEDのオレンジ色の点滅が止まると、ベースステー
ションが再起動します。

2. 電源LEDとインターネットLEDの両方が緑色に点灯したら、モバイルデバイスの
［Arlo］アイコンをタップして、Arloアカウントにログインします。

PCをお使いの場合は、ブラウザーのアドレスバーに「arlo.com」と入力しま
す。

3. ［新規セットアップ］をタップまたはクリックします。

4. 設定の手順にしたがいます。
Arloカメラをベースステーションに同期していた場合は、カメラをベースステーション
に再度同期させなければならないことがあります。詳細については、アカウントの
設定 （11 ページ）を参照してください。
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11. 充電式バッテリーの安全な使用

Arlo Pro充電式バッテリーを安全にお使いいただくための
ルール

Arlo Pro 100%ワイヤレスHDセキュリティカメラは、充電式バッテリーを採用して
おり、使用する場所を選びません。しかし、あらゆるバッテリーは、分解、切断し
たり、穴を開ける、つぶす、ショートさせる、焼却する、水、火、高温にさらすな
どすると、爆発、発火して、火傷の原因となる可能性があるため、取り扱いには注
意が必要です。

Arlo Proの充電式バッテリーを安全にお使いいただくために、次のガイドラインにし
たがってください。

• 予備のバッテリーは、涼しく乾燥した風通しのよい場所で保管してください。
• 新しいバッテリーを装着する前に、バッテリー収納部に汚れやごみが付着してい
ないことを必ず確認してください。

• 正しく装着されていることを必ず確認してください。
• バッテリーはお子様の手の届かないところで保管してください。
• 使用済みのバッテリーは、お住まいの地域の廃棄、リサイクルに関する法律にし
たがって処分してください。

• Arlo Pro充電式バッテリーの充電には、必ずArlo Pro電源アダプターまたはArlo 
Pro充電用ステーション（別売）を使用してください。

• Arlo Pro充電式バッテリーをポケットに入れたり、財布などの入れ物に収納した
りしないでください。特に金属類とは一緒にしないでください。

• Arlo Pro充電式バッテリーを危険物や可燃物と一緒に保管しないでください。
• Arlo Pro充電式バッテリーまたはバッテリー収納部は、バッテリーの装着前、装
着中、装着後を問わず、絶対に濡らさないでください（カメラ本体は防水仕様で
すが、内部のバッテリー収納部とバッテリーは防水仕様ではありません）。

• Arlo Pro充電式バッテリーは、分解、切断したり、つぶしたり、穴を開けたりし
ないでください。また、ショートさせたり、火または水の中に投じたり、60°C
を超える高温にさらしたりしないでください。
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充電式バッテリーの安全な使用 

Arlo Pro充電用ステーションを安全にお使いいただくためのルール
Arlo Pro充電用ステーションは別売りです。充電用ステーションを使用すると、1つ
または2つのArlo Pro充電式バッテリーを充電することができます。Arlo Pro充電用
ステーションの詳細については、Arlo Pro充電用ステーションに同梱されている手
順を参照してください。

Arlo Pro充電用ステーションを使用するときは、感電や火災のリスクなどによる身
体傷害や器物損壊を避けるために、次の事項を守ってください。

• Arlo Pro充電用ステーションと互換性のあるArlo Pro充電式バッテリーのみを充
電してください。他のバッテリーを充電すると、液漏れ、破裂、爆発の原因にな
ることがあります。

• 充電用ステーションは、乾燥した場所でのみ使用できます。雨、雪、過度な水分
を避けてください。

• 充電用ステーションの本体またはコードが損傷している場合は、操作しないでく
ださい。

• 分解や改造を行ったり、充電用ステーションを電源として使ったりしないでくだ
さい。

• バッテリーは分解したり、火中に投じたり、逆向きに取り付けたりしないでくだ
さい。また、使用済みバッテリーや他の種類のバッテリーと混ぜて使用すること
は避け、ショートさせないようにしてください。これらの行為は、バッテリーの
発火、爆発、液漏れ、過熱につながり、ケガの原因となることがあります。


