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

商標
© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARロゴはNETGEARの商標です。NETGEAR以外の商標は参照のみを目的として使用され
ています。

適合性
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。

最新のEU適合宣言書については、下記をご参照ください。  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. 

各種規格との適合に関する情報は、http://www.netgear.com/about/regulatory/ をご参照ください。

http://www.arlo.com/en-us/support/
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
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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以下のステップを含みます。
1. ベースステーションのセットアップ
2. アカウント作成とベースステーションの登録
3. 電池を入れる
4. カメラとベースステーションを同期させる
5. カメラの設置

ベースステーションのセットアップ
ベースステーションはホームネットワークに接続され、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セットアップします

1. ベースステーションとご使用中のルーターのLANポートをLANケーブルで接続します。

2. ACアダプターをベースステーションに接続します。

3. ACアダプターを電源に接続します。
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システムのセットアップ 

4. ベースステーション背面の電源ボタンを押します。

約2分後に電源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セットアップが完了しました。

Arlo ベースステーション LED
下の図は、ArloベースステーションのLEDの状態を表します。

緑点灯
ベースステーショ
ンは正常に動作し
ています。

緑点滅
ファームウェアのア
ップデート中です。
絶対にベースステー
ションの電源を切ら
ないでください。

消灯
ベースステーションに 
電源が入っていません。

緑点灯
ベースステーション
はインターネットに
接続しました。

緑点滅
ベースステーショ
ンはデータの送受
信中です。

オレンジ点灯
ベースステーショ
ンはルーターに接
続しましたが、イ
ンターネットに接
続していません。
消灯
ベースステーショ
ンはルーターに接
続していません。

緑点灯
1台または複数のカメラ
がベースステーション
に接続しています。

緑点滅
ベースステーショ
ンはカメラと同期
中です。

オレンジ点滅
カメラと無線ルー
ターの距離が離れ
すぎています。

消灯
カメラは接続して
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
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システムのセットアップ 

Arloアカウントの作成
ベースステーションをセットアップが完了したら、Arloアカウントを作成します。お客
様のアカウントはArloシステムとリンクされ、インターネットに接続されたすべてのPC
やモバイル端末から録画ビデオを見ることができます。

スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスでは、Arloをより快適にご使用い
ただくためにArloアプリをご使用ください。AppストアまたはGoogle Playストアにアク
セスして、Arloアプリをダウンロードします。

 ¾ Arloアカウントを作成します。

1.  Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

ご使用中のモバイルデバイスがTouch ID® 指紋認証センサーをサポートする場合
は、Touch IDを使用できます。

2. Touch IDを使う場合は、［Touch IDの有効化］をタップします。 

スキップの後でも、指紋認証のログインを有効にすることは可能です。詳しくは、 
指紋認証ログインを有効または無効にする （29 ページ）を参照してください。

3. ［新規セットアップ］をクリックまたはタップします。

4. ［Arlo（ベースステーション）］を選択します。

5.  デバイスが検出されましたら、ベースステーションのシリアル番号を選択します。

6. タイムゾーンを選択します。

7. ［続ける］をクリックまたはタップします。
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システムのセットアップ 

8. アカウントの情報を入力します。

9. ［続ける］をクリックまたはタップします。

10. サービスプランを選択します。
メモ：その他の情報については、サブスクリプションプラン （44 ページ）を
参照してください。

Arloアカウントの設定が完了しました。Basic（ベーシック）プランは5台までのカ
メラをサポートします。サブスクリプション プランをアップデートして、カメラを
追加することが可能です。

カメラに電池を入れる
Arlo 100%ワイヤレスカメラでは、信頼性のあるメーカーの電池をお使いいただく
ことを推奨します。

 ¾ 電池を入れます。

1. カメラ底面にあるラッチを横にずらして押さえます。

2. 電池カバーを後ろ方向にずらしてから引き上げ、電池ホルダーを開けます。

3. 最初にレンズに近い側の2つの電池を入れます。「＋」と「－」の向きを間違え
ないように注意してください。
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システムのセットアップ 

4. 次にレンズから遠い側の２つの電池を入れます。

5. 電池ホルダーを閉めます。

Arloでご使用になる電池についての情報は、安全上のご注意 （59 ページ）を
参照してください。

カメラは、同期の準備が整いました。

カメラの同期
 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30cm～100cmほど離れた場所に置きます。

2. ベースステーション側面の［Sync］ボタンを約2秒押します。

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。
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システムのセットアップ 

4. カメラ上部の［Sync］ボタンを約2秒押します。

青色のランプが高速で点滅して、同期が成功したことを示します。

カメラの同期完了後、ベースステーションの電源LEDが点滅することがありま
す。これはカメラのファームウェアがアップデートされていることを示します。
ファームウェアのアップデートについては、ファームウェアのアップデート 
（11 ページ） を参照してください。

5. 他のカメラを追加する場合は、以上のステップを繰り返します。

ファームウェアのアップデート
カメラとベースステーションが同期した後にファームウェアがアップデートするこ
とがあります。アップデートが始まると、カメラのLEDが青とオレンジ色に交互に
点滅します。その後ファームウェアがインストールされるまで、約2分間LEDが消灯
します。ファームウェアのアップデートは自動的に行なわれます。
重要：ファームウェアのアップデート中は、Arloカメラおよびベースステーション
の電源は絶対に切らないでください。
アップデートが完了すると、カメラは再度ベースステーションに同期を試みます。
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システムのセットアップ 

カメラの設置またはマウント
カメラは平らな場所や、壁面に設置することができます。

メモ： 配置モード （15 ページ） を使用して設置場所を決定することができます。

 ¾ カメラを壁面に設置します。

1. ネジを壁面に固定します。マウント用マグネットをネジに掛けて固定します。 

2. 石膏ボードなど柔らかい壁面に固定する場合は、付属のアンカーをご使用くだ
さい。

メモ： マウント用マグネットを面テープで固定することもできます。
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システムのセットアップ 

カメラの設置場所
配置モードでは、カメラの映像を素早く確認できます。Arloカメラが目的の場所を
正確に監視するように設置されているかどうかを確認します。設置モードについて
の情報は 配置モード （15 ページ） を参照してください。
Arloカメラを設置するときは、ベースステーションとの距離に注意してください。
• 最大距離を確認します。Arloカメラをベースステーションの無線LAN範囲内に設
置してください。カメラとベースステーションの間にコンクリートの壁や金属製
のドアがある場合、使用可能な距離は短くなります。 

メモ： ベースステーションのカメラLEDを確認してください。オレンジ色に点滅
する場合、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。

• 最小距離を確認します。機器間の電波干渉を避けるため、Arloカメラとベースス
テーションは3m以上、Arloカメラ同士は2m以上離れた場所に設置してください。

Arlo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。  

• 撮影範囲をカメラの視野角に収めます。Arlo 100%ワイヤレスカメラの視野角は
110度です。監視したい範囲がカメラの視野角に収まるように設置してください。
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システムのセットアップ 

• クラウドから調整します。 Arloシステムにログインしてカメラの映像を確認し
ながら設置場所を決定します。配置モードを使用すると、ビデオフィードを見な
がら、ほぼリアルタイムの映像で位置を調整することができます。カメラの設
置後、配置モードをオフにしてください（5分経過すると自動的にオフになりま
す。）詳しくは、配置モード （15 ページ） を参照してください。

• 高い場所に設置します。 センサーが動作しやすいように床面から2m以上の高さ
にやや下向きにして設置することを推奨します。

• 検知対象が横に移動するようにします。 Arloの動作検知センサーは、カメラに
対する縦の動作よりも、水平方向の動作に敏感に反応します。動作検知に最も適
した距離は、カメラから約1.5mから6mの範囲です。 

適切に検知するためには、予想される動きがカメラにまっすぐ近付く、またはまっす
ぐ遠ざかるのではなく、Arloの視野を横切るようにします。たとえば、ソファの周囲
の動きを検知するには、カメラをソファの真上や向かい側ではなく横に置きます。  

動作検知テストの機能でカメラが適切な場所に設置されているかを確認します。動
作を検知するとカメラのLEDがオレンジに点滅します。カメラの設定ページから動
作検知テストを実行します。
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システムのセットアップ 

配置モード
配置モードは、動作検知のモードが無効で、ストリーミングを行なっていない場合
にのみ使用できます。

 ¾ 配置モードを使用します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

ご使用のモバイルデバイスがTouch ID® 指紋認証センサーをサポートする場合
は、Touch IDを使用できます。

2. ［設定］をクリックまたはタップします。

設定のページが表示されます。

3. ［マイ デバイス］からカメラを選択します。

4. ［配置モード］をクリックまたはタップします。 

カメラがストリーミングを開始します。 
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システムのセットアップ 

メモ： 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やスマートフォンでほぼリアルタイムの映像を確認しなが
ら、カメラの位置を調整することができます。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。

別のArloアカウントからカメラを取り外し追加する 
 ¾ 別のArloアカウントからカメラを取り外し追加します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. 別のArloアカウントにログインします。

3. [設定]をクリックまたはタップします。

設定のページが表示されます。

4. [マイ デバイス]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。

5. カメラを選択します。

カメラの設定ページが表示されます。

6. 下にスクロールし、[デバイスを取り外す]ボタンをクリックします。

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. カメラをベースステーションに同期させます。
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2. コンテンツを見る
録画されたビデオはライブラリに保存されます。録画やスナップショット（静止画）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。

カメラのページを見る
Arloアプリを起動すると、カメラのページが表示されます。

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. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。各フィード上のアイコンは、動作中のモードに
よって異なります。

カメラ名

カメラフィード

カメラアイコン

カメラを選択

連続ビデオ録画（CVR）

表示オファー

見ていない録画

スナップショット／
ビデオライブラリ

モード

設定
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 動作検知  動作検知はオンの状態です

 Wi-Fiシグナル  カメラのWi-Fのシグナルの強度を表します。

2. ライブビデオを見るには、カメラフィード上の[Live]をクリックまたはタップし
ます。

カメラのライブストリームの下にライブフィードアイコンが表示されます。

3. ライブビデオの視聴を停止するには、[一時停止]アイコンをクリックまたはタッ
プします。

ライブフィード アイコン
下の表では、ライブフィードで表示されるメニューのアイコンについて説明します。
アイコン 説明

一時停止 

録画開始（手動）  

スナップショット（静止画撮影）

明るさ

全画面表示

ライブビデオを録画する
 ¾ ライブビデオを録画します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. カメラフィード上の[Live]をクリックまたはタップします。

カメラフィードの下部にアイコンが表示されます。

3. ビデオの録画  アイコンをクリックまたはタップします。

録画中、このアイコンは赤色に表示されます。

4. 録画を停止するには、ビデオの録画  アイコンをクリックまたはタップします。



コンテンツを見る 
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ライブビデオからスナップショット（静止画）を撮影する
 ¾ ライブビデオからスナップショット（静止画）を撮影します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。 

2. カメラフィード上の[Live]をクリックまたはタップします。

3. スナップショット  アイコンをクリックかタップします。

スナップショットはライブラリに保存されます。

カメラフィードの管理
複数のカメラがカメラフィードに表示される順序を変更できます。カメラフィードイメ
ージはズーム、反転、または回転することもできます。

カメラの順番を変更する
 ¾ カメラフィードでカメラの順番を変更します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。 

2. [設定]をクリックまたはタップします。

設定のページが表示されます。

3. [カメラの順番]をクリックまたはタップします。

カメラのページに表示される順序でカメラのリストが表示されます。

4. リストのカメラをタップまたはクリックしたまま、ドラッグして順番を変更します。
5. [保存]をクリックまたはタップします。

設定が保存されます。
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カメライメージをズームする
 ¾ カメライメージをズームします。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。 

2. [設定]をクリックまたはタップします。

設定のページが表示されます。

3. [マイ デバイス]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。

4. カメラを選択します。

カメラの設定ページが表示されます。

5. [録画の設定]をクリックまたはタップします。

6. 画面をピンチアウトまたは範囲をドラッグしてズームします。

7. [保存]をクリックまたはタップします。

設定が保存されます。

カメライメージを反転させる

カメラフィードを反転表示することができます。

 ¾ カメライメージを反転させます。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定]をクリックまたはタップします。

設定のページが表示されます。

3. [マイ デバイス]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。
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4. [録画の設定]をクリックまたはタップします。
5. [イメージ反転]をクリックまたはタップします。

カメラ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カメラが録画するすべてのビデオは安全なストレージに保
存されます。どこからでも（モバイル端末、WindowsまたはMacコンピューターを
使っていても）これらの録画にアクセス可能です。すべての録画は、作成するユー
ザー名とパスワードで暗号化されますので、他のユーザーは録画にアクセスするこ
とはできません。 

クラウドストレージは無料のBasic（ベーシック）プランでも利用することができま
す。Basicプランでは録画ビデオ7日間クラウドに保存することができます。長期間
クラウドに保存するためには有料のプランが必要になります。また、録画ビデオは
モバイル端末やPCにダウンロードして保存することができます。

録画ビデオとスナップショット（静止画）を見る
Arloカメラの録画ビデオ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ビデオを検索することができます。 

ライブラリにアクセスする
ライブラリの録画ビデオは時系列順に表示されます。

 ¾ ライブラリにアクセスします。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [ライブラリ]をクリックまたはタップします。

カレンダーが表示されます。
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3. 当月以外に録画ビデオを見る場合は、左右の矢印をタップして表示する月を選択
します。

録画ビデオがある日付は緑色の円で示されます。

4. 日付をクリックまたはタップします。

録画ビデオがカレンダーの下に表示されます。

フィルターを使用する
フィルターを使用して、選択した条件で録画ビデオを検索できます。  

 ¾ フィルターを使用します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。 

2. [ライブラリ]をクリックまたはタップします。

ライブラリのページが表示されます。

3. ページ上のフィルター  アイコンをクリックまたはタップします。

フィルターのページが表示されます。

4. フィルターの条件を選択します。

5. 選択を解除する場合は、[リセット]をクリックまたはタップします。

6. [保存]をクリックまたはタップします。

フィルターが有効の場合、[フィルター]  アイコンは緑色に表示されます。条
件に一致する録画ビデオがのみが表示され、ビデオがある日付は緑色で強調表示
されます。
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フィルターを無効にする
フィルターが有効の場合、[フィルター]  アイコンは緑色に表示されます。フィ
ルターは無効にすることができます。

 ¾ フィルターを無効にします。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。 

2. [ライブラリ]をクリックまたはタップします。

ライブラリのページが表示されます。

3. ページ上のフィルター  アイコンをクリックまたはタップします。

フィルターのページが表示されます。

4. ページ下部の[リセット]をクリックまたはタップします。

フィルタリングが無効になります。フィルターが無効の場合、フィルター  ア
イコンは白色になります。

ビデオを共有またはダウンロードする
 ¾ ビデオを共有またはダウンロードします。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [ライブラリ]をクリックまたはタップします。

ライブラリが表示されます。

3. ビデオやスナップショットを、クリックまたはタップします。

4. 共有  をクリックまたはタップします。

5. スナップショットまたはビデオを共有する方法をクリックまたはタップします。

使用可能な方法は、スマートフォンまたはPCで使用するアプリによって異なり
ます。
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3. カメラをカスタマイズする
Arlo は管理しやすいようにカメラ名などを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。

カメラの名前を変更する
名前を変更することでカメラの管理が簡単になります。

 ¾ カメラの名前を変更します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定] > [マイ デバイス]をクリックまたはタップします。

3. カメラを選択します。

カメラの設定ページが表示されます。

4. [名前]フィールドに、新しい名前（「車庫」や「玄関」など）を入力します。
32文字まで入力できます。

5. [保存]をクリックまたはタップします。

設定が保存されます。

プロファイルの設定
セットアップ時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後で変更することができます。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。
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ユーザー名とパスワードを変更する
 ¾ ユーザー名とパスワードを変更します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定]をクリックまたはタップします。

設定のページが表示されます。

3. アカウント下の[プロファイル]をクリックまたはタップします。

プロファイルのページが表示されます。

4. 新しいユーザ名およびパスワードを入力します。

5. [保存]をクリックまたはタップします。 

設定が保存されます。

モバイルアプリの自動ログインをオン／オフする
自動ログインがオンのときにスマートフォンの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 モバイルアプリの自動ログインをオン／オフします。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。 

2. [設定]をクリックまたはタップします。

設定のページが表示されます。

3. アカウント下の[プロファイル]をクリックまたはタップします。

プロファイルの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。
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友人にアクセス権を付与する
Arloアカウントに友人を招待することができます。友人はライブストリームを見た
り、ビデオを録画したり、ライブラリからのビデオクリップを見たり、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作成したり
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。友人がどのカメラを見ることができ、どの管理権限を利用できるか
を選択できます。

友人を追加する
 ¾ Arloアカウントに友人を追加します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定]をクリックまたはタップします。

設定のページが表示されます。

3. アカウント下の[アクセス権の付与]をクリックまたはタップします。

友人のページが表示されます。

4. [追加]またはプラス（+）記号をクリックまたはタップします。

5. 追加する友人の名、姓、メールアドレスを入力します。

6. アクセスを許可するカメラを選択します。

7. [招待を送る]をクリックまたはタップします。

Arloアカウントの作成を招待するメールが友人に送信されます。この友人の名前
は「保留」と表示されますが、友人が招待を受け入れると「承認済み」に変わり
ます。
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友人のアクセス権を編集する
 ¾ 友人のアクセス権を編集します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。 

2. [設定]をクリックまたはタップします。

設定のページが表示されます。

3. アカウント下の[アクセス権の付与]をクリックまたはタップします。

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]  をクリックまたはタップします。

編集ページが表示されます。

5. カメラをクリックまたはタップして、選択／選択解除します。

6. [アクセス権の許可]をクリックまたはタップします。

[アクセス権の許可]を選択し、この友人があなたのアカウントおよびカメラ設定
を変更することを許可します。

7. [保存]をクリックまたはタップします。

設定が保存されます。

友人を削除する
 ¾ 友人の権限を削除します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定]をクリックまたはタップします。

3. アカウント下の[アクセス権の付与]をクリックまたはタップします。

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。
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4. 友人を選択し、[編集]  をクリックまたはタップします。

編集ページが表示されます。

5. [友人を削除]をクリックまたはタップします。

6. [はい]をクリックまたはタップします。

友人が削除されます。
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4. 設定
Arlo の設定をカスタマイズします。

指紋認証ログインを有効または無効にする
ArloアプリはTouch IDによる指紋認証ログインに対応します。モバイルデバイスを
お使いの場合は、指紋認証ログインを有効化または無効化することができます。

 ¾ 指紋認証ログインを有効または無効にします。

1. Arlo アプリ  を起動します。

カメラのページが表示されます。

2. [設定]をタップします。

設定のページが表示されます。

3. [プロファイル]をクリックまたはタップします。

プロファイルの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。

このボタンでTouch IDを有効化または無効化します。

タイムゾーンを変更する
 ¾ タイムゾーンを変更します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定] > [マイ デバイス]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。

カメラの設定ページが表示されます。
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4. [タイムゾーン]をクリックまたはタップします。

タイムゾーンのページが表示されます。

5. タイムゾーンを選択します。

6. [保存]をクリックまたはタップします。

設定が保存されます。

ビデオの設定
夜間撮影をオン／オフする
夜間撮影がオンの場合、Arlo カメラは暗い場所で赤外線LEDを自動的に点灯させま
す。カメラが、LEDを反射するもの（窓など）の方向を向いている場合は、夜間撮
影をオフにすることを推奨します。

 ¾ 夜間撮影をオン／オフします。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定] > [マイ デバイス]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。

カメラの設定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、[ビデオの設定]をタップします。

ビデオの設定ページが表示されます。

5. [夜間撮影]をクリックまたはタップします。

設定を[保存]します。
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電源管理の設定
 ¾ 電源管理の設定を調整します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定] > [マイ デバイス]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。

カメラの設定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、[ビデオの設定]を選択します。

5. [電源管理の設定]から下のオプションを選択します。
• 高品質録画  電池寿命が短くなる場合があります。
• 最適化  ビデオの品質と電池寿命のバランスを最適化。
• 最適な電池寿命  電池寿命は長くなりますが、ビデオの品質が低下する場合が
あります。

無線ネットワークを変更する
 ¾ 無線ネットワークを変更します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定] > [マイ デバイス]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。

カメラの設定ページが表示されます。

4. 無線ネットワーク（SSID）をクリックまたはタップします。

ネットワークの設定ページが表示されます。

5. 接続する無線ネットワーク名（SSID）とパスワードを入力します。
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6. [次へ]をクリックまたはタップします。
7. 指示に従って、ベースステーションを無線ルーターに接続します。

設定を[保存]します。

デバイスの情報を確認する
 ¾ デバイスの情報を確認します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定] > [マイ デバイス]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。

カメラの設定ページが表示されます。

4. ページの下部の[デバイス情報]に、ハードウェアバージョン、シリアル番号、フ
ァームウェアバージョンが表示されます。

カメラを再起動する
 ¾ カメラを再起動します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定] > [マイ デバイス]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。

カメラの設定ページが表示されます。

4. ページ下部の[再起動]をクリックまたはタップします。

カメラが再起動します。
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アカウントからカメラを削除する
 ¾ アカウントからカメラを削除します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。

2. [設定] > [マイ デバイス]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。

カメラの設定ページが表示されます。

4. ページ下部の[カメラを取り外す]をクリックまたはタップします。

アカウントからカメラおよびカメラの設定が削除されます。

カメラをオン／オフする
 ¾ カメラをオン／オフします。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。 

カメラのページが表示されます。

2. [設定 > マイ デバイス]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。

カメラの設定ページが表示されます。

4. [カメラ オン／オフ]をクリックまたはタップします。

カメラがオン／オフします。
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5. モード・ルール・スマートアラート
モードを使用することで、ルールに基づいた自動的なアクションを設定および制御する
ことができます。Arlo があなたのために見ていてくれます（Arloアプリを使用していな
いときでも）。 

Arlo には以下のモードが用意されています。

 警戒：このカメラはすべての検知がオンの状態です。 

 待機：このカメラはすべての検知がオフの状態です。

 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：モバイルデバイスの位置情報に基いて警戒、待機およびスケジュー
ルのモードが動作します。

新しいモードは、カスタムモード  として追加されます。

デフォルトの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
のカメラの動作検知がアクティブでその他がアクティブでないモードを作成することも
できます。たとえば、睡眠時間中は、屋外のカメラをアクティブにし、屋内のカメラを
非アクティブにできます。

メモ： 同じカメラに複数のモードを作成できますが、一度に使用できるモードは1
つだけです。

モードを選択する
手動でモードのオンとオフを切り替えたり、スケジュールに基づいてオンにするモ
ードを設定したりできます。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 カメラは常に1つのモードに設
定されています（そのモードが何もしないように設定されている場合でも）。

 ¾ メニューからカメラのモードを選択します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラの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 

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. 適用するモードを選択します。

選択されたモードはただちに適用されます。
カメラの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。動作検知がオンの状態のとき、 

 のアイコンが表示されます。

動作検知の感度を変更する
カメラの感度レベルを変更します。

 ¾ 動作検知の感度を変更します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

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. モードの横にある[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[動作の検知]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。
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7. スライダーを左右に動かして、感度レベルを調整します。

Arloアプリの場合は、設定を変更するとそのまま設定が保存されます。

8. ブラウザーの場合は、[保存]をクリックします。

設定が保存されます。

アラートを管理する
Arloはお使いのスマートフォンなどのモバイルデバイスに、プッシュ通知やメール
アラートを送信することができます。モバイルデバイスでプッシュ通知を受信する
には、Arloアプリをインストールする必要があります。

メモ： Arloアプリからログアウトした状態では、プッシュ通知を受信することはで
きません。

 ¾ カメラのアラート設定を変更します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

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. [次の場合]下で、動作の検知または音声の検知を指定します。

6. [次のことをします]下で、動作検知または音声検知に応答するアクションを指定
します。

7. [アラート]下の、[プッシュ通知]をクリックまたはタップすると、オン／オフが
切り替わります。

8. メールによるアラートが必要な場合は、[メールアラート]が選択されていること
ご確認ください。



37

モード・ルール・スマートアラート 

9. メールアドレスを指定するには、[メールアラート]横にある編集をクリックまた
はタップして、メールアドレスを入力します。

ジオフェンスをセットアップする
ジオフェンスとは地理的な境界線（フェンス）のことで、設定された範囲への出入
りを認識する機能です。モバイルデバイスの位置情報に基いて警戒、待機およびス
ケジュールのモードが動作します。
ジオフェンスを使用するには、Arloアプリの位置情報へのアクセスを許可する必要
があります。

モバイルデバイスの設定
 ¾ モバイルデバイスでジオフェンスを設定します。

1. GPSまたは位置情報サービスを有効にします。

2. Wi-Fiを有効にします。

ジオフェンスの初回セットアップとモード
 ¾ ジオフェンスの初回セットアップとモード。

1. Arlo アプリ  を起動します。

カメラの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。

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ます。

5. [許可]をタップします。

ジオフェンスはArloがあなたのモバイルデバイスの位置を認識してはじめて使用
可能になります。あなたの現在地が表示されます。
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6. 住所を変更する場合は、[住所欄]をタップして住所を入力し、[次へ]をタップし
ます。

ジオフェンスの範囲はデフォルトで「中」に設定されています。

7. 範囲の設定を変更する場合は、[範囲]のアイコンをタップします。サイズを選択
し、[次へ]をタップします。

範囲は、小／中／大（半径はそれぞれ約150m／250m／500m）が選択できます。

8. ロケーションの名前を入力して[次へ]をタップします。

Away（退席中）モードがリストに表示されます。Away（退席中）モードはあな
たが設定した住所から離れた場合に動作する検知モードです。

9. Away（退席中）モードをタップし[次へ]をクリックします。
メモ：モバイルデバイスが範囲の外側にいる場合、デフォルトではAway（退席
中）モードになります。一般的にはAway（退席中）の場合は、「警戒」や「カ
スタム」のモードを設定します。

10. ホームモードをタップし[次へ]をクリックします。
メモ：モバイルデバイスが範囲の内側にいる場合、デフォルトではホームモード
になります。一般的にはホームの場合は、「待機」や「カスタム」のモードを設
定します。

複数のモバイルデバイスをご使用の場合は、ジオフェンスに使用するデバイスの
選択を要求される場合があります。

11. 使用するモバイルデバイスを選択して[次へ]をタップします。

12. [保存]をタップします。

複数のモバイルデバイスでジオフェンスを使用する
複数のモバイルデバイスでジオフェンスを使用するには、下記の方法で設定します。
以下の条件を満たしていることをご確認ください。
• Arloデバイスがオンラインである。
• ジオフェンスの機能が有効である。
• あなたの他のモバイルデバイスや、友人のモバイルデバイスがアカウントに登録
済みである。
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友人のデバイスの登録の方法は 複数のモバイルデバイスでジオフェンスを有効
または無効にする （39 ページ） をご参照ください。

• （あなたの友人がジオフェンスの機能を使用する場合に必要になります。）友人
のモバイルデバイスから、Arloアプリにログインしている。

• （あなたの友人がジオフェンスの機能を使用する場合に必要になります。）友人
のモバイルデバイスで、位置情報サービスまたはGPSの機能が有効である。

複数のモバイルデバイスでジオフェンスを有効または無効にする
 ¾ 複数のモバイルデバイスでジオフェンスを有効または無効にします。

1. Arlo アプリ  を起動します。

カメラの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。

モードのリストが表示されます。

4. ジオフェンス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。

ジオフェンスを使用可能なモバイルデバイスのリストが表示されます。

6. ジオフェンスを使用するデバイスを選択し有効にします。

デバイス名の横にチェックマークが表示されます。

メモ： 選択されたデバイスのロケーションがジオフェンスで設定した範囲の「
ゾーン内」または「ゾーン外」と表示されます。

7. （オプション）ジオフェンスを無効にする場合は、モバイルデバイスのチェック
をはずします。

デバイスが選択されていない状態では、ジオフェンスの機能は無効になります。
その他の情報については、ジオフェンスをセットアップする （37 ページ） をご
参照ください。
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ジオフェンスの精度
ジオフェンスはGPSの他に、モバイルデータ通信、Wi-Fiからの情報も位置情報の取
得に使用します。
• 都市部などモバイルデータ通信の基地局やWi-Fiルーターが比較的多くある環境
では、100～200mの誤差の範囲で動作します。

メモ：高層ビルが密集している環境では、GPSの位置精度が低下し、ジオフェン
スがうまく動作しないことがあります。その場合は、 「大」 の範囲を設定する
と解決することがあります。

• モバイルデータ通信の基地局やWi-Fiルーターが少ない環境では、100m以内の誤
差の範囲で動作します。

ジオフェンスの位置精度を高めるためには以下のことをします。
• モバイルデバイスでWi-Fiを有効にします。
• GPSや位置情報サービスが有効であることを確認します。

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。複数の
モバイルデバイスが有効の場合、1台でもデバイスがジオフェンスの範囲内に入る
と「ホーム」モードになり、全てのデバイスが範囲外に出ると「Away（退席中）」
モードになります。
複数のモバイル端末を使用する場合のその他の情報については、複数のモバイルデ
バイスでジオフェンスを使用する （38 ページ） をご参照ください。

カメラのルールをスケジュールする
カメラのアクティビティを時間で制御するスケジュールを設定することができます。ス
ケジュールは週単位で設定します。たとえば、火曜日に動作するスケジュールは、毎週
火曜日に同じ動作が繰り返されます。デフォルトでは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：警戒
• それ以外の時間帯：待機
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スケジュールを追加する
 ¾ スケジュールを追加します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

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. スケジュール  をクリックまたはタップします。

5. スケジュールの横にある編集 をクリックまたはタップします。

6. [追加]をクリックまたはタップします。

7. 曜日と時間を設定し、[保存]をクリックします。

スケジュールの設定が追加されます。

スケジュールを編集する
 ¾ スケジュールを追加します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

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。
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4. スケジュール  をクリックまたはタップします。

5. スケジュールの横にある編集 をクリックまたはタップします。

6. 緑色の（スケジュールが有効な）時間帯をクリックまたはタップします。

7. 曜日と時間を設定し、[保存]をクリックします。

スケジュールの設定が変更されます。

モードを追加する
新たに自分でカスタマイズしたモードを追加することができます。カメラはモード
ごとに1つのルールを持ちます。

 ¾ モードを追加します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

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. ベースステーションを選択します。

4. [モードの追加]をクリックまたはタップします。

新しいモードのページが表示されます。

5. モードの名前を入力して[次へ]を入力します。

トリガーとなるデバイスのページが表示されます。

6. [動作を検知したとき]を選択し、[次へ]をクリックまたはタップします。

動作検知の設定ページが表示されます。

7. 動作検知の感度と、動作の検知ゾーンを設定します。

スライダーを使って動作検知の感度を調整します。
• Arloがビデオを録画しやすくするためには、値を大きくします。
• Arloがビデオを録画しにくくするためには、値を小さくします。
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8. [次へ]をクリックまたはタップします。

アクションのページが表示されます。

9. カメラがイベントを検知したときに実行する動作を選択します。

[ビデオの録画／何もしない]から選択し、[次へ]をクリックまたはタップします。

10. 録画時間の設定をします。10秒から120秒の間で設定し、[次へ]をクリックまた
はタップします。

11. アラートの設定をします。プッシュ通知かメールアラートを選択して、[次へ]を
クリックまたはタップします。

12. メールアラートを選択した場合は、メールの送り先を設定します。

13. [次へ]をクリックまたはタップします。

モードのルールの内容が表示されます。

14. 設定を確認し、[保存]をクリックまたはタップします。

設定が保存されます。
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6. サブスクリプションプランを管理する
すべてのArloカメラには、基本的な機能を備えたBasic（ベーシック）プランが適用さ
れています。サービスプランは、無料のBasic（ベーシック）と、有料のPremier（プレ
ミア）またはElite（エリート）の中から選択することができます。

サブスクリプションプラン
ご使用環境のニーズの拡張に合わせて有料のサービスレベルにアップグレードする
ことができます。サービスレベルによって、カメラの台数の追加やクラウドストレ
ージの容量の拡張、またビデオを友人や家族と共有することができます。サービス
プランについては、http://bit.ly/1AQGR9k をご参照ください。
Basic（ベーシック）またはPremier（プレミア）のサービスプランからは、いつで
もアップグレードすることができます。有料のサービスプランから上位のサービス
レベルにアップグレードする場合は、現在の期間の未使用部分が計算され、その計
算金額がアップグレード費用から差し引かれます。

サービスプランを更新する
月払いプランは、年払いプランにアップグレードするかキャンセルするまで、毎月
自動的に更新されます。プランを変更した場合、その変更が有効になるのは、次
の請求サイクルからです。年払いプランはデフォルトでは自動的に更新されます
が、1年の期間が終了するときに更新しなようにすることもできます。

Premier（プレミア）またはElite（エリート）サービス
プランを選択する

 ¾ Premier（プレミア）またはElite（エリート）サービスプランを選択します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

カメラのページが表示されます。 

2. [設定]をクリックまたはタップします。

設定のページが表示されます。
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3. [アカウント]下の[サブスクリプション]をクリックまたはタップします。

サブスクリプションのページが表示されます。

4. [サブスクリプションの変更]をクリックまたはタップします。 

サブスクリプションプランのページが表示されます。

5. Premier（プレミア）またはElite（エリート）プランに変更するには、[選択す
る]をクリックまたはタップします。

6. 画面の指示に従ってサービスプランを変更します。

お支払い完了後に、サービスプランのページの情報が更新されます。
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7. 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 」参照してください。
ArloとIFTTTについての詳細は、NETGEAR 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、8. SmartThings
でArloを使用する （47 ページ）を参照してください。

https://ifttt.com/arlo
https://community.netgear.com/t5/Arlo-Smart-Home-Security/ct-p/Arlo
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8. 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、カメラの名前を変更する （24 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。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

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
 ¾ 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 （48 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-Hub-
and-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 > Things > Safety and Security]をタップします。
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6. [Cameras > Netgear Arlo]をタップします。

7. [Arlo (connect)]をタップします。

8. [Connect to Arlo]をタップします。

9. Arloのログインパスワードを入力します。

10. プライバシーポリシーに同意します。

11. [Done]をタップします。

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

13. [Done > Next > Done]をタップします。

14. [My Home > Things]をタップします。

15. 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。

SmartTingsアプリの詳細については、「https://support.smartthings.com/hc/en-us/
articles/209529506-Netgear-Arlo-Wire-Free-Camera」を参照してください。

https://support.smartthings.com/hc/en-us/articles/209529506-Netgear-Arlo-Wire-Free-Camera
https://support.smartthings.com/hc/en-us/articles/209529506-Netgear-Arlo-Wire-Free-Camera
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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。

 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。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

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. 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[動作の検知]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[動作の検知]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。
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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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9. FAQとトラブルシューティング

電池に関するFAQ
電池アイコンのメモリは何を表しますか？
電池の残量を表します。
• 3 メモリ。61–100%

• 2 メモリ。17–60%

• 1 メモリ。1–16%

• 0 メモリ。0%

Arloを温度の低い環境で使用する場合の注意点はありますか？
温度が極端に低い環境では電池の寿命が短くなることがあります。
複数のArloを使用していますが、特定のArloのみ電池を消耗します。
動作検知や録画が頻繁に行なわれるArloでは電池の消耗が早くなります。動作検知
の感度や、ビデオの解像度を下げるなどして調整してください。
周囲のWi-Fi環境はArloの電池に何かしらの影響を与えますか？
はい。混雑しているWi-Fi環境では、電池の消耗が早くなることがあります。
Arloの電池はどれくらい持続しますか？ 

新しい電池の場合は、通常の使用で約4~6ヵ月の寿命になります。通常の使用と
は、「最適な電池寿命」 設定で一日に約4分間の録画または映像の表示程度の使用
を想定して定義されています。
どのようにすれば寿命を延ばせま すか？
カメラの電池寿命を延ばすために、以下を参考にしてください：
• Arloベースステーションのファームウェアが最新になっている事を確認してくだ
さい。ファームウェア更新 に関する詳細な情報については、どのようにArloシ
ステムのファームウェアを自動更新しますか？

• あなたのカメラの電源管理の設定をチェックします。電池寿命を延ばすため
に、[最適な電池寿命]設定を選択します。この設定では映像品質を落として、電
池寿命を延ばします。最高の映像品質にするためには、[高品質録画]設定を選択
します。この設定では最高の映像品質を提供するかわりに、電池寿命が短くなり
ます。電池と映像品質のベストバランスのために、[最適化]設定を選択します。
電源管理設定にアクセスするために、Arloアカウントでログインして、[設定] >  
[カメラ]からカメラを選択します。

https://community.netgear.com/t5/Arlo-Knowledge-Base/How-Can-I-Trigger-My-Arlo-System-to-Update-its-Firmware/ta-p/286
https://community.netgear.com/t5/Arlo-Knowledge-Base/How-Can-I-Trigger-My-Arlo-System-to-Update-its-Firmware/ta-p/286
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• 通常の使用とは、[最適化]設定で一日に約4分間の録画または映像の表示程度の
使用を想定して定義されています。

• 電池寿命は、使用方法によって異なる結果になる場合があります。ベースステーシ
ョンからカメラまでの距離によっても、電池寿命が変化するので注意が必要です。

ストリーミングの帯域幅を管理する
カメラが使用する帯域幅は、解像度の設定によって異なります。
• [高品質録画] 700–750 kbps

• [最適化] 450–550 kbps

• [最適な電池寿命] 300 kbps

ブラウザーでビデオストリームが見れない
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。
また、Arloがデータを送信するポートをPCやルーターがブロックしている場合があり
ます。接続を維持するには、ポート443および80の通信を許可する必要があります。
その他は、次の項目に注意する必要があります。

Wi-Fiの電波干渉
付近に複数のWi-Fiネットワークやデバイスが存在する環境では、Arloシステムへの
電波干渉の原因となります。Arloの設置場所には、Wi-Fiネットワークやデバイスの
数をできるだけ減らしてください。
また、機器間の電波干渉を避けるため、Arloカメラとベースステーションは3m以
上、Arloカメラ同士は2m以上離れた場所に設置してください。

Wi-Fiの範囲外
Arloベースステーションとカメラが離れすぎた場所に設置されていないか確認して
ください。また、間に金属製のドアや厚い壁などが存在するとWi-Fiの電波が届きに
くくなります。
ArloカメラのWi-Fiの電波強度が、3または4本表示される場所にカメラを設置してく
ださい。カメラは電波行度が1または2本のときも動作しますが、システムがカメラ
を検出できなくなる場合があります。
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電池残量
カメラの電池残量が2メモリ以上あるか確認してください。少ない電池残量のカメ
ラはストリーミングが途切れる原因となります。

プッシュ通知を受信しない
モバイルデバイスでアラートを受信するには、Arloアプリにログインしている必要
があります。ログイン時にデバイスがプッシュ通知用に登録されます。アプリの終
了時にログアウトした場合は、アプリに再度ログイン必要があります。アラートは
デバイスがスリープ中でも着信します。

「警戒」モードのルールの設定を確認する
「警戒」モードまたはカスタムモードでプッシュ通知が有効になっていることを確
認します。 

 ¾ 「警戒」モードのルールの設定を確認します。

1. Arlo アプリ  を起動します。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com 」にアクセスします。

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. Arloカメラを選択します。

モードのリストが表示されます。

4. モードの横の[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. [アラート]下の、[プッシュ通知]が選択されていることを確認します。

6. 設定を[保存]します。
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iOSデバイスのArloアプリの設定を確認する
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。 

 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]と選択します。

Arlo通知設定が表示されます。

3. [通知の許可]が選択されていることを確認します。

4. 設定を[保存]します。

AndroidデバイスのArloアプリの設定を確認する 

 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]の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]と選択します。

Arloの通知設定が表示されます。

3. [通知の表示]の設定が有効になっていることを確認します。

4. 設定を[保存]します。

インストール時にプッシュ通知を許可しない場合

Arloアプリを初めてインストールするときに、アラートを受け取るには、プッシ
ュ通知の送信を許可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、1日以上アプリがアンインストールされ
ていない限り、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日待てない場合は、デバイスのシステムクロック機能を使って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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ベースステーションがオンラインか確認する
Arloベースステーションがオンラインか確認するために、ベースステーション前面
のインターネットLEDを確認します。
• インターネットLEDが緑点灯であれば、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がオレンジ点灯であれば、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LEDを確認できない場合は、Arloアカウントにログインし
て次を確認します。
• 各Arloカメラからビデオフィードが参照できれば、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。

• ビデオフィードが表示されず、ベースステーションのオフライン等のエラーメッセ
ージが出る場合は、ベースステーションが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
ベースステーションがオフラインか不明の場合は、ベースステーションがオンライ
ンか確認する （56 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復旧します。

1. LANケーブルをチェックします。

ベースステーション背面のポートと、インターネット接続しているルーターとの
間にケーブルが繋がっている事を確認します。また、購入時に添付されているケ
ーブルを使用してください。

2. 電源アダプターをチェックします。

ベースステーション背面のポートと、電源タップ等にきちんと接続されている事
を確認します。

3. 他のデバイスを使用して、インターネット接続されているルーターに直接接続し
て確認をします。

無線環境の問題を判別するため、有線で接続できるデバイスを使用します。(両
方使用可能なデバイスの場合、無線をオフにして試してください)デバイスから
インターネット接続ができるか確認します。
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• デバイスからインターネット接続できない場合、ルーターからのインターネ
ット接続を回復させる必要があります。

• もしインターネット接続できる場合は、続けてトラブルシューティングを継
続します。

4. ベースステーションの電源を入れなおします。

電源タップから電源アダプターを抜いて、1分ほど待ってから、電源アダプター
を再度差し込みます。ベースステーションが起動するまで1~2分ほどかかりま
す。電源とインターネットランプが緑色で点灯する場合、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。インターネットランプがオレンジ色の場
合、続けてトラブルシューティングを継続します。

5. ルーターのDHCP設定とクライアントリストを確認します。

DHCPが有効になっているか、またDHCPのクライアントリストにベースステーシ
ョンがあり、IPアドレスが割り振られているか確認します。(割り振られている
場合はベースステーションがリストに表示されます)詳細はお使いのルーターの
説明書をご覧ください。

6. ベースステーションが以前インターネットに接続できていたが、現在接続ができ
なくなっている場合は、ルーターのセキュリティ設定とファームウェアが以前と
比較して変更されていないか確認をします。

ルーターのセキュリティ設定を変更する、ファイアウォールから除外するために
ベースステーションをDMZに置くなど、一時的にセキュリティレベルを下げてみ
て接続できるか確認をします。これらの設定を変更できたら、ベースステーショ
ンの電源を入れなおして、再度4の手順で接続を確認します。

7. ルーター側のポート設定で、 443 と 80 が開放されている事を確認します。

メモ：インターネット環境の管理者が別にいる場合、IT管理チーム等に確認をし
てください。Arloベースステーションはほとんどのproxyサーバーを通過できま
せん。proxyサーバーを迂回する方法について、IT管理チームまたはサービスプ
ロバイダー(ISP)に確認してください。併せてポート 443 と 80が開放されている
事も確認をします。

8. ベースステーションを工場出荷時の状態にリセットします。

その他の情報は ベースステーションを初期化する （58 ページ）をご参照く
ださい。
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以上のことを試してもベースステーションがオフライン状態の場合は、下で記載さ
れた情報と実施したトラブルシューティングの内容を元に support.arlo.com サポー
トにお問い合わせください。
• ベースステーションのシリアル番号
• ユーザ名(Arloアカウントで登録したメールアドレス)

• インターネットサービスプロバイダー（ISP）の名前
• インターネット接続タイプ(DSL / ケーブルなど)とスピード(Arloでは最低で上り

1Mbps以上の速度が必要)

• インターネット接続のルーターのモデル名
• ルーターに接続しているその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接続できていた日時(過去に接続できて
いた場合)

ベースステーションを初期化する
Arloベースステーションを工場出荷時の状態に初期化します。Arloアカウントから
ベースステーションの登録状態が削除されます。

 ¾ Arloベースステーションを初期化します。

1. クリップなど先の細いものでベースステーション背面の[Reset]ボタンを約10秒
間押し続けます。

初期化を開始すると、ベースステーション前面のLEDがオレンジ色に点滅しま
す。点滅が終わると、ベースステーションは再起動します。

2. 電源LEDとインターネットLEDが緑色に点灯したら、Arloアプリ  を起動し
ます。

ブラウザーの場合は「arlo.netgear.com」にアクセスします。

3. [新規セットアップ]をクリックまたはタップします。

4. 指示にしたがってセットアップします。
Arlo 100%ワイヤレスカメラが初期前にベースステーションに同期していた場合は、 
カメラを再度追加する必要があります。詳細は、 Arloアカウントの作成 （8 ページ）  
を参照してください。

https://www.arlo.com/jp/support/contact.aspx
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10. 電池に関する警告と安全性について
ArloのパフォーマンスはArloカメラ付属の電池および同等の電池（CR123A）の使用を
前提としています。

偽物や低品質の電池の使用に関する警告
偽物や低品質の電池は、高品質の電池のような過電流保護機能が内蔵されていない場合
があり、安全対策がされていません。このような理由から、NETGEARは Arlo カメラに
付属の電池および同等の電池（Panasonic®、energizer®、Duracell® ※などのよく知られ
たメーカーが製造した CR123A）を使用することを推奨します。

偽物や低品質の電池の使用により電池内部のショートが起こり、製品の破損や火事、爆発
を引き起こす事例が報告されています。

特にインターネットオークションやマーケットプレイスウェブサイトをご利用の場合
は、偽物や低品質の電池が販売されている場合があるのでご注意ください。

偽物や低品質の電池を使用する場合は、電池寿命が短くなる、パフォーマンスが悪くなる、
製品故障の原因になる等、安全上の問題を引き起こす原因となりますが、NETGEARはこ
れらの電池の使用によって生じるいかなる損害についても責任を負いません。

安全上のご注意
ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

表記について
各図記号は以下のような意味を表しています。

 警告  この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思
われる事項があることを示しています。

  記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている
事項は絶対に行わないでください。

  記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施
してくだ さい。

警告： 規格外の電池を使用すると、けがや製品破損の原因となります。
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警告

     電池を分解、破壊、切断、押しつぶす、傷をつける、ショートさせる、燃やす、 
水や火につける、気温の高いところ（60℃以上）に置くなどしないで下さい。 
また、使い捨て電池は充電して使用しないで下さい。これらの行為は、爆発、 
火事、やけどの原因となります。

    電池に直接はんだ付けをしないでください。
    過電流保護機能が内蔵しており、安全対策のされた電池のみを使用してください。
    Arloカメラで偽物や低品質の電池を使用しないでください。Arloカメラに付属の電
池またはPanasonic®、energizer®、Duracell®などのよく知られたメーカーが製造し
たCR123Aの電池を使用してください。

    Arloカメラで充電式の電池を使用しないでください。充電式の電池の使用によって
生じるいかなる損害についても、NETGEARは責任を負いません。

    電池をポケットや財布、金属ケースに入れないでください。
    電池を危険物や燃えやすいものと一緒に保管しないでください。涼しくて湿気が少な
く、通気性の良いところに置いてください。

    Arloカメラは防水構造で屋外使用できますが、電池や電池ケースの中は濡らさない
ようにしてください。

    電池を幼児の手の届かないところに置いてください。
     電池を交換するときはすべての電池を新品のものに同時に交換し、同じメーカーか
ら同時期に購入した同じタイプのものを使用してください。「＋」と「－」の向き
を間違えないようにご注意ください。電池を挿入する前に、電池ケースが空で、破
片などが落ちていないことを確認してください。クイックスタートガイドやArloカ
メラ本体に書かれている通りの向きに電池を入れてください。最初にカメラ背面側
の2つの電池を入れ、その後にちょうつがい側の２つの電池を入れてください。

    使いきった電池は早めに取り出し、自治体の指示に従って破棄してください。

これらの警告や指示に従わない場合、適用法令に従い、NETGEARはこれらによって生
じるいかなる損害についても責任を負いません。

※記載のメーカー名はそれぞれの会社の登録商標です。
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