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1 はじめに 

この度は Safie Visitors をご利用いただきありがとうございます。このマニュアルでは、本サービスを利用す

るにあたっての環境の構築や各種設定などの操作方法について説明します。 

 

2 ご利用開始までの流れ 

ご利用までの流れは以下のとおりです。本マニュアルでは以下の流れに沿って操作方法を説明します。 

 

 

3 事前準備 

本サービスを利用するにあたって、お客様が運用を行う中での組織や権限の設定について設計を行います 

Step.1 ユーザの整理 

ユーザは、本サービスによって解析されたデータや、クラウドに録画された映像を閲覧・ダウンロードした

り、カメラに関する各種設定を変更したりすることが可能です。本サービスでは、「ロール」という概念でそれら

の操作の権限を制御しており、「ロール」は複数個の細かい権限の集まりで構成されます。 

ここでは、いくつのロールを作成すべきかを検討してください。 

例えば… 

飲食店や小売店の場合は[店長]・[店員]・[アルバイト]の３つのロールで設定することが多いです。 

Step.2 ユーザのグルーピング 

本サービスでは、ユーザを任意にグルーピングすることが可能です。グルーピングの単位に応じて、閲覧でき

るカメラを制御することができます。 

本サービスでは、グルーピングされたユーザの集まりを、「ユーザチーム」と言う単語で定義します。ここで

事前準備

ロールの管理

ユーザの管理

ユーザチームの管理

デバイスグループの管理

ユーザチームとデバイスグループの関連付け

ラベルの管理
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は、「どれだけ細かい単位のユーザでカメラを利用する権限を設定したいか」の観点で設計してください。店舗

などを統括する組織単位で設定することをお勧めします。 

例えば… 

・ユーザチーム１：管理本部）品川区統括部 

・ユーザチーム２：管理本部）渋谷区統括部 

・ユーザチーム３：管理本部）中央区統括部 

 

Step.3 カメラのグルーピング 

本サービスでは、ご利用中のデバイス（カメラ）を任意にグルーピングすることが可能です。グルーピングの

単位に応じて閲覧できるユーザチームを制御することができます。 

本サービスでは、グルーピングされたカメラの集まりを、「デバイスグループ」という単語で定義します。こ

ちらはユーザチームの設計と同様に管理の単位であるのと併せて、解析結果のグルーピングもこちらが単位とな

ります。こちらは、カメラを設置する物件単位（大きい物件であれば物件内のフロア単位）で設定することをお

勧めします。 

例えば… 

・カメラグループ１：居酒屋セーフィー 五反田店 

・カメラグループ２：居酒屋セーフィー 恵比寿店 

・カメラグループ３：居酒屋セーフィー 銀座店 
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4 設定ツールへのログイン 

ログイン画面 

本サービスの設定ツールへのログインは以下の URL からアクセスしてください。アクセス後、ログイン画面よ

り弊社から通知されたログイン ID/パスワードを使ってログインしてください。 

 

◆Safie Visitors 設定ツール 

https://safie.link/visitors/ 

 

 

パスワードを忘れた場合、こちらからパスワードリセットを行ってください。 

 

トップ画面 

ログインすると、以下の画面がトップに表示されます。 

 

https://safie.link/visitors/
https://safie.link/app/auth/reset
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① 左メニュー 

ここをクリックすると、右半分の画面が切り替わります。詳細な使い方は次章以降をご参照ください。 

② Safie Visitors 利用状況 

Safie Visitors の利用状況を表示します。本サービスを利用しているカメラと、それの所属するデバイスグ

ループ数がサマリになって表示されます。 

③ デバイス、ユーザ登録状況 

本ツール上で設定している全体のデバイスグループ数やユーザチーム、ユーザ数がサマリになって表示され

ます。 

④ ご契約者名（法人名） 

ログイン中のアカウントの所属している、ご契約名義の法人名が表示されます。 

⑤ ログインアカウント 

ログイン中のアカウント（メールアドレス）を表示します。 

ログアウト方法 

画面右上のログインアカウントをクリックして、「ログアウト」をクリックしてください。 
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5 ロールの管理 

ロールとは複数の権限の集まりで、ユーザに対して付与して利用します。１人のユーザは所属しているユーザ

チームの中で１つのロールを持ちます。同じアカウントであっても、複数のチームに所属していたらそのチーム

毎に異なるロールを持つことができます。 

例えば… 

同じ A さんであっても、デバイスグループ X とデバイスグループ Y で異なるロールを付与すること

ができます。 

 

 

ロールの編集方法 

① ロール管理画面の、「権限を編集」をクリックします。 

 

② 表内のチェックで権限を切り替えたあと、「確定する」をクリックして変更内容を確定します。 

(チェックが入っているものが権限を持っていることを意味しています。) 
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権限の種類 

１つのロールには以下の権限が含まれています。利用するアカウントの特性に応じて、適切な権限を設定して

運用してください。 

項番 権限名 説明 

1 LIVE 視聴 カメラで撮影している LIVE 映像の視聴権限 

2 VOD 視聴 カメラで撮影した VOD(録画映像)の視聴権限 

3 カメラ設定 カメラの設定を変更 

4 イベント検知 イベントの検知設定を行う権限 

5 イベント通知 イベントの検知設定にもとづき、通知を受け取る権限 

6 ムービークリップ作成 映像のムービークリップを作成する権限 

7 ムービークリップ削除 作成されているムービークリップを削除する権限 

8 ムービークリップ閲覧 作成されているムービークリップを視聴する権限 

9 映像ダウンロード 
メディアダウンロードや作成されているムービークリップを PC やスマ

ートフォンにダウンロードする権限 

10 トークバック カメラへのトークバック（呼びかけ）機能を利用する権限※ 

11 録画データ削除 カメラで撮影した録画映像を削除する権限 

12 ダッシュボード閲覧 作成されているダッシュボードを閲覧する権限 

13 ダッシュボード編集 ダッシュボードの新規作成や編集を行う権限 

14 顔認証・管理 
登録リストへの来訪者の登録・削除、来訪者情報の編集、ラベルの付与・

剥奪をする権利 

15 顔認証・閲覧 来訪者の情報を閲覧する権限 

16 顔認証・ラベル付与 来訪者にラベルを付与する権限 
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6 ユーザの管理 

本章では、サービスを利用するユーザ（＝アカウント）の管理に関する説明を記載します。ユーザは、本サー

ビスによって解析されたデータや、クラウドに録画された映像を閲覧・ダウンロードしたり、カメラに関する各

種設定を変更したりすることが可能です。 

※注意※ 

本サービスで閲覧できるデータには個人情報が含まれるものもあります。プライバシーに配慮すると

ともに、個人情報保護法をはじめとする個人情報に関する法令や規則、ガイドラインを遵守のうえア

カウントの作成およびロールの付与をお願いします。 

ユーザの作成 

本サービスを利用するユーザを作成します。以下の手順で作成してください。 

① 左メニューの「ユーザ管理」をクリック 

② クリック後、画面右上の「＋新規ユーザ」をクリック 

 

 

③ 必要な情報を入力して、「登録」をクリック 
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メールアドレス 
ユーザのメールアドレスを入力します。このメールア

ドレスがログイン時の ID になります。 

ユーザ名（任意） 
ユーザの名前を入力します。本設定ツールでのみ利用

されるので、必要に応じてご利用ください。 

管理者権限 

本設定ツールにアクセスできるか否かの設定です。作

成するユーザアカウントに応じて以下を設定してく

ださい。 

・利用者を追加する場合：一般ユーザ 

・管理者を追加する場合：管理者 

 

※注意※ 

こちらの「登録」をクリックした時点で、該当のメールアドレス宛に Safie アカウントへの招待メ

ールが発信されます。作成のタイミングはご注意ください。 

 

ユーザの編集 

ユーザ情報を編集します。ユーザ名や管理者/一般ユーザの切り替え、チーム別のロールを変更できます。 

 

 

ユーザの削除 

ユーザを削除します。ユーザが異動や退職によりアカウントが不要になった際にご利用ください。 

ユーザ管理画面で、削除したいユーザの右側にある「削除」アイコンをクリックしてください。確認画面が表

示されるので、そのまま「OK」をクリックすると削除されます。 

① ユーザ情報を編集 ユーザ情報を編集します。ユーザ名

および管理者/一般ユーザの切り替え

が可能です。 

② ロール編集 該当のアカウントの所属するチーム

内でのロールを変更します。 

※プルダウンリストを変更すると即

時で反映されるのでご注意くださ

い。 
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ポイント 

誤ってユーザを削除した場合は再度ユーザの作成を行うことで再登録が可能ですが、７．ユーザチー

ムの管理で設定するユーザチームへの所属状況は戻りません。誤って再登録となった際は、必要に応

じて再度設定を行ってください。 

 

  



 

 12 / 31 ©2019 Safie inc. 
 

 

7 ユーザチームの管理 

ユーザチームの作成 

① 左メニューの「チームの追加」をクリック後、必要事項を入力して、「プレビュー」をクリックしてくださ

い。 

 

 

名前 
このチームの名前を設定します。本設定ツール上での

識別に利用します。 

チームの説明（任意） 

このチームの説明欄です。本設定ツールでのみ閲覧可

能な情報ですので、管理上の備考欄としてご利用くだ

さい。 

このチームのユーザ 
このチームに入れるユーザを設定します。（複数選択

可） 

このチームが管理するデ

バイスグループ 

このユーザチームが利用可能なデバイスグループを

設定します。（複数選択可） 

 

② 内容を確認して、問題が無ければ「作成する」をクリックしてください。 

 



 

 13 / 31 ©2019 Safie inc. 
 

 

ユーザチームの編集 

ユーザチームの編集は、左メニューの「ユーザチーム」から変更を行います。ユーザチームをクリックすると

以下の画面が表示されます。 

 

① ユーザチームを検索します。フォームに文字列を入れて「検索」をクリックすると、②のチームリスト欄に

検索結果が表示されます。 

② お客様が管理しているユーザチームの一覧が表示されます。①と同期して、検索結果を表示します。 

③ ②で選択したユーザチームの情報が表示されます。チームの作成日と説明が表示されます。 

④ ②で選択したユーザチームのメンバーが表示されます。アカウント（メールアドレス）と、ユーザ名と、適

用されているロールが左から順に表示されます。 

⑤ ②で選択したユーザチームが閲覧可能なデバイスグループを表示します。こちらの編集に関しては「ユーザ

チームとデバイスグループの関連付け」の章で説明します。 

ユーザの追加/削除 

そのチームへのユーザの追加、またそのチーム内のユーザの解除を行います。「ユーザチーム」画面の④の中

にある「メンバーを編集」をクリックして表示された画面から追加/削除してください。 
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画面 A お客様が管理しているアカウントが一覧で表示されます。「＋追加」の

ボタンをクリックすると画面 B に追加されます。追加済みのユーザに

はチェックマークがつきます。下の「全選択」をクリックすると一覧

にあるユーザが全て画面 B に追加されます。 

画面 B 画面 A で追加されたユーザが表示されます。右側の「削除」をクリッ

クするとこちらの一覧から削除されます。下の「クリア」をクリック

すると一覧にあるユーザが全て画面 B に戻ります。 

更新ボタン 画面 A、画面 B でユーザの追加/削除が完了したらこちらのボタンをク

リックして更新を完了してください。「キャンセル」をクリックすると

変更が破棄されるので注意してください。 

 

チーム内でのロールの変更 

そのチームに所属しているユーザのロールを変更します。「ユーザチーム」画面の④の中にある「権限を設

定」をクリックして表示された画面から変更します。 
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A ロールを変更しようとしている対象ユーザのメールアドレスを表示し

ます。対象が正しいか確認のうえ変更してください。 

B ここからロールを変更します。クリックすると 5 章で作成したロール

がリストになって表示されます。 

C B で選択したロールが持つ権限が一覧になって表示されます。間違い

がないか確認後、画面下の「更新」ボタンをクリックしてください。 

 

ユーザチームの削除 

ユーザチームのページ内下部の「チーム削除」をクリックしてください。確認画面が出てくるので、そのまま

「OK」をクリックするとチームが削除されます。 

※注意※ 

チームを削除しても、そのチームに属していたユーザは削除されません。ユーザのアカウントそのも

のを削除したい場合は６．ユーザの管理の章を参照のうえ削除処理を実施してください。 
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8 デバイスグループの管理 

お客様のカメラを、「デバイスグループ」に所属させることでそれらのカメラをグループ管理することができ

ます。上記の管理のほか、グルーピングした単位で解析の結果を表示/集計するなど管理外にも影響があるので

ご留意ください。 

デバイスグループの作成 

① 左メニューの「グループの追加」をクリック後、必要事項を入力して、「プレビュー」をクリックしてく

ださい。 

 

 

顔認証を利用する/しない 

該当のデバイスグループが本サービスを利用できる

状態かどうかを設定します。 

本サービスを利用する場合はかならず「～する」を設

定しておいてください。 

※「～しない」を設定した場合、Safie Viewer の Safie 

Apps 内のデバイスグループに本デバイスグループが

表示されません。 

名前 

このグループの名前を設定します。本設定ツール上で

の識別だけでなく、ユーザ（Viewer）側でのカメラの

選択や、ダッシュボードの利用にも使われる名前なの

で、管理者/利用者双方でわかりやすい名前を設定し

てください。 
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管理コード（任意） 
デバイスグループ毎に一意のコードを割り振りたい

場合に入力してください。 

住所（任意） 
デバイスグループを設置拠点単位で区別する際に、そ

の拠点の住所を入力してください。 

グループの説明（任意） 

このデバイスグループの説明欄です。本設定ツールで

のみ閲覧可能な情報ですので、管理上の備考欄として

ご利用ください。 

このグループ内のカメラ 
このデバイスグループに入れるカメラを選択します。

お客様の契約しているカメラが一覧で表示されます。 

このグループの管理チー

ム 

このデバイスグループに関連付けるユーザチームを

選択します。7 章で作成したユーザチームが一覧で表

示されます。 

 

② 内容を確認して、問題が無ければ「作成する」をクリックしてください。 

 

デバイスグループの編集 

デバイスグループの編集は、左メニューの「デバイスグループ」から変更を行います。デバイスグループをク

リックすると以下の画面が表示されます。 
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① デバイスグループを検索します。フォームに文字列を入れて「検索」をクリックすると、②のグループリス

ト欄に検索結果が表示されます。 

② お客様が管理しているデバイスグループの一覧が表示されます。①と同期して、検索結果を表示します。 

③ ②で選択したデバイスグループの情報が表示されます。管理コード、グループの作成日、説明と住所が表示

されます。 

④ ②で選択したデバイスグループで利用可能なラベルが表示されます。 

⑤ ②で選択したデバイスグループ内のデバイスが表示されます。 

右側のアイコンをクリックすると、デバイス毎に顔認証が有効/無効を切り替えることができます。 

 

顔認証機能が有効な状態です。クリックすると無効に切り替えることができま

す。 

 

顔認証機能が無効の状態です。クリックすると有効に切り替えることができま

す。（ただし、同カメラが本サービスに対応しているカメラであること、且つ本サ

ービスのオプションが割り当てられている必要があります。） 

⑥ ②で選択したデバイスグループ内のデバイスを閲覧可能なユーザチームを表示します。こちらの編集に関し

ては「ユーザチームとデバイスグループの関連付け」の章で説明します。 

利用するラベルの追加 

利用するラベルを追加できます。「デバイスグループ管理」画面の④の中にある「ラベル編集」をクリックし

て表示された画面でラベルを追加してください。 

① 画面内の追加をクリックしてください。 
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② 「ラベルのパラメータ」の項を参照のうえ必要事項を入力後、「保存」をクリックして作成を完了してくだ

さい。 

 

利用するラベルの削除 

利用するラベルを削除できます。「デバイスグループ管理」画面の④の中にある「ラベル編集」をクリックし

て表示された画面でラベルを削除してください。 

① 画面内の削除をクリックしてください。 

 

 

② 削除をクリックすると以下の確認画面が表示されるので、内容に問題が無ければ「ラベル削除」をクリック

して削除を完了してください。 
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注意 

ラベルを削除すると、過去の統計情報からも削除されます。削除すると復元できないのでラベル情報

を統計に利用している際はご注意ください。 

 

デバイスの追加/削除 

そのグループへのデバイスの追加、またそのグループ内のデバイスの解除を行います。「デバイスグループ管

理」画面の⑤の中にある「デバイスを編集」をクリックして表示された画面でデバイスを追加/削除してくださ

い。 

デバイスの追加が完了したら、デバイスグループの編集画面の⑤から顔認証を有効にしてください。 

 

 

画面 A 検索フォームです。シリアルもしくはデバイス名を入れて「検索」を

クリックすると、画面 B に検索結果が表示されます。 

画面 B 画面 A で検索した結果が表示されます。枠内のアイテム右側の「＋追

加」をクリックするとそのデバイスが画面 C に追加されます。下の



 

 21 / 31 ©2019 Safie inc. 
 

 

「全選択」をクリックすると検索結果のデバイス全てが画面 C に追加

されます。「クリア」をクリックすると検索結果がクリアされます。。 

画面 C 画面 B で追加されたデバイスが表示されます。アイテム右側の「削

除」をクリックするとこちらの一覧から削除されます。下の「クリ

ア」をクリックすると一覧にあるデバイスが全て画面 B に戻ります。 

更新ボタン 画面 B、画面 C でデバイスの追加/削除が完了したらこちらのボタンを

クリックして更新を完了してください。「キャンセル」をクリックする

と変更が破棄されるので注意してください。 

デバイスグループの削除 

① デバイスグループ管理ページのグループリストから削除したいデバイスグループを選択してください。 

② 画面右下の「グループ削除」をクリックしてください。 

 

 

③ 確認画面が出てくるので、そのまま「OK」をクリックするとチームが削除されます。 

 

 

※注意※ 

デバイスグループを削除する際、限定ラベル(※)が設定されている場合そのラベルも一緒に削除され

るのでご注意ください。 

※限定ラベルの解説は 10.ラベルの管理を参照してください。 
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9 ユーザチームとデバイスグループの関連付け 

ユーザチームとデバイスグループを関連付けることで、ユーザチーム/デバイスグループ単位でユーザがアク

セスできるカメラを制御することができます。以下の２つのパターンで関連付けが可能です。どちらから行って

も結果に相違ありません。 

ポイント 

 

① ユーザチームとデバイスグループの関連付けで、誰がどのカメラを見れるかを制御します。 

② ロールの設定で、誰が何をできるかを制御します。 

デバイスグループから設定 

① 左メニューの「デバイスグループ」をクリックしてデバイスグループ管理画面を開いてください。 

② デバイスグループ管理画面内のグループリスト内から、関連付けを編集したいグループを選択してくださ

い。 

③ 選択後、画面右の「チームを編集」ボタンをクリックしてください。 
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④「チームを編集」をクリック後、以下の画面が出てくるので必要な操作が完了したら右下の「更新」ボタンを

クリックしてください。 

 

 

画面 A 検索フォームです。キーワードを入れて「検索」をクリックすると、

画面 B に検索結果が表示されます。 

画面 B 画面 A で検索した結果が表示されます。枠内のアイテム右側の「＋追

加」をクリックするとそのチームが画面 C に追加されます。下の「全

選択」をクリックすると検索結果の全てのチームが画面 C に追加され

ます。「クリア」をクリックすると検索結果がクリアされます。。 

画面 C 画面 B で追加されたチームが表示されます。アイテム右側の「削除」

をクリックするとこちらの一覧から削除されます。下の「クリア」を

クリックすると一覧にあるチームが全て画面 B に戻ります。 

更新ボタン 画面 B、画面 C で関連付けするチームの追加/削除が完了したらこちら

のボタンをクリックして更新を完了してください。「キャンセル」をク

リックすると変更が破棄されるので注意してください。 

 

ユーザチームから設定 

① 左メニューの「ユーザチーム」をクリックしてユーザチーム管理画面を開いてください。 

② ユーザチーム管理画面内のチームリスト内から、関連付けを編集したいチームを選択してください。 

③ 選択後、画面右の「グループを編集」ボタンをクリックしてください。 
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④「グループを編集」をクリック後、以下の画面が出てくるので必要な操作が完了したら右下の「更新」ボタン

をクリックしてください。 

 

 

画面 A 検索フォームです。キーワードを入れて「検索」をクリックすると、

画面 B に検索結果が表示されます。 

画面 B 画面 A で検索した結果が表示されます。枠内のアイテム右側の「＋追

加」をクリックするとそのグループが画面 C に追加されます。下の

「全選択」をクリックすると検索結果の全てのグループが画面 C に追

加されます。「クリア」をクリックすると検索結果がクリアされます。 

画面 C 画面 B で追加されたグループが表示されます。アイテム右側の「削

除」をクリックするとこちらの一覧から削除されます。下の「クリ

ア」をクリックすると一覧にあるグループが全て画面 B に戻ります。 

更新ボタン 画面 B、画面 C で関連付けするグループの追加/削除が完了したらこち

らのボタンをクリックして更新を完了してください。「キャンセル」を

クリックすると変更が破棄されるので注意してください。 
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10 ラベルの管理 

本サービスではカメラで検知した来訪者に対してラベルを付与することができます。特定の来訪者を検出した

際にユーザに通知を出したり、店舗スタッフを統計データから除外したりすることが可能になります。ラベルの

管理は左メニューの「ラベル管理」内のラベル一覧画面で行います。 

 

① ラベルを新規作成する際に利用します。 

② お客様で管理しているラベルの一覧が表示されます。 

③ ラベル一覧内のラベルのパラメータが表示されます。左上からラベル名、そのラベルが割り当てられいる

デバイスグループ(※)、シェアの有無、通知の有無、統計利用の有無、編集/削除アイコンです。詳細は次

項以降で説明します。 

※「シェア：する」になっていたり、デバイスグループの指定がされていない場合は空欄での表示となり

ます。 

ラベルのパラメータ 

ラベルには複数のパラメータがあり、パラメータによって公開範囲やラベルを付与された人物を検知した際の

挙動を制御することができます。 

ラベルの名称 

ラベルの名称です。この名称がユーザ（Safie Viewer）側にも適用されるので、わかりやすい名前を設定する

ことをお勧めします。 

ラベルの色 

ラベルの色です。この色がユーザ（Viewer）側にも適用されるので、ラベル毎に異なる色での運用をお勧めし

ます。以下の３色から設定が可能です。 

 

Green Orange Gray 
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シェア設定 

シェアの設定に応じてそのラベルをどのデバイスグループで利用できるかを制限できます。必要に応じて使い

分けしてください。（便宜上、本項ではシェア設定がされたラベルを「シェアラベル」、そうでないラベルを「限

定ラベル」と表現します） 

⚫ シェアラベル 

お客様の管理している全てのデバイスグループでご利用できます。 

⚫ 限定ラベル 

お客様の管理しているデバイスグループのうち、特定のデバイスグループでのみご利用いただけます。限定

ラベルを作成する際には公開する対象となるデバイスグループを設定します。 

 

ラベルをつかった挙動の制御 

ラベルには、本サービスがそのラベルの付いた来訪者を検知した際に特定の挙動を制御することができます。

具体的には、以下の挙動を制御することができます。 

⚫ 通知設定 

そのラベルのついた人を検知した際に、ユーザに対して通知を発信します。店舗での VIP 顧客など、特定

の人物の来訪を検知したい際にご利用ください。 

⚫ 統計への利用 

そのラベルのついた人を検知した際に、その来訪情報を統計情報に利用します。特定の人物（ex 店舗スタ

ッフ 等）を統計情報から除外したい際には OFF にしてご利用ください。 

 

ラベルの作成 

以下の手順でラベルを作成できます。 

① 左メニューの「ラベル管理」をクリックして「ラベル一覧」の画面を表示 

② ラベル一覧画面右上の「新規作成」をクリック 

全体 

デバイスグループ１ デバイスグループ２ 

シェアラベル 

限定ラベル１ 限定ラベル２ 
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③ 以下の画面が表示されるので、前項の「ラベルのパラメータ」を参照のうえラベルを作成してください。必

要事項を入力したら、「保存」をクリックして作成を完了してください。 

※デバイスグループを指定しても、「全グループでラベルを共有する」を ON にすると全てのデバイスグル

ープでラベルが利用可能になります。 

 

 

ラベルの編集 

以下の手順でラベルを編集します。 
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① ラベル一覧画面内の編集したいラベルの「編集」ボタンをクリック 

 

 

② 新規作成と同じ画面が出てくるので、編集が完了したら「保存」ボタンをクリックして編集を完了してくだ

さい。 
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ラベルの削除 

以下の手順でラベルを削除します。 

① ラベル一覧画面内の編集したいラベルの「削除」ボタンをクリック 

 

 

② 確認画面が表示されるので、「ラベル削除」をクリックすると削除完了です。 

 

 

注意 

ラベルを削除すると、過去の統計情報からも削除されます。削除すると復元できないのでラベル情報

を統計に利用している際はご注意ください。 

 

プリセットラベル 

本サービスでは以下のラベルをプリセットで設定しています。必要に応じて名称や色を編集してご利用くださ

い。 

名称 色 通知設定 統計への利用 公開範囲 

VIP Orange ON ON 公開 

STAFF Green OFF OFF 公開 

NOTIFY Gray ON ON 公開 
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11 デバイス管理 

お客様がご契約中のデバイスを参照できます。左メニューの「デバイス管理」をクリックして、デバイス管理

画面から行います。 

 

① 検索フォームです。カメラ名やシリアルを入力すると、②の一覧画面に検索結果が表示されます。 

② お客様がご契約中のデバイスの一覧が表示されます。①の検索フォームと同期して、検索結果がこちらに表

示されます。 

③ 該当デバイスの詳細情報を表示します。 
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12 設置工事、設定が終わったら 

設置工事、上記の設定が完了したら以下を確認してください。 

デバイスグループの顔認証利用の有効設定 

デバイスグループの編集画面から、Safie Visitors を利用したいデバイスグループで顔認証が有効になってい

るか確認してください。③の枠内のデバイスグループ名の横に のアイコンがあれば正しく設定さ

れています。 

各デバイスの顔認証機能の有効設定 

デバイスグループの編集画面から、Safie Visitors を利用したカメラで顔認証機能が有効になっているか確認

してください。⑤の枠内のデバイス名の横に のアイコンが表示されていれば正しく設定されていま

す。  

13 サポート 

サポート体制 

本サービスのサポート体制は以下のとおりです。円滑なトラブル対応のため、できる限り管理者さまからお問

い合わせいただくようご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

お問い合わせ先 

ご利用に際してのトラブルや、操作でご不明な点は以下までお問い合わせください。 

 

■Safie サポート事務局  support@safie.jp 

・サポート受付時間  24 時間 365 日 

・サポート対応時間  平日午前 9 時～午後 5 時（年末年始および弊社指定の休業日を除く） 

※障害/トラブルに関するお問い合わせの際は、その事象に加えてお客様名およびカメラのシリアルナンバーを必

ずお伝えいただくようお願いいたします。 

 

お客様 

利用者様 

お客様 

管理者様 

セーフィー 

サポート事務局 

mailto:support@safie.jp

