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はじめてSaf ieを使う方

Wi-Fiで接続する
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有線LANで接続する（CC-2）

共通の設定・使い方

Wi-Fi で接続する場合のトラブルシューティング



すでにアカウントをお持ちの方は２へ

新規ユーザー登録をする アプリのインストールをする

2

1　　登録の準備をしましょう

https://safie.link/ https://safie.link/apps/

※App Store・Google Play Store から「safie」と検索することも
　可能です。

Safie のビューワーは、WEBブラウザ・iOSアプリ・android アプリ
の3種類。スマホアプリから利用する場合は、事前にアプリをインストー
ルをしてください。

スマートフォン、タブレット、PＣからSafie のWEB ページを開き、
新規ユーザー登録をします。

画面上部の「新規登録」をクリックし、ログインに使用するメールア
ドレスと任意のパスワードを入力してください。

登録したアドレスにメールが届きますので、確認をしてください。
※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。



デスクトップ上に現れるアイコンをクリックします。

SafieVolumeというファイルが
自動的に立ち上がります。
「ログイン」ボタンを押してください。

「safie」で検索してストアからのダウンロードも可能です。
Wi-Fi で利用するカメラの設定

カメラを接続するWi-Fi が届く場所で設定してください。
※下記画面は、機種・ファームウェアバージョンにより一部異なりますが手順は同一です。
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2　　カメラの接続設定をしましょう   

カメラとパソコン を接続する1

2 セットアップツールを
立ち上げる

3 ログインする

４ 使用するWi-Fiを選ぶ

１

２

３

4

カメラの起動完了まで30秒ほどお待ちください。
起動完了すると、CC-１はLEDが黄色点滅、
CC-2はLEDが水色点滅します。

登録したメールアドレスとパスワードを入力した
ら、「ログイン」をクリックします。

使用するWi-Fiが出てこない場合は、
「ネットワークを再検索する」もしくは
「ほかのネットワークに接続する」ボタンを押して
ネットワーク名を直接入力してください。
※CC-1は2.4Ghz帯のみの対応です。

Wi-Fiパスワードを入力

カメラを設置する

カメラ名を設定する

５

6６

7７

ポイント
カメラのLEDが赤・青の交互点滅はファームウェアの更新中です。
接続は完了しているため、そのまま10分ほどお待ちください。

パスワードを入力し「ネットワークに接続する」を
クリックします。
接続までしばらく時間がかかる場合があります。
うまくいかない場合は、
アクセスポイントに近づけてお試しください。

カメラをパソコンから接続解除し、
設置場所で電源に挿します。
その場でまず映像確認をする場合は、
「サーバーに接続する」をクリックしてください。

必要に応じてカメラ名を設定します。
（後から変更も可能）
「カメラ一覧へ」ボタンをクリックして
映像が見られたら設定完了です！

Macの場合

Windowsの場合

CC-1 CC-2

CC-1/CC-2 カメラ
パソコンで設定する場合



CC-１、CC-2をお持ちの方　　

カメラを電源に接続する カメラを選択する
登録をするカメラのシリアルNo.を選択してください。
シリアルNo.は、本体裏面に記載があります。

Wi-Fiパスワードを入力する
Wi-Fiのパスワードを入力し、「接続する」をタップ
してください。
しばらくして「カメラの登録が完了しました。」という
画面が表示されたら完了です。
必要に応じてカメラ名を入力してください。
（後からでも設定可能です。）
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カメラの通信に使用するWi-Fi が届く場所で設定してください。
※下記画面は、機種・ファームウェアバージョンにより一部異なりますが手順は同一です。
スマホのBluetooth 機能をONにしてください。
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カメラの起動完了まで30秒ほどお待ちください。
起動完了すると、CC-１はLEDが黄色点滅、
CC-2はLEDが水色点滅します。

Wi-Fi で利用するカメラの設定

2　　カメラの接続設定をしましょう   

1１

Wi-Fiを選択する
ご利用になるWi-Fiを選択します。
※CC-１は2.4Ghz帯のみ対応です。

５

ポイント
カメラのLEDが赤・青の交互点滅はファームウェアの更新中です。
接続は完了しているため、そのまま10分ほどお待ちください。

４4

2台目以降を登録する場合
ログイン後右上のメニューボタンをタップすると
「設定」メニューが開きます。
カメラを追加・Wi-Fi設定変更を
タップしてください。

アプリにログインする
設定したメールアドレスとパスワードを入力し
ログイすると、右のカメラ登録画面が表示されます。
「次へ」をタップしてください。

2２

カメラをさがす
カメラをさがすをタップします。

3３

CC-1 CC-2

CC-1/CC-2 カメラ
スマホで設定する場合



5

CC-２Lを有線 LAN で利用するカメラの設定

カメラとPC を接続する
カメラの起動完了まで30秒ほどお待ちください。
起動完了すると、LEDが水色点滅します。

セットアップツールを
立ち上げる

ログインする
登録したメールアドレスとパスワードを入力したら、
「ログイン」をクリックします。

※下記画面は、機種・ファームウェアバージョンにより一部異なりますが手順は同一です。

有線 LANを選択する
「有線LANで接続する」をクリックします。

有線 LANを接続する
カメラに有線LANを挿し、「設定を完了する」を
クリックします。
※固定IPの場合は、ここで設定してください。

カメラを設置する

カメラ名を設定する
必要に応じてカメラ名を設定します。
（後から変更も可能）
ビューワーにログインし、映像が見られたら完了です！

カメラをパソコンから接続解除し、
設置場所で電源に挿します。
その場でまず映像確認をする場合は、
「サーバーに接続する」をクリックしてください。

2　　カメラの接続設定をしましょう   

6

7

５

ポイント
カメラのLEDが赤・青の交互点滅はファームウェアの更新中です。
接続は完了しているため、そのまま10分ほどお待ちください。

４4

1１

2２

3３

CC-1 CC-2

CC-1/CC-2 カメラ
パソコンで設定する場合

デスクトップ上に現れるアイコンをクリックします。

SafieVolumeというファイルが
自動的に立ち上がります。
「ログイン」をクリックします。

Macの場合

Windowsの場合
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CC-１、CC-2をお持ちの方　　

カメラを電源に接続する カメラを選択する
シリアルNo.は、本体裏面に記載があります。

有線LANを選択する
「有線LANで接続する」をタップしてください。

※下記画面は、機種・ファームウェアバージョンにより一部異なりますが手順は同一です。
スマホのBluetooth 機能をONにしてください。

カメラの起動完了まで30秒ほどお待ちください。
起動完了すると、LEDが水色点滅します。

2　　カメラの接続設定をしましょう   
CC-２Lを有線 LAN で利用するカメラの設定

設置場所で電源とLANケーブルに接続したら、
「設定を完了する」をタップします。固定IPの
設定を行う場合は、「固定IPを設定する」をタップ
してください。
映像が見られたら完了です。

カメラを設置する
2台目以降を登録する場合
ログイン後右上のメニューボタンをタップすると
「設定」メニューが開きます。
カメラを追加・Wi-Fi設定変更を
タップしてください。

6

ポイント
カメラのLEDが赤・青の交互点滅はファームウェアの更新中です。
接続は完了しているため、そのまま10分ほどお待ちください。

４4

5

1１

アプリにログインする
「ログイン」をタップして
設定したメールアドレスとパスワードを入力し
ログインしてください。
その後右のようなカメラ登録画面が表示
されますので、「次へ」をタップします

2２

カメラをさがす
「カメラをさがす」をタップします。

3３

CC-2L

CC-2L カメラ
スマホで設定する場合



3　　便利な設定
※下記設定は録画プランのみとなります

映像シェア

運用例

設定方法

❶映像右上の     をクリック ❷シェアユーザーを追加する
　をクリック

❸アドレスを入力し「シェアする」
　をクリックします

❶映像下メニューのシェアをタッチ ❷相手のメールアドレスを
　入力してシェア

通知の設定

設定方法

❶映像右上の     をクリック ❷受け取りたい通知方法と
　通知内容をチェック

通知方法
通知内容

通知スケジュールを設定することも可能です。
夜間だけ通知したい場合は、24時で一度区切って設定してください。

❸通知内容、方法、タイミングを入力し、
　設定するをクリック

7

セーフィーアカウントを持っているユーザーに（５人まで）自分のカメラ
の映像を見せることができます。あなたがシェアした後に、相手が
Safie のビューワーにログインすると映像を確認できます。

サウンド検知、モーション検知、切断検知の通知をすることが可能です。
通知方法は、メール、アプリのプッシュ通知があります。

PC

PC

スマホ

（例）22時～翌朝8:00まで通知する際の設定

スマホ

❶設定をタップ ❷通知設定をタップ ❸通知内容、方法をチェック

通知方法

通知内容

オーナーのカメラ
owner@safie.jp

Bさん
b@safie.jp

Cさん
c@safie.jp

シェア シェアシェア

Aさん
a@safie.jp

通知内容と方法 曜日と時間



3　　便利な設定

撮影範囲のクロップ（固定ズーム）　※CC-１カメラのみ対応（2017年7月時点）

設定方法
設定方法

PC

PC

PC

スマホ

スマホ

❷撮影範囲のクロップをクリック ❸OKをクリック

❺「再起動する」をクリック
　少し待つ

❹左のバーで倍率、画面をドラッグして
　撮影範囲を決定する

※iOSのみ

❶設定をタッチ ❷カメラ設定を
　タップ

❸下へスクロールして
　クロップをタップ

❹映像をピンチ・ドラッグ
　して撮影範囲を決め、
　クロップをタップ

その他の設定

カメラ名の変更

カメラの電源ON/OFF

カメラの状態表示のLEDのON/OFF

マイクON/OFF（マイクつきモデルのみ）

ナイトビジョンON/OFF/AUTO

映像の180度回転

スピーカーの音量量整
（スピーカーつきモデルのみ）
イベント検知のON/OFF

変更可能な項目

電源スケジュール設定

（例）22時～翌朝8:00まで通知する際の設定
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※下記設定は録画プランのみとなります

必要な時間だけ録画したい場合は、電源のスケジュール設定が可能で
す。夜間だけ通知したい場合は、24時で一度区切って設定してください。
※PCからのみ設定可能

その他様々な設定が可能です。

必要な部分だけをズーム固定で録画する機能です。通常のデジタルズー
ムで拡大するよりも、鮮明な画質で視聴できます。

❶映像右上の 　 をクリック
❶右上の　をクリックし
　任意の時間を入力して設定



4　　使ってみましょう　　-　一覧画面の見方
一覧画面の表示は静止画です。30 秒に一度更新されます。

PCの一覧画面

ビューワー（映像）画面へ・並べ替え
クリックすると、そのカメラのビューワー（映像）画面に移動します。
ドラッグして順番を入れ替えるとカメラ表示順の並べ替えができます。

表示列数の変更
一覧に表示する列数を変更します。台数が多いときに便利です。

タグ設定
カメラにタグを設定します。5の検索窓からタグで検索もできます。
例えば、店舗や設置場所をつけてグループ分けすることができます。

スマホの一覧画面

1

2

3

カメラ名やタグを検索
カメラ名やタグで絞り込み表示ができます。台数が多いお客様に便利です。

4

9

ビューワー（映像）画面へ
クリックすると、そのカメラのビューワー（映像）画面に移動します。

カメラのON/OFF 切り替え
カメラのON/OFFを切り替えます。

1

2

1

2 4

3

1

2



1 録画映像の確認
タイムライン上を左右にドラッグし表示したい時間を指定してください。

2 LIVE映像
現在の時間の映像に戻ります。

3 タイムスケールの変更
遡りたい時間に合わせてタイムラインの表示単位を選択してください。

4 検知イベントの映像確認
クリックした検知イベントの時間にとんで映像を再生します。
緑はモーション検知、黄色はサウンド検知です。

5 検知イベントのスキップ
イベントを検知した時間にスキップします。

11 ボリューム調整（マイク付きモデルのみ）

12

タイムラプス（早送り動画）の作成
タイムラプス映像をクラウド上に残すことができます。

13

14

ムービークリップ（動画の保存）の作成
ムービークリップを作成します。契約台数×30分までクラウド上に残すことができます。

ユーザー設定

ムービークリップ、タイムラプス動画の視聴と、ダウンロード・削除ができます。

5　　使ってみましょう　　-　映像画面の見方 (PC)
基本操作方法

６ ズーム
上下にポイントをドラッグで移動させてズーム倍率を調整してください。

７ 一時停止

８ 早送り
3倍、10倍、30倍で再生可能です。

通常サイズと大きいサイズの切り替えができます。

９ 画面サイズ切り替え

 10 全画面表示切り替え
ディスプレイサイズいっぱいに表示できます。

15

ムービークリップ・タイムラプス動画の確認

ご登録アドレスの変更や、カメラのご契約一覧などを確認・変更する画面に移動します。
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5　　使ってみましょう　　-　映像画面の見方（スマホ）

1 録画映像の確認
タイムライン上を左右にドラッグし表示したい時間を指定してください。

2 LIVE映像
現在の時間の映像に戻ります。

3 タイムスケールの変更
遡りたい時間に合わせてタイムラインの表示単位を選択してください。

4 検知イベントの映像確認
タップした検知イベントの時間にとんで映像を再生します。
緑はモーション検知、黄色はサウンド検知です。

5 検知イベントのスキップ
イベントを検知した時間にスキップします。

６ ズーム
二本の指でピンチ操作をするとズームイン・ズームアウトができます。

７ 一時停止

８ 早送り
3倍、10倍、30倍で再生可能です。

タップした日にちにジャンプし、その映像を表示します。

９ 録画映像の日にち指定

 10 静止画・ムービークリップ（動画の保存）の作成
ムービークリップを作成します。契約台数×30分までクラウド上に残すことができます。

11 カメラ一覧画面へ
他のカメラを見る時に、一覧画面へ戻ります。

12 映像シェア設定

 13 設定へ
ムービークリップした映像もここから確認可能です。

iOS と andoroid で一部異なります。下記は iOS の画面です。
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6　　カメラのWi-Fi設定に困ったときは　　
カメラの LED から状態がわかります

カメラのWi-Fi設定がうまくいかない場合は、LEDの状態からカメラの状態をご確認ください。

消灯

CC-1 CC-2

CC-1 CC-2

交互点滅

電源オフ・サーバー接続完了後、非ストリーミング状態です。
電源が正しく接続されているか確認してください。

カメラ起動中状態です。
点滅が始まるまでそのままお待ちください。

点滅したら起動完了です。
カメラの初期設定ができる状態です。

BLE(Bluetooth Low Energy)通信中です。
PCやスマホと通信中です。

Wi-Fiアクセスポイント接続中です。
状態が長い間変わらない場合はアクセスポイントにカメラを近づけてください。

サーバー接続要求送信中です。
状態が長い間変わらない場合はアクセスポイントにカメラを近づけてください。

ストリーミング中です。
映像をご覧いただけます。

ファームウェア更新中です。（映像は映りません。）
そのまま10分ほどお待ちください。終了後、自動的に録画がスタートします。

LEDの色と状態 カメラの状態

設定がうまくいかないときは、以下をお試しください
CC-１は２．４Ghz帯、CC-２は2.4/5Ghz帯対応です。

サポートが必要な場合は、下記へご連絡ください。

Safieサポート事務局　　support@saf ie.jp
※Wi-Fi設定についてのお問い合わせの場合は、
カメラのシリアルNO.とランプの色をお書き添えください。
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Wi-Fi環境について

映像のデータ量は他の通信に比べてデータ量が多い為、PCやスマホなど他の
機器が正常に使用できる場合でも、通信が途切れる場合があります。
（常時500Kbps～1Mbpsの上り回線を使用します。）

カメラとアクセスポイントの距離が離れている場合や、間に壁や障害物がある
場合などは、安定した撮影ができない場合があります。
その場合は下記のような環境改善をお試しください。

・アクセスポイントとカメラを近づける
・アンテナ付きのアクセスポイントはアンテナの向きを調整する
・中継機を設置する

一度カメラの電源を抜き、最初からお試しください。

Wi-Fi設定がうまく行かない場合は、アクセスポイントとの距離を近づけて再度お試しください。

オーナーアカウントまたはカメラ設定権限があるアカウントかお確かめください。

Wi-Fiのパスワードが誤っていないかご確認ください。大文字小文字、0（ゼロ）とo（オー）など。

CC-1 CC-2


