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»»製品の仕様や本書の内容は、性能改良のた
め、事前の通告なしに変更されることがありま
す。そのため、お買い上げの時期によっては、
同一製品であっても多少の差異が生じる場合
がございます。
»»データが記録されなかったり、破損していた場
合など、本製品を使用したことで生じたいかな
る損害についても、弊社では一切責任を負い
ません。
»»LK-790の最新情報やファームウェアは、株式
会社INBYTEのホームページ（www.inbyte.jp）
で確認することができます。

LK-790をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、防犯カメラ『LK-790』の取り扱い方法をご案内しています。重要な注意事
項や、製品保証についても記載されておりますので、製品をご利用になる前に必ず
ご一読ください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品は下記の認証を取得しています。

LK-790_JA101

■製品の仕様について

■認証

»»著作権法で許可されている場合を除き、本書
のいかなる部分も、株式会社INBYTEによる事
前の書面許可なしに複製・コピー・翻訳するこ
とはできません。
»»記載されている各会社名および各商品名は、
各社の商標または登録商標です。
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ご利用上の注意

警告 以下の事項を守らなかった場合、思わぬ危険な状況が発生し、大けがや死亡事故に至る危害が発生
する恐れがあります。

.»ご利用前に各ページに記載の注意事項をご確認ください。
»»設置時に強い衝撃をあたえないでください。
»»投げつけたり落下させるなど、強い衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください
»»電源が入った状態で設置や取り外しを行わないでください。
»»本製品をクリーニングする際は、電源をオフにした状態で表面を乾いた布で拭いてください。
»»液体クリーナーを使用しないでください。
»»コードおよびケーブルはしっかりと差し込んでください。
»»ケーブルを強く引っ張ったり濡れた手で設置・操作しないでください。
»»破損した電源ケーブルを使用すると、火災や感電を引き起こす可能性があります。
»»感電の危険を避けるために、本体のカバーを外して使用しないでください。
»»カメラに直射日光や雨が当たるとドームカバー、ドームクリアが変色、劣化することがあります。直射
日光や雨が直接当たるような場所への設置は、さけてください。
»»内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、入れたりしないでください。火災・感電の原因とな
ります。
»»万一異物が内部に入った場合は、ACアダプターをコンセントからはずすなどして電源を切ったあと、
INBYTEサポートセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
»»屋外や浴室などの湿気の多い場所に設置しないでください。製品破損の原因となるおそれがあります。
»»ACアダプターやケーブル類は、無理に曲げたり、引きのばしたり、重い物の下に置いたりしないでく
ださい。
»»本体(特にレンズやドームカバー部分)を強く押さないでください。
»»尖ったものや鋭いものを本製品に対して使用しないでください。
»»本製品は防水仕様ではありませんので、水などをかけないでください。手入れする際は、乾いた柔ら
かい布をご使用ください。
»»長期間製品を使用すると、環境によっては本体温度が非常に高くなる場合があります。触れる際には
十分にご注意ください。

仕様について

.»本製品は他社製の機器との互換性および併用を保証するものではありません。互換性および干渉に
関する問題の解決は、お客さまの責任で行っていただきます。
.»本製品はFCC認証を取得していますが、電子機器の性質上、アンテナやその他機器の近くに設置する
と、電波干渉が起きる場合があります。他の機器とは極力離れた場所に設置してください。
»»付属品以外のSDカードに関しては、動作の保証をいたしておりません。別のSDカードをご利用される場
合は、必要なスペックを満たしているか良くご確認いただき、動作確認をおこなった上でご利用ください。
.»動作中にSDカードを抜かないでください。動作不良の原因となります。SDカードを取り出す際は、必
ず本体の電源をオフにしてから取り出してください。
»»SDカードには、使用しているうちに書き込みエラーが発生することがあります。定期的にフォーマッ
トを行ってください。
»»SDカードには書き込み上限回数があり、消耗品の扱いとなります。
»»残しておきたい録画ファイルは、外部ストレージなどを使用してバックアップしてください。»（パソコ
ン、外付けHDD等）
»»本製品でSDXCカード(64GB以上)を使用する場合、事前にSDカードをフォーマットしてください。
フォーマットを行った場合、録画ファイルが全て削除されます。必要なデータは事前にバックアップ
を取ってください。
»»夜間または逆光時など、明るさが極端に弱く（強く）なる場合、記録画質が低下することがあります。
»»モーション録画は、動体が光を反射しづらい色（黒や赤など）の場合、夜間では動作しないことがあり
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
»»ご利用のパソコンのスペックによっては、専用プレイヤーソフトが動作しなかったり、音声や映像が
途切れて再生される場合があります。
»»製品に異常が発生した場合は、INBYTEサポートセンターまでご連絡ください。（使用方法によって
は、通常のサポートを受けることができない場合がございます）
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■使用上のお願い
»»長期間お使いにならないときは、コンセント
からACアダプターを外してください。
»»レンズカバーにキズや汚れが付かないように
ご注意ください。きれいに撮影できなくなる、
動体検知などの際に正しく動作しなくなる可
能性がございます。
»»本体に付着したほこり・汚れは、乾いた布でや
さしく拭ってください。
»»本体の動作や録画データに関して、定期的に
ご確認ください。SDカードエラー等の際に、
本体動作が停止する場合がございます。
»»SDカードは定期的にメンテナンスをおこない
ながらご利用ください。定期的にフォーマット
していただくことで、エラーの発生を抑え、長
くご利用いただけます。

■こんなところには設置しない
»»外部アンテナや携帯電話の基地局などの無線
送信機から離れた場所でご利用ください。干
渉の恐れがあります。
»»テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エア
コン、給湯器リモコン（インターホン機能付
き）、ホームセキュリティ関連装置の近くに設
置しないでください。発生するノイズにより、
動作不良の原因となる恐れがあります。
»»過度の煙やほこり、汚れや振動の発生する場
所には設置しないでください。
»»直射日光やハロゲン光など高輝度の被写体が
長時間映るような場所には設置しないでくだ
さい。撮像素子が破損する原因となります。
»»火気・熱器具の近くには設置しないでくださ
い。火災の原因となります。　
»»動作温度の範囲内にて設置・ご利用ください。
温度が-30度以下または80度以上の場所や、
湿度の高い場所へは設置しないでください。

設置

■設置場所を決める■設置前のご注意 ■プライバシー・肖像権について
»»カメラの設置や利用については、ご利用にな
るお客様の責任で被写体のプライバシー、肖
像権などを考慮のうえ、行ってください。
»»»「プライバシーは、私生活をみだりに公開され
ないという法的保障ないし権利、もしくは自己
に関する情報をコントロールする権利。また、
肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿
態を撮影されたり、公開されない権利」と一般
的に言われています。

■傍受について
»»本機は通信にデジタル信号を利用した傍受さ
れにくい商品ですが、電波を使うため、第三者
が故意に傍受するケースも考えられます。

先の注意事項をお読みになり、カメラを使用す
るにあたって適切な設置場所をお決めください。

また、Wifi通信をご利用予定の場合は、設置場
所にてスマートフォンやタブレットとの通信が
良好である事を事前にご確認ください。

»»ACアダプターがしっかり差し込まれていな
かったり頻繁に抜き差しされる、ACアダプター
やコードが強くひっぱられる場合、製品故障の
原因となるおそれがあります。ACアダプターが
安定して設置・配線可能な場所にてご利用くだ
さい。
»»製品内に「設置用ガイド」が同梱されておりま
す。取付け面の寸法やネジ位置をご確認頂け
ますので、あわせてご利用ください。

»»製品の動作中にSDカードを取り外さないでく
ださい。必ず電源がオフになったことを確認
してから取り外してください。
»»製品の起動には数十秒ほど時間がかかること
があります。
»»本製品は防水ではございません。製品本体及
びケーブルが水に濡れないようご注意くださ
い。
»»本製品は画像解析にて動体検知を行う為、明
かりの全く無い箇所では反応いたしません»。
「モーション録画モード」が動作しない箇所
では「常時録画モードにてご利用ください」



8 9

製品の特長

■鮮明な映像画質
»»画素数：210万画素
»»センサー：SONY»1/2.9»CMOS»センサー

■優れた操作性能
»»フルHD»1920x1080p»30fpsでの撮影
»»»動体を検知して録画するモーション録画に対応
»»地震などの振動検知に対応

■主なスペック
»»最大512GBのSDXCカードに対応(付属品は8GBとなります。)
»»無線LAN：»802.11b/g/n»(2.4»GHz)
»»動作温度：»» -30℃～80℃
»»対応OS»：iOS»/»Android/»Windows
»»カメラアングルを上下、左右自在に調整可能

セット内容

LK-790（本体） »ACアダプター プラスチックアンカー×3本

SDHCカード（8GB）

取扱説明書（本書） 設置用ガイド

ネジ×3本

壁面アタッチメント

オプション（別売品）

キャップオープナー
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»»プレーヤー上の本体設定でセキュリティLEDのオン・オフを設定する事ができます。

各部の名称

SDスロット

ネジ穴(壁/天井取り付け用)

セキュリティLED

レンズ

»»本製品の起動にはSDカードが必須となります。
»»各ポートには、専用コード・ケーブル以外のものを接続しないでください。
»»コード・ケーブル類は強く折り曲げたりせず、安全な場所に配線を行ってください。

■カメラ（本体） Note

オープナー差し込み口

上部カバー

下部カバー

■カメラ背面

ケーブル用穴

■本体LEDの光り方

常時録画 10秒ごとに点滅します。

モーション録画
1秒ごとに点滅します。
動体検知時は高速点滅します。

振動検知 高速点滅します。

SDカードエラー 点灯します。
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１キャップオープナーを時計回りに回す
とトップカバーが取り外せます。

２ボルトを使用して壁や天井に本体を
固定してください。

３カメラを回転させ、角度調整を行って
ください。

取り付け方法

■設置方法

コネクター
(カメラ側)

電源コード
(ACアダプター側)

コネクター
(カメラ側)

電源コード
(ACアダプター側)

３SDスロットにSDカードを差し込みま
す»。スロット内部にしっかりと差し込

まれていることを確認してください。

コネクター
(カメラ側)

電源コード
(ACアダプター側)

５ACアダプターとカメラ側のコネク
ターをつなぎ、しっかり奥までさしこ

みます。

コネクター
(カメラ側)

電源コード
(ACアダプター側)

６ACアダプターをコンセントにさしこみ
ます。

»»必ず付属のACアダプターをお使いく
ださい。
»»取り付け時は必ず電源を切ってください。

Note

４トップカバーをカチッと音がするま
でしっかりとしめます。
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normal

3 分 3分3分

常時録画

前10秒 後10秒 event

Always

myfolder
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合計20秒を複製し、１ファイルを作成

衝撃発生

Event
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タッチ
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動体検知

常時録画

常時録画

監視状態

監視状態

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成
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■本体接続図

※『Always』『Event』のフォルダは起動時にSDカード内に作成されます。

■録画ファイルの詳細
録 画 開 始
フ ァ イ ル
フ ォ ル ダ

：本体の起動後（自動）
：常に録画を行い、合計3分のファイルを連続して保存
：Always

■録画モード

録画の基本動作

本製品には、『常時録画』『モーション録画』『振動検知』が搭載されています。
ご利用場所や用途にあわせて、録画モードを切り替えてご利用いただけます。

■録画ファイルの分類一覧
録画ファイルの種類 解説 録画ファイルの長さ 保存フォルダ

常時録画 映像を常に保存し続けます。
3分(変更可能)
→P.21

Always

モーション録画
動体検知の前後のみ保存しま
す。»»

振動検知
振動を検知した際に優先的に
別フォルダへ保存します。

30秒(振動検知の前
10秒・後20秒)

Event
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録 画 開 始
フ ァ イ ル
フ ォ ル ダ

：動体検知時
：動体検知前後の合計3分を保存
：Always

録 画 開 始
フ ァ イ ル
フ ォ ル ダ

：振動検知時
：振動検知前後の合計30秒を保存
：Event

»»本製品では、録画された時の状況（常時録画や振動のあった場合など）によって、保存するフォ
ルダを振り分けます。
»»各フォルダには、録画ファイルを保存する容量の比率が定められています。容量を超過する場合
は、古い録画ファイルを削除して新しいデータを書き込みます。

Note

４『自動再生』ウィンドウから『フォルダを
開いてファイルを表示』をクリックし、SD

カード内にあるデータを表示します。

パソコンで録画ファイルを見る・保管する

■パソコンにSDカードを読み込む方法

１コンセントからACアダプターを抜き電
源を落とします。 ３SDカードをパソコンに接続します。

２SDカードを軽く押し込み、手を離しま
す。SDカードが少し飛び出したら、ゆっく

りと水平に引き抜いてください。

»»製品の動作中にSDカードを取り出さないでください。事前にACアダプターを抜き、電源がオフに
なったことを確認してからSDカードを取り出してください。
»»本体を長時間使用している場合、SDカードが高温になる場合があります。取り出す際の火傷にご注
意ください。
»»SDカードの金属部分（読み取り部分）に指を触れないでください。
»»SDカードはLK-790用としてご利用ください。別のデータを保存している場合、動作エラーを起こす
原因となります。

　　製品のご利用前に
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»»フォーマットの実行などでSDカード内の
setup.exeが消去されている場合は、メー
カーのホームページ（www.inbyte.jp）か
らダウンロードできます。
»»お使いのパソコンのスペックによっては、
正常に動作しないことがあります。
»»ご使用のＰＣの種類、接続している周辺
機器、インストールしているアプリケー
ションなど、ご使用の環境によっては、本
システムが正常に動作しないことがあり
ます。

Note

Lukas.790.NARAの推奨動作環境
OS Windows»Vista/7/8/10

CPU »Quad»core»2.8Ghz以上»»»

VGA 512MB以上
RAM 4GB以上

DirectX 9.0c以降

Others Windows.NET»Framework»4

■インストール

１Lukas»790»NARA（PC用のアプリケーショ
ン）のセットアッププログラムは製品付

属のSDカード内に保存されています
４インストールが完了すると、デスクトップ

上にLukas»790»NARAのアイコンが作ら
れます。アイコンをダブルクリックするとLukas»
790»NARAが起動します。

２製品付属のSDカードをパソコンで読み込
み、『setup.exe』をダブルクリックします。

３インストーラーのウィンドウが表示される
ので、インストールを行ってください。

setup.exe

５録画ファイルは、各フォルダに分けて保
存されています。必要なファイルはパソ

コン側の保存領域などへコピーして保管くだ
さい。

LK-790Nara.Viewer Lukas»790»NARAインストール用ファイル

AlwaysMovie 常時/モーション録画
ファイル

CCTVInfo 本体情報
EventMovie 振動検知ファイル
config.bin 設定情報ファイル
LK-790PDF 取扱説明書

SDカードの内容

LK-790Nara.Viewer
AlwaysMovie
CCTVInfo
EventMovie
config.bin

専用ビューアーの使い方
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■ Lukas.790.NARAの画面構成
専用ビューアーでは録画データの再生の他、時刻設定、本体設定の変更ができます。

① ⑯②③④⑤

⑦

⑥

⑧
⑨
⑩
⑪ ⑫ ⑬

⑭
⑮

① 時間設定 ⑪ ２倍速再生
② 本体設定(P.21参照).. ⑫ ズームイン/ズームアウト
③ キャプチャ ⑬ 上下反転
④ 印刷 ⑭ フルスクリーン
⑤ ファイル読み込み ⑮ 音量調整
⑥ 録画映像 ⑯ ファイル一覧
⑦ Gセンサー
⑧ 巻き戻し(10秒)
⑨ 一時停止
⑩ 早送り(10秒)

■設定
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画質(Video Quality) 映像の画質を設定します。
解像度(Resolution) 映像の解像度を設定します。

フレームレート(Video Frame) １秒あたりのフレーム数を設定します。数字が大きいも
のほど滑らかに録画できます。

Gセンサーを有効にする
(Enable G-Sensor)

チェックを入れると、Gセンサーによる振動検知が有効
になります。

振動検知(ParkingMode Settings)
振動を検知したと判断する度合いを設定することができ
ます。『手動設定』にすると、0.05～1.50の範囲で、任意
の数値を入力することができます。

周波数設定(AC Power Frequency) 本体を使用する地域が西日本であれば60Hz、東日本で
あれば50Hzを選択します。

映像設定
(VIDEO BRIGHTNESS SETTINGS)

明るさ(Brightness)
映像の明るさを変更します。
シャープネス(Sharpness)
映像の鮮明さを変更します。
数字が大きいほど映像のコントラストがはっきりします
が、場合によっては画質が荒れてしまう場合があります。
ノイズフィルター(Noise Filter)
ノイズの除去レベルを設定します。
数字が大きいほど映像内のノイズが除去されますが、
場合によっては画面がぼやけてしまう場合があります。

録画モード(Recording Mode) 常時録画モードとモーション録画モードの切り替えを行
います。

ファイルの長さ(Recording Length) 常時録画モード、モーション録画モードでの1ファイルの
長さを選択します。

撮影方向(Reverse Video) 撮影方向を選択します。
セキュリティLED(Enable Security LED) セキュリティLEDのオン/オフを切り替えます。
定期フォーマット
(Automatic Formatting) 設定した間隔で自動的にフォーマットを行います。

動体検知設定
(MOTION SENSITIVITY SETTINGS) 画質ごとの動体検知の感度を選択することができます。

マイク音量(MICROPHONE SETTINGS) マイク音量を設定します。数字が高いほど大きな音で録
音されます。

CCTVID 識別用のIDを個別に設定します。
Wifiチャンネル(Channel Settings) Wifiチャンネルを設定します。
WifiSSID(SSID) WifiのSSIDを設定します。
Wifiアンテナ(Antenna Settings) こちらの設定は変更できません。

Wifiパスワード(Password) Wifi接続時のパスワードを設定します。
こちらはご利用前に必ず変更を行ってください。

■ Lukas.790.NARAで再生する

３SDカードをパソコンに接続します。

５『操作パネル』の　　をクリックして、SD
カードが挿入されているドライブ(『F:』

など)を選択します。

４パソコンにインストールされている
Lukas»790»NARAを開きます。

６ファイルリストの再生したいファイル
をダブルクリックし、再生します。（右ク

リックで動画を保存できます。）

１コンセントからACアダプターを抜き電
源を落とします。

２SDカードを軽く押し込み、手を離し
ます。SDカードが少し飛び出したら、

ゆっくりと水平に引き抜いてください。

※()内の英語表記はスマートフォンアプリ「Lukas»View」の
　本体設定で記載されている表記となります。
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４表示されたフォルダの中にダウンロード
したファームウェアをコピーします。

５...コピーが完了したSDカードを本体に入れて起動し、アップデートを実行します。

ファーム
ウェア

■ファームウェアのアップデート

1本体からSDカードを取り出しパソコンで株式会社INBYTEのホームページ（www.
inbyte.jp）から最新のファームウェアをダウン
ロードします。圧縮されている場合は解凍しま
す。※本体からSDカードを抜くときは、必ず電源
を切ってください。

２SDカードをパソコンに接続します。

３『自動再生』ウィンドウから『フォルダを開
いてファイルを表示』をクリックし、SDカー

ド内にあるデータを表示します。

ファーム
ウェア

■お手入れと保管の方法

»»レンズに汚れや異物が付着した場合、柔ら
かい布で拭き取ってください。直接レンズに
触れたり、擦ったりしないでください。
»»本体に汚れや異物が付着した場合、ティッ
シュや柔らかい布で拭き取ってください。
»»端子に異物が入った場合は、無理に取り出
したり分解したりせず、販売店に修理をご依
頼ください。

»»保管の際は、埃がかからないようにしてくだ
さい。
»»保管の際は、性能低下を防ぐために、SD
カードを取り外してください。

お手入れの方法

保管の方法

メンテナンス

■SDカードのフォーマット
本体にセットしているSDカードには、使用を続けることで断片化したファイルが蓄積していきます。
また、データを書き込み可能な回数には限りがあり、大量のデータを連続して書き込む本製品で
は、他の製品で利用するよりも消耗が激しくなってしまいます。
そのため、書き込みエラーや動作不良などを防ぐためには、SDカードは定期的にフォーマットを行っ
てください。
フォーマットを行っても書き込みエラーが多発する場合は、SDカードの交換が必要となる可能性が
あります。

■SDXCカードをご利用される場合
本製品でSDXCカード(64GB以上)を使用する場合、下記の手順でフォーマットを行う必要がござい
ます。
(1)本書23ページの1～4の手順で「Lukas»790»NARA」を開きます。
(2)本書20ページ②の「設定」から本体設定を開きます。
(3)本体設定下部「SDカードフォーマット」をクリックします。
(4)「フォルダーの参照」にてSDカードが挿入されているドライブを選択します。
(5)「ファイルシステム」項目をにて「FAT32」を選択し、「開始」をクリックします。
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■初期設定を行う（iOS）
3.スマートフォンで「Lukas»View」アプリケーショ
ンのアイコンをタップし、「スタート」をタップす
る。

4.メイン画面の③「LUKAS»View」をタップする。
（LK-790がスマートフォンに接続されている場

合、アイコンが緑色に変わります。）

メインメニュー

LK-790に接続

1.Wif i設定より、①「Lukas」から始まる接続
先を選択します。

パスワードを入力してください

2.②デフォルトのログインパスワード
（»11111111）を入力して[OK]をタップする。

①

③

②

»»使用許諾が表示されたときは、よくお読みのう
え、［同意する］をタップしてください。

»»本アプリケーションで設定の変更を行う際は、
Wifiが安定して届く範囲内にて作業をおこなっ
てください。
»»不正アクセスを防ぐため、P.22のWifiパスワード
の変更をおこなっていない場合には、必ず初回
起動時にWifiパスワードを変更してください。»
»»サービスの内容は、予告なく変更する場合があ
ります。

スマートフォンで録画ファイルを見る・保管する

■設定の流れ
本アプリケーションのご利用には、対応する
スマートフォン端末が必要となります。事前
にご準備ください。

本アプリケーションをご利用する為に、次の
手順が必要となります。

「Lukas View」アプリケーションを
インストールする

アプリケーションはiOS/Androidの各ストア
にて公開されております。

ストア内で「Lukas» View」と検索してインス
トールしてください。
※「Lukas»View」は無償でご提供しております。

対応しているスマートフォンについて

本機および「Lukas» View」アプリケーション
は、以下に対応しています。（2016年6月現
在）最新情報は下記サポートサイトでご確認
ください。
http://inbyte.jp

■ iPhone、iPad
iOS»7.0以降（iPhone»4、iPhone»4s、
iPhone»5、iPhone»5c、iPhone»5s、
iPhone»6、iPhone»6»Plus、iPad、
iPad»mini）

■ Android™スマートフォン
Android»4.0以降

»»ご使用のスマートフォンの種類、接続してい
る周辺機器、インストールしているアプリケー
ションなど、ご使用の環境によっては、本シス
テムが正常に動作しないことがあります。
»»Wifiを使用して録画したビデオを再生する場
合、データ転送速度に応じて異なる場合があり
ます。

お知らせ

»»容量・パスは、種類に応じて変更する事ができ
ます。
»»メニュー項目は、お使いのデバイスのモデルに
よって異なる場合があります。
»»本体設定で『全ての設定を初期化する』を実行
した場合、録画ファイルが削除されることがあ
ります。

1.ご利用端末に「Lukas View」アプリケーション
をインストールする
2.ご利用端末のWifi設定を開き、本製品のWifi
と接続する
3 .「Lukas View」アプリケーションを立ち上げる
4. 映像の確認や設定変更など、必要な項目を選ぶ
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■録画したデータを見る

メイン画面に移動します。
常時録画した動画の一覧を表示します。
モーション録画の一覧を表示します。
振動検知で撮影した動画の一覧を表示します。
時間によって記録された動画の順序を並べ
替えします。
選択したビデオを再生します。
動画の名前変更、移動、削除を行います。
「Wifi」接続に移動します。

メイン画面から「Internal»Storage」を選択します。

①

⑤

⑦

②
③
④

⑥

⑧

①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧

①

⑤

⑦

②
③
④

⑥

⑧

⑨

メイン画面に移動します。
常時録画した動画の一覧を表示します。
モーション録画の一覧を表示します。
振動検知で撮影した動画の一覧を表示します。
時間によって記録された動画の順序を並べ
替えします。
選択したビデオを再生します。
スマートフォンに動画ファイルを保存します。
「ストレージ」へ移動します。
「ライブ映像」に移動します。

①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨

メイン画面から「LUKAS»View」を選択します。

■設定する

⑤

⑦

②

③
④

⑥

⑪

⑤

②
③

④

メイン画面に移動します。
現在のバージョンを表示します。
ファームウェアを確認します。
ファームウェアのバージョンを表示します。
ルーカスカスタマーサービスへ連絡します。
ルーカスYoutubeチャンネルへ移動します。
ルーカスホームページへ移動します。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩ ⑦

⑥

■その他

メイン画面に移動します。
内容が変更され保存されます。
ビデオ設定を変更します。
追加設定を変更します。　
基本設定を変更します。
オーディオ設定を変更します。
すべての設定をデフォルトに戻します。
LK-790とスマートフォンの時間を同期します。
ストレージのフォーマットを行います。
WifiのSSIDとパスワードの変更を行います。
LK-790のアップデートを行います。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

①①

メイン画面から「LUKAS»Setting」を選択します。
設定項目の詳細はP.22をご確認ください。

メイン画面から「LUKAS»Information」を選択します。
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■初期設定を行う（Android）
3.スマートフォンで「Lukas»View」アプリケーショ
ンのアイコンをタップし、[スタート]をタップする。

4.メイン画面の③「LUKAS»Connection」をタップ
する。（LK-790がスマートフォンに接続されてい

る場合、アイコンが緑色に変わります。）

メインメニュー

LK-790に接続

1.Wifi設定より、①「Lukas」から始まる接続先を
選択します。

パスワードを入力してください

2.②デフォルトのログインパスワード
（»11111111）を入力して[OK]をタップする。

①

③

②

»»使用許諾が表示されたときは、よくお読みのう
え、[同意する]をタップしてください。

■録画したデータを見る

メイン画面に移動します。
常時録画した動画の一覧を表示します。
振動検知で撮影した動画の一覧を表示します。
モーション録画で撮影した動画の一覧を表
示します。
時間によって記録された動画の順序を並べ
替えします。
選択したビデオを再生します。
動画を削除します。
「Wifi」接続に移動します。

メイン画面から「SDCard」を選択します。

①

⑤

⑦②
③
④

⑥

⑧
①
②
③
④

⑤

⑥
⑦
⑧

①

⑤
⑦

②
③
④

⑥

⑧

⑨

メイン画面に移動します。
常時録画した動画の一覧を表示します。
振動検知で撮影した動画の一覧を表示します。
モーション録画で撮影した動画の一覧を表
示します。
時間によって記録された動画の順序を並べ
替えします。
選択したビデオを再生します。
スマートフォンに動画ファイルを保存します。
「SDカード」に移動します。
「ライブ映像」へ移動します。

①
②
③
④

⑤

⑥
⑦
⑧
⑨

メイン画面から「LUKAS»Connection」を選択
します。
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■設定する

⑤

⑦

②

③
④

⑥

⑪

⑤

②

③
④

メイン画面に移動します。
現在のバージョンを表示します。
ファームウェアを確認します。
ファームウェアのバージョンを表示します。
ルーカスカスタマーサービスへ連絡します。
ルーカスYoutubeチャンネルへ移動します。
ルーカスホームページへ移動します。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩ ⑦

⑥

■その他

メイン画面に移動します。
内容が変更され保存されます。
ビデオ設定を変更します。
追加設定を変更します。　
基本設定を変更します。
オーディオ設定を変更します。
すべての設定をデフォルトに戻します。
LK-790とスマートフォンの時間を同期します。ス
トレージのフォーマットを行います。
WifiのSSIDとパスワードの変更を行います。LK-
790のアップデートを行います。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

①①

メイン画面から「Settings」を選択します。
設定項目の詳細はP.22をご確認ください。

メイン画面から「Information」を選択します。

故障かな？と思った時は

■本体の電源が入らない

■目的の録画ファイルが見つからない

■録画ファイルがパソコンで再生できない

■SDカードにsetup.exeがない

»»ACアダプターに損傷がないか、正しく接続されているかご確認ください。
»»本体を再起動してください。

»»録画ファイルは、記録された状況によりフォルダ分けされます。各フォルダ内をご参照ください。
»»新たに録画ファイルを書き込む際、フォルダ容量を超過する場合は古いファイルから順に削除され
ます。

»»お使いのパソコンの環境・スペックにより、正常に再生できない場合があります。他のパソコンでお
試しください。
»»専用のプレーヤーでデータを閲覧してください。他のプレーヤーでは正常に再生されない場合があ
ります。

»»SDカードのフォーマットを行うと、setup.exeも削除されます。メーカーホームページ（www.inbyte.
jp）内の『サポート情報』より新たにダウンロードしてください。

■SDカードのエラーが発生する
»»SDカードのスペックをご確認ください。動作要件を満たさない場合・フォーマット形式が異なる場合
はエラーが発生することがあります。
»»SDカードのフォーマットを行ってください。
»»SDカードには書き込み回数の上限があります。長期間（製品の使用頻度により半年から一年以上）
使用した場合は、新しいSDカードと交換してください。
»»電源入力が不安定な場合、SDカードに正常にデータを保存できないことがあります。ACアダプター
がしっかり配線されているかご確認ください。
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仕様の一覧

製品名 LK-790
画素数 210万画
センサー SONY»1/2.9»CMOS»センサー
画角 対角135°水平107°垂直55°
解像度 1920×1080p/1280×720p
フレームレート 30fps/24fps
無線LAN 802.11b/g/n»(2.4GHz)
画像圧縮 H.264»（»AVI形式）»、コーデックプロファイル：»HIP»（ハイプロファイル）
Gセンサー 3軸Gセンサー内蔵
記録媒体 »SDHC/SDXCカード»Class10以上»最大512GBまで対応»（8GB付属）»»»
オーディオ 内蔵スピーカー、マイク
電源 AC»100～240V
消費電力 »約2.9W
動作温度 動作温度»:-30℃～80℃
保管温度 保管温度»:»-40℃～90℃
寸法 111»X»111»X»86»(mm)»
重さ 255g（接続ケーブル、メモリカード含）

SDカード 常時 振動検知
8GB 5時間30分 34分
16GB 11時間 1時間08分
32GB 22時間 2時間16分
64GB 44時間 4時間32分
128GB 88時間 9時間04分
256GB 176時間 18時間08分
512GB 352時間 36時間16分

撮影可能時間について

»»高画質、FullHD設定時の録画時間となります。
»»録画時間は目安です。

保証とアフターサービス

■保証規定

■サポートセンター

1.»本書の注意にしたがい正常に使用した場合
に限り、お買い上げの日より１年間無償で修
理または交換いたします。修理または交換の
必要が生じた場合は、製品に保証書を添え
て、お買い上げのお店もしくは当社へご持参
いただくか、ご郵送ください。
2.»修理または交換のご依頼で、ご持参およびお
持ち帰りに必要な交通費、または送付いただ
く際の送料および諸経費につきましては、お
客様がご負担いただきますようお願い致しま
す。郵送の場合、適切な梱包の上、紛失等を避
けるため簡易書留をご利用ください。
3.»修理または交換の際、製品の取り外し・取り付
け等によって発生する工賃は、お客様がご負
担いただきますようお願い致します。
4.»保証期間内であっても以下の場合は有償修理
となります。
イ．誤用、乱用および取り扱いの不注意に
よる故障

ロ．火災、地震、水害および盗難等の災害
による故障または紛失
ハ．許可を得ていない不当な改造や修理によ
る故障や損傷
ニ．使用中に生じたキズ等の外観上の変化
ホ．消耗品および付属品の故障、損傷または紛失
ヘ．SDカードの故障（SDカードは消耗品のた
め、６ヶ月間の保証となります）
ト．電池の液もれによる故障、損傷
チ．保証書の提示がない場合および必要事項
（お買い上げ日、»販売店名等）の記入がない場合
5.»以下の内容については保証いたしかねますの
でご了承ください。
イ．記録されたデータ
ロ．発生した事故の損害

6.»保証書は日本国内においてのみ有効です。
いかなる場合においても保証書の再発行
はいたしかねますので、大切に保管してく
ださい。

»»本製品に関するお問い合わせ・サポート
は、日本国内限定とさせていただきます。
»»通話中の場合、しばらくたってからお掛け直
しくださいますようお願い申し上げます。
»»年末年始などのサポートセンター休業日
には、お客様へのご対応ができない場合
がございます。

株式会社I
イ ン バ イ ト
NBYTE

〒105-0013　東京都港区浜松町1-17-4　
第２丸芝ビル２F

メールアドレス» admin@inbyte.jp
電話番号» 03-6809-1702
» 平日»10：30～18：00
　　　　　　　（当社指定休業日を除く）
ホームページ» http://inbyte.jp/

修理をご依頼の前に
本取扱説明書の「ご利用上の注意」(P.4)をよくお読みいただき、それでも解決しない場合はサポー
トセンターまでご相談ください。
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●お客様へ
本保証書は、保証規定に基づき製
品に対し保証するものです。お客
様欄をご記入のうえ、大切に保管
してください。販売店欄に記入が
ない場合は、お買い求めのお店に
記入していただいてください。
※この保証書によってお客様の法
律上の権利を制限するものではご
ざいません。

●販売店様へ
お客様へのお渡し時に、販売店欄
にご記入もしくは押印ください。

LK-790

MEMO
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