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Arloワイヤフリービデオドアベルはブラックもご用意しています。
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1.	 ドアベルについて
ドアから全体像を把握できます。Arlo Essentialビデオドアベルワイヤフリーには、充電
式バッテリーまたは配線接続から電源が供給されます。Wi-Fiに直接接続して簡単にセ
ットアップできます。動体検知時に、通知を受信し、スマートフォンからライブビデオ
を見ることができます。ドアを開けずに、日中または暗い場所で (夜間撮影機能を使用) 
訪問者の全身や配送物を確認できます。双方向音声で訪問者と会話したり、忙しいとき
に事前録音されたクイック応答メッセージで対応したりできます。

マイク

180度視野角レンズ

環境光センサー

夜間撮影機能用IR LED
耐候性ケース

ドアベルボタン
ステータスLED

スピーカー

配線端子 (オプション)
リセットボタン (ピンホール)

充電式バッテリー
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ドアベルを配線する場合
ワイヤフリーArlo Essentialドアベルは付属の充電式バッテリーから電力が供給されま
す。配線する必要はありません。ワイヤフリーEssentialビデオドアベルは配線接続する
こともできます。 

電圧は、8～24 VACです。変圧器を設置またはアップグレードする場合は、有資格の電
気技術者に問い合わせるか、arlo.comにアクセスして設置サービスに関する情報を入手
してください。オプション配線の詳細については、5. オプション: 有線チャイムを接続す
る (27ページ)を参照してください。

Arloアプリを入手する
Arloアプリをダウンロードします。Arloアプリを使用すると、クラウドでArloアカウン
トを作成し、すべてのArloデバイスを設定して管理できます。

特長
• 玄関で詳細を確認する。玄関ドア向けに最適化された180度視野角で、訪問者の全

身や配送物を確認できます。 
• 手のひらでできるセキュリティ。動体検知時に通知を受信し、スマートフォンやタ

ブレットからライブストリーミング動画を視聴できます。
• 多くの応答方法。明瞭な双方向音声で訪問者を確認して会話したり、忙しいときに

事前録音されたクイック応答メッセージで対応したりできます。ドアベルが押され
たときにビデオ通話を受信するため、訪問者を必ず確認できます。

• 夜間撮影機能。ライトが点灯していなくても、夜間、玄関にいる人物を確認でき
ます。

• 複数の電源オプション。配線せずに、充電式バッテリーを使用するか、既存の配線
に接続して常時電力を供給できます。

メモ:  Arloアプリを既に使用している場
合は、必ず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
トがあるかどうかは、アプリストアにア
クセスして「Arlo」を検索すると確認で
きます。

http://www.arlo.com/jp
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• 問題の通知。Arlo Secureを使用して、ビデオドアベルが人物、車、動物、荷物を検
知したときにアラートを受信できます      1。

•  内蔵スマート警報。警報を自動、またはArloアプリから手動で鳴らします。
• 訪問者のメッセージ。応答ができない場合、訪問者がボイスメッセージを残すこと

ができます。このメッセージは離れた場所から聞くことができます。
•  Wi-Fiに直接接続。Wi-Fiに直接接続して簡単にセットアップできます。

Arloを最大限に活用する
次のオプションを追加できます。 

• Arloチャイム2。Arloチャイム2は、Essentialビデオドアベルワイヤフリーに付属
している場合と、別売りの場合があります。チャイム2を使用すると、ワイヤフリ
ーEssentialビデオドアベルやArloカメラからのインスタントアラートを受信できま
す。詳細については、3. Arloチャイム2 (18ページ) を参照してください。

• Arloカメラとデバイスの追加。カメラやセキュリティライトなどを追加すること
で、家の中や周辺のさらに広い範囲をカバーできます。

• Arloサブスクリプションのアップグレード。詳細については、「Arloサブスクリプシ
ョンプランとクラウド録画の容量について教えてください。」を参照してください。

1    一部の国ではArlo Secureサービスはご利用できません。詳細については、www.arlo.com/ArloSecureを参
照してください。

https://kb.arlo.com/88/What-are-the-available-Arlo-subscription-plans-and-how-much-cloud-recording-is-available
https://kb.arlo.com/88/What-are-the-available-Arlo-subscription-plans-and-how-much-cloud-recording-is-available
http://www.arlo.com/ArloSecure
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2.	 はじめに
取り付け前にバッテリーを充電する
Essentialビデオドアベルワイヤフリーには充電式バッテリーが付属しています。ドアベ
ルを取り付ける前に、バッテリーを100%充電することをお勧めします。取り付け後の
バッテリーの再充電については、取り付け後、バッテリーを再充電する (14ページ)を参
照してください。

警告: バッテリーがセットされていない状態でドアベルを屋外に放置しないでくださ
い。放置すると、ドアベルに水が浸入する可能性があります。 

取り付け前にバッテリーを充電するには、次の手順を実行します。

1. 付属のUSB充電ケーブルに充電式バッテリーを接続します。

充電ケーブルはほとんどの電源アダプターに対応しています。

2. バッテリーを100％まで充電します。
バッテリーのLEDライトは、充電中は赤色に点灯し、バッテリーが完全に充電され
ると緑色になります。

メモ:  まだドアベルを取り付けていない場合、Arloアプリの手順に従ってドアベル
をインストールしてセットアップする準備ができてから、バッテリーをドアベルに
セットすることをお勧めします。

LED
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Arloアプリを使用してインストールおよび
セットアップする
Arloアプリを使用して、Essentialビデオドアベルワイヤフリーをインストールしてセッ
トアップする必要があります。Arloアプリのガイドに従ってインストールとセットアッ
プを行います。

1. Arloアカウントを作成します。  
すべてのArloデバイスを管理するには同じアカウントを使用します。

2. Arloアプリの指示に従って、ドアベルをインストールしてセットアップします。
Arloアカウントを設定すると、スマートフォンやタブレットでArloアプリを使用して、
またはWebブラウザーを使用してPCからArloアカウントにアクセスできます。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。

ドアベルのLED
ドアベルのLEDは、ドアベルの外側にあり、ドアベルの動作状態を示します。このセク
ションでは、デフォルトのLED設定を変更しなかった場合のLEDの動作について説明し
ます。LED動作の変更方法については、ドアベルのLEDを制御する (35ページ)を参照
してください。

ドアベルのLEDの動作は、設定に応じて異なります。

LED

https://my.arlo.com/#/login
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セットアップ中のLEDの動作
• オフ：バッテリーがドアベルにセットされていないか、バッテリーが充電されてい

ません。詳細については、取り付け前にバッテリーを充電する (9ページ) を参照し
てください。

• 白色で1回の点滅。バッテリーがドアベルに正しくセットされています。 
• 白色で点滅。ドアベルがWi-Fiルーターに接続できる状態です。ArloアプリでQRコー

ドをスキャンすると、次の2つのいずれかの状態になります。
• 白色で高速点滅。Arloアプリがドアベルを検出しました。
• オレンジ色で点滅。Arloアプリがドアベルを検出しませんでした。ドアベルとモ

バイルデバイスの両方が同じ2.4 GHz Wi-Fiネットワークに接続されていることを
確認します。 

セットアップ後のLEDの動作
• 白色のゆっくりとした点滅。ドアベルが動作を検知しました。
• 白点で点灯。ドアベルが通話に接続しています。
• 淡い白色。ドアベルからの通話が終了しました。

ドアベルに適した取り付け場所を選択する
ドアベルに最適な場所は、家庭や屋外の環境に応じて異なります。 

玄関からの全景が収まる場所にドアベルを設置してください。これにより、ドアに近づ
いてくる人物を含む動作検知イベントやビデオクリップを最適に撮影できます。付属の
角度付き取り付けウェッジを使用して、ドアベルの角度を最適化できます。 

0.9m

ドアベル
高さ: 
1.2 m

0m1.8m3.6m

アベルの
視野角

動作検知
領域
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ドアベルを取り付ける場合:

• ドアベルを地面から約1.2 mの高さに設置します。
• 近くの壁やその他の物体がドアベルの視界を妨げないようにしてください。
• カメラの視野角の下半分は、動作を検知しやすい部分です。ドアベルは、このエリ

ア内で動きを検知すると録画を開始します。

ドアベルをワイヤフリーで取り付ける
メモ:  ドアベルを配線接続する場合は (オプション)、Essentialビデオドアベルワイヤフリ
ーを配線する (29ページ)を参照してください。

1. ドアベルを取り付ける壁に取り付けプレートを配置して、2つのネジ穴の位置に印
を付けます。

2. 角度付き取り付けプレートを使用して、ドアベルが監視するエリアを調整するかど
うかを決定します。 

3. 6 mmのドリルビットを使用して、穴を2つあけます。

4. この穴に取り付けプレートを合わせます。

5. 取り付けプレートを2つの穴に固定しながら (角度付き取り付けプレートを使用して
いる場合はそれも) ドライバーを使用してそれぞれの穴にネジを締め込みます。
乾式工法壁にドアベルを取り付ける場合は、  
付属のウォールアンカーを使用することをお勧めします。

オプションの取り付けウェッジ取り付けプレート
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6. ドアベルを取り付けプレートの底部からセットします。
ドアベルが固定されると、カチッと音が鳴ります。

動作検知のテスト
動作検知テストを使用して、ドアベルに適した動作検知の感度設定を見つけることがで
きます。

1. Arloアプリを起動します。

2. Essentialビデオドアベルワイヤフリーの横にある歯車アイコンをタップします。

3. [デバイスユーティリティ] > [動作検知テスト] をタップします。

4. カメラの前面に移動します。
このテスト中は、動体検知時に、カメラのLEDが白色で点滅します。

5. スライダーを動かして、必要に応じて動作検知感度のレベルを調整します。
メモ:  この動作感度設定は、使用する設定を特定できるようにするために、動作検
知テスト中にのみ使用されます。 

6. 適切に機能する設定が見つかったら、モードルールを編集して感度レベルを好みの
設定に変更して有効にします。 
モードルールの編集方法の詳細については、動作検知の感度を変更する (60ペー
ジ)を参照してください。
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ドアベルの設定をカスタマイズする
モードを選択することで、ドアベルが録画やアラートに使用するルールを制御します。
すべてのArloデバイスを、警戒モードまたは待機モードにすることもできます。 

Arloアプリには、次の4つのモードがあります。 

• 警戒
• 待機
• スケジュール
• ジオフェンス

各モードをカスタマイズしたり、カスタムモードを作成したりできます。詳細について
は、10. モード、ルール、アラート (57ページ)の章を参照してください。

取り付け後、バッテリーを再充電する
警告: バッテリーがセットされていない状態でドアベルを屋外に放置しないでくださ
い。放置すると、ドアベルに水が浸入する可能性があります。 

1. Essentialビデオドアベルワイヤフリー付属のリリースピンを用意します。
別の方法として、クリップなどを使用することもできます。

2. リリースピンをドアベルマウントの上部にあるリリースピンホールに挿入します。
カチッという音がして、ドアベルがマウントから外れます。

3. ドアベルを上下に動かしてマウントから引き抜きます。

4. ドアベルを屋内に運びます。

後方アクセス
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5. ドアベルからバッテリーを取り外します。

6. 付属のUSB充電ケーブルにバッテリーを接続します。
充電ケーブルはほとんどの電源アダプターに対応しています。

7. バッテリーを100％まで充電します。
バッテリーのLEDライトは、充電中は赤色に点灯し、バッテリーが完全に充電され
ると緑色になります。

8. バッテリーをドアベルに戻します。

9. ドアベルを取り付けプレートの底部からセットします。
ドアベルが固定されると、カチッと音が鳴ります。

LED
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ドアベルのチャイムオプション
Essentialビデオドアベルワイヤフリーには、いくつかのチャイムオプションがありま
す。ドアベルが押されたときに着信音が鳴るようにするには、対応するArlo SmartHub
またはベースステーションを使用して、ドアベルをArloチャイム2、自宅の従来のチャ
イム、スマートホーム音声アシスタントシステム、モバイルデバイス (SIPビデオ通話
用)、Arloチャイムに接続できます。

ワイヤフリーチャイムソリューション
Arloドアベルが押されたときに、さまざまなワイヤフリーオプションを利用して着信音
を聞いたり、通知を受信したりできます。

• ドアベルビデオ電話 
ドアベルは、Arloアプリでドアベルをセットアップするために使用したモバイルデ
バイスに接続されています。ドアベルが押されると、お使いのスマートフォンが鳴
り、電話に出て訪問者と話すことができます。iOSデバイスを使用している場合は、
連絡先名と着信音をドアベルに割り当てることができます。詳細については、スマ
ートフォンからドアベルに応答する (32ページ) を参照してください。

• Arloチャイム2。  
Arloチャイム2は、Essentialビデオドアベルワイヤフリーに付属している場合と、別
売りの場合があります。チャイム2を使用すると、ArloドアベルやArloカメラからの
インスタントアラートを受信できます。詳細については、3. Arloチャイム2 (18ペ
ージ) を参照してください。

• スマートホーム音声アシスタントシステム。 
Amazon AlexaやGoogleアシスタントなどのホーム音声アシスタントシステムを使
用して、Essentialビデオドアベルワイヤフリーが押されたときに通知することがで
きます。ドアベルはSamsung SmartThingsやIFTTTとも互換性があります。詳細につ
いては、13. Arlo Connect (77ページ) を参照してください。

• Arloチャイムは別売りです。  
Arlo SmartHubまたはベースステーションをお持ちの場合は、それを使用してArloア
カウントにArloチャイムを追加できます。アカウントでArloチャイムを有効にする
と、Arloのドアベルとペアリングできます。Arloチャイム (別売) を接続する (17ペ
ージ) を参照してください。

従来のチャイムソリューション
Arloドアベルは完全にワイヤフリーですが、既存のドアベル配線 (該当する場合) に接続
して、自宅のチャイムを鳴らし、ドアベルを継続的に充電することができます。詳細に
ついては、5. オプション: 有線チャイムを接続する (27ページ)の章を参照してください。
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Arloチャイム	(別売)	を接続する	
EssentialビデオドアベルワイヤフリーをArloチャイムに接続できます。チャイムが接続
されると、ビデオドアベルが押されたときに呼び出し音が鳴ります。これは、ドアベル
に接続する機械式またはデジタル式のチャイムがない場合に便利なワイヤフリーソリュ
ーションです。

メモ:  ArloチャイムはArlo SmartHubまたはベースステーションに接続する必要があり
ます。

Arloチャイムをドアベルに接続するには、次の手順を実行します。

1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. Arlo Essentialビデオドアベルを選択します。

4. [デバイスの設定] の下までスクロールし、[チャイムの追加] をタップします。

5. Arloアプリに従って、Arloチャイムを接続します。
ArloチャイムがArlo Essentialビデオドアベルに接続されると、[デバイスの設定] ペ
ージの [ペアリング済みデバイス] の下にチャイムが表示されます。
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3.	 Arloチャイム2
Arloチャイム2はオプションです。購入した製品によっては、Arloチャイム2がEssential
ビデオドアベルワイヤフリーに付属している場合と、別売りの場合があります。Arloチ
ャイム2を使用すると、ArloドアベルやArloカメラからのインスタントアラートを受信
できます。 

チャイム2の概要
スピーカー

Syncボタン

ステータスLED

QRコード

電源プラグ

正面図、内蔵部品と機能:

• スピーカー: ドアベルが押されたときに、スピーカ
ーを鳴らすか、メロディを再生します。また、Arlo
カメラで動作や音が検知されたときに音声検知アラ
ートや警告音を設定することもできます。

• Syncボタン: Syncボタンを使用して、Arloチャイム
2を設定したり、チャイムを工場出荷時設定にリセ
ットしたりできます。

• ステータスLED: LEDはArloチャイム2のステータス
を示します。 

背面図、内蔵部品と機能:

• QRコード: QRコードを使用してArloチャイム2をセ
ットアップします。 

• 電源プラグ: Arlo チャイム2を壁のコンセントに差
し込みます。 
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チャイム2を最大限に活用する
Arloアカウントに追加できるArlo チャイム2デバイスの数に制限はありません。これら
のデバイスは、Arloサブスクリプションのデバイス制限にはカウントされません。 

複数のArloドアベルとチャイム2をペアリングできます。たとえば、Arlo Essentialビデ
オドアベルが2つある場合 (有線またはワイヤフリー)、両方を設定してArloチャイムを
鳴らすことができます。Arloドアベルのメロディをカスタマイズして、どのドアベルが
鳴ったかを知ることもできます。

チャイム2に適した場所を探す
Arloチャイム2の配置場所

• チャイムを自宅の中心部に置く。これにより、自宅の複数の場所からチャイム音を
聞くことができます。

• チャイムを最も過ごすことが多い部屋に置く。チャイムを設置する部屋を1つ選ぶ
必要がある場合、ドアベルが押されたときに、誰かがいる可能性が最も高い部屋に
チャイムを置きます。

• 可能であれば、高い位置にある壁コンセントを使用します。Arloチャイム2の位置を
高くすると、音がよく聞こえ、Wi-Fiの接続性が向上します。

• 垂直壁のコンセントを使用する。電源タップのように横置きではなく、壁に沿って
垂直に位置しているコンセントにチャイムを取り付けます。

• 自宅で複数のチャイムを使用する。広い家の場合、家の各階、または両端の位置に
Arloチャイム2を設置すると便利です。

チャイム2のセットアップ
Essentialビデオドアベルワイヤフリーを最初にセットアップしてから、ドアベルとチャ
イム2をペアリングします。

1. Arloアプリを起動します。

2. [新しいデバイスの追加] をタップします。

3. Arloアプリの指示に従って、チャイム2をインストールしてセットアップします。
Arloチャイム2がArlo Essentialビデオドアベルに接続されると、Arloアプリの [デバ
イスの設定] ページの [ペアリング済みデバイス] の下にチャイムが表示されます。
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チャイム2のLED
Arloチャイム2のLEDは、チャイムのステータスと動作を示します。チャイムが初めて
オンになると、LEDが短時間白色で点灯します。通常の動作時は、チャイム2が鳴って
いる場合を除き、LEDは消灯しています。

セットアップ中のLEDの動作
• 淡い白色。チャイムがペアリングモードになり、セットアップできる状態です。
• 白色での速い点滅。チャイムがWi-FiネットワークとArloアカウントに接続されま

した。
• オレンジ色でのゆっくりとした点滅。セットアップエラーが発生しました。セットア

ップ中にArloでチャイム2が検出されない (85ページ) を参照してください。

セットアップ後のLEDの動作
• 白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。チャイム

を削除したり、リセットしたり、取り外したりしないでください。
• 白色での速い点滅。チャイムが工場出荷時設定にリセットされました。チャイムのリ

セットの詳細については、チャイム2をリセットする (87ページ)を参照してください。
• 白色でのゆっくりとした点滅。チャイムが鳴っているか、オーディオが再生されて

います。
• オレンジ色でのゆっくりとした点滅。チャイムがオフラインです。

ステータスLED



21Arloチャイム2	

Essentialビデオドアベルワイヤフリー

ユーザーマニュアル

チャイム2のメロディを選択する
Arloドアベルが押され、Arloチャイム2を鳴らしたときに再生されるメロディを7種類の
中から1つ選択します。1台のチャイムに複数のArloドアベルが関連付けられている場
合、どのドアベルが押されたかわかるように、ドアベルごとに異なるメロディを設定で
きます。

Arloチャイム2のメロディを選択するには、次の手順を実行します。

1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. Arloチャイム2とペアリングされているArloドアベルを選択します。

4. [メロディ] > [チャイムのメロディ] をタップします。

5. メロディを選択します。
設定が保存されます。

サイレントモードを使用して、チャイム2
が鳴らないようにする
チャイム2は、Essentialビデオドアベルとペアリングされ、ドアベルのボタンが押され
ると、音が鳴ります。チャイム2が鳴らないようにするには、ドアベルにサイレントモ
ードを選択します。 

サイレントモード機能のオン/オフを切り替えるには、次の手順を実行します

1. Arloアプリを起動します。

2. ドアベルの横にある歯車アイコンをタップします。

3. [サイレントモード] をタップします。

4. 設定を調整します。
詳細については、ドアベルのサイレントモードを使用する (34ページ)を参照してください。
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4.	 Wi-Fiのセットアップと接続
ドアベルを設置してセットアップするときは、ドアベルをルーターの2.4 GHz Wi-Fiネッ
トワークあるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーションに接続する手
順がArloアプリで案内されます。 

Wi-Fi接続オプション
ドアベルを設置するときは、ルーターの2.4 GHz帯に直接接続することも、Wi-FiでArlo 
SmartHub VMB5000またはVMB4540、あるいはArloベースステーションVMB4500また
はVMB4000に接続することもできます。 

Arlo SmartHubおよびベースステーションは、ドアベルに同梱されていません。これら
は別売です。ドアベルをSmartHubまたはベースステーションとともに使用すると、次
の追加機能にアクセスできます。

• VMB5000 SmartHub内のSDカード上、あるいはSmartHub VMB4540またはベースス
テーションVMB4500/VMB4000に接続されているUSBストレージデバイス上のロー
カルストレージを使用する。 

• SmartHub VMB5000およびVMB4540の直接ストレージアクセスを使用する。

ドアベルを設置してセットアップした後は、ドアベルのWi-Fi接続をルーターか
らSmartHubまたはベースステーションに移動できます。ドアベルのWi-Fi接続を
SmartHubまたはベースステーションから移動し、ルーターの2.4 GHz域に直接接続する
こともできます。これを行うには、デバイスをアカウントから削除し、Arloアプリを通
じて、双方に移動するための適切なオプションを選択してデバイスを再インストールす
る必要があります。

Wi-Fiパフォーマンスを最適化するためのヒ
ント
Wi-Fiデバイス間の距離は、Wi-Fi信号に影響を与える可能性があります。 

• 最大推奨距離。Wi-Fiルーターはドアベルから90 m以内に設置することをお勧めしま
す。使用できる距離はドアベルとルーター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。 
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• 最小推奨距離。Wi-Fiの電波障害を低減するために、ドアベルと設置したArloデバイ
スは2 m以上離すようにしてください。 

次の素材は、Wi-Fiデバイスの間に配置すると、Wi-Fi信号の強度を低下させる場合があ
ります。
• 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
• 金属
• 大量の水(水槽や貯水タンクなど) 

セットアップ中にモバイルデバイスを2.4	
GHz	Wi-Fiネットワークに接続する
ドアベルをルーターのWi-Fiネットワークに直接接続する場合は、セットアップ中にモ
バイルデバイスをドアベルと同じWi-Fiネットワークに接続する必要があることを理解
しておくことが重要です。

ドアベルは、2.4 GHz Wi-Fiネットワークにのみ接続できます。多くのルーターは、2.4 
GHz帯と5 GHz帯の両方でWi-Fiネットワークをブロードキャストするため、スマートフ
ォンが5 GHz帯に接続されている場合があります。セットアップ中に、スマートフォン
を2.4 GHz Wi-Fiネットワークに接続し、ドアベルを同じ2.4 GHz Wi-Fiネットワークに接
続してください。

2.4	GHz	Wi-Fiネットワーク名とパスワードを見つける
スマートフォンはほとんどの場合、5 GHz Wi-Fiネットワークに接続されます。2.4 GHz 
Wi-Fiネットワークを見つける方法が分からない場合は、次のように対処します。

• Wi-Fiルーターのラベルを確認します。 
多くのルーターには、Wi-Fiネットワーク名 (SSIDとも呼ばれます) を示すラベルが付
いています。2.4 GHzのネットワーク名の末尾は、通常2、2.4、または2Gとなって
います。5 GHzのネットワーク名の末尾は、通常5または5Gとなっています。Wi-Fi
設定を変更した場合は、カスタム設定を保存した場所を確認してください。

• Wi-Fiネットワーク名またはSSIDが2.4 GHzまたは5 GHzのどちらであるかを示してい
ない場合は、インターネットサービスプロバイダー (ISP)、またはWi-Fiルーターを設
定した担当者にお問い合わせください。
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• メッシュWi-Fiネットワークを使用している場合は、両方のWi-Fi周波数に1つのWi-Fi
ネットワーク名のみが使用されます。ドアベルが、2.4 GHz Wi-Fi帯を探して接続し
ます。同じメッシュネットワークにスマートフォンを接続している限り、Arloはド
アベルを検出できます。 

iOS	(Apple)	デバイスを2.4	GHzネットワークに接続する
1. デバイスのロックを解除して、[設定] をタップします。

2. 設定オプションのリストの上部にある [Wi-Fi] をタップします。

3. 画面上部の [Wi-Fi] の横にあるスイッチをタップして、Wi-Fiをオンにします。
メモ:  Wi-Fiはスイッチが緑色になると有効になります。

4. 2.4 GHz Wi-Fiネットワークを選択します。
2.4 GHzネットワークは通常、ネットワーク名の末尾が2、2.4、または2Gとなって
います。

5. ネットワークパスワードの入力を求められたら、これを入力します。
Wi-Fiネットワークに接続すると、ネットワーク名の左側に青いチェックマークが表
示されます。

Androidデバイスを2.4	GHzネットワークに接続する
1. デバイスのロックを解除して、[設定] をタップします。

2. [ネットワークとインターネット] > [Wi-Fi] をタップします。

3. 画面上部の [Wi-Fiの使用] をタップしてWi-Fiをオンにします。

4. 2.4 GHz Wi-Fiネットワークを選択します。
2.4 GHzネットワークは通常、ネットワーク名の末尾が2、2.4、または2Gとなって
います。

5. ネットワークパスワードの入力を求められたら、これを入力します。
Wi-Fiネットワークに接続しているときは、ネットワーク名の下に [接続済み] と表示
されます。

ドアベルのWi-Fi接続をSmartHubまたはベ
ースステーションに移動する
ドアベルのWi-Fi接続をルーターからArlo SmartHub VMB5000またはVMB4540、あるい
はArloベースステーションVMB4500またはVMB4000に変更できます。 
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SmartHubまたはベースステーションを追加してドアベルを接続するには、次の手順に
従います。

1. Arloアプリを起動します。

2. SmartHubまたはベースステーションを、ドアベルが最初に接続されたArloアカウン
トと同じArloアカウントに追加します。
このアカウントに関連付けられているArlo Smartトライアルを使用している場合、
これを行っても、Arlo Smartトライアルはアクティブの状態が維持されます。

3. Arloアプリの指示に従って、SmartHubまたはベースステーションを設定し、インタ
ーネットに接続します。

4. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

5. ドアベルを選択します。

6. 下にスクロールして、[デバイスを取り外す] をタップします。
デバイスがリセットされ、アカウントから削除されます。

7. [マイ デバイス] から、[新しいデバイスの追加] をタップして、ドアベルを選択します。

8. Arloアプリの指示に従って、ドアベルを追加します。

9. ArloアプリでSmartHubまたはベースステーションが検出されたら、指示に従ってド
アベルをSmartHubまたはベースステーションに接続します。 

ドアベルのWi-Fi接続をルーターの直接接続
に移行する	
ドアベルのWi-Fi接続をVMB5000、VMB4540、VMB4500、VMB4000 SmartHubまたは
ベースステーションから変更し、ドアベルをルーターの2.4 GHz Wi-Fiネットワークに直
接接続できます。

ドアベルのWi-Fi接続をルーターに直接移動するには、次の手順に従います。

1. Arloアプリを開き、ドアベルが接続されているArloアカウントと同じArloアカウン
トにログインします。
このアカウントに関連付けられているArlo Smartトライアルを使用している場合、
これを行っても、Arlo Smartトライアルはアクティブの状態が維持されるため、ト
ライアルを失うことはありません。

2. モバイルデバイスがルーターの2.4 GHz Wi-Fiネットワークに接続されていることを
確認します。
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詳細については、セットアップ中にモバイルデバイスを2.4 GHz Wi-Fiネットワークに接
続する (23ページ) を参照してください。 

3. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

4. ドアベルを選択します。

5. 下にスクロールして、[デバイスを取り外す] をタップします。
デバイスがリセットされ、アカウントから削除されます。

6. [デバイス] をタップし、[新しいデバイスの追加] をタップします。

7. Arloアプリの指示に従って、ドアベルを2.4 GHz Wi-Fiネットワークに直接接続します。
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5.	 オプション:	有線チャイムを接
続する

Essentialビデオドアベルワイヤフリーは、付属の充電式バッテリーから電力が供給され
ます。配線する必要はありません。Essentialビデオドアベルワイヤフリーは配線接続す
ることもできます。ドアベルを配線接続すると、自宅の既存のチャイムに接続して、使
用していないときもドアベルをトリクル充電できます。

電圧要件
Essentialビデオドアベルワイヤフリーを配線する場合、電圧は8～24 VACにする必要が
あります。

使用している電圧が電力要件を満たさず、変圧器を設置またはアップグレードする必要
がある場合は、有資格の電気技術者にお問い合わせいただくか、arlo.comにアクセスし
て、設置サービスに関する情報を参照してください。

Essentialビデオドアベルワイヤフリーを取り付ける前に、既存のドアベルに電力を供給
する変圧器の電圧を確認することをお勧めします。変圧器の電圧が8 ～24 VACでない場
合は、ドアベルを使用する前に変圧器をアップグレードする必要があります。

ドアベルの変圧器の電圧レベルは、次のいずれかの方法で確認できます。

• マルチメータを使用して電圧をテストします。 
マルチメータは、既存のドアベルの配線の正
確な電圧レベルを測定する電子ツールです。
マルチメータを使用すると、変圧器を調べる
ことなく変圧器の電圧を最も正確に確認する
ことができます。既存のドアベルの配線また
はチャイムで測定することをお勧めします。

• 既存のドアベルに電力を供給する変圧器に電
圧が印刷されていることを確認します。 
一般的に、推定電圧は変圧器に印刷されます。
通常、推定電圧は正確ですが、マルチメータを使用するほど正確ではありません。
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マルチメータを使用して、変圧器の電圧を確認する
1. 既存のドアベルを外します。

これを行うには、既存のドアベルを取り外して、背面の配線端子またはAC端子を露
出させます。

2. マルチメータをACに設定します (上または横に波線のあるV)。

3. マルチメータの2つのプローブをドアベルの配線に接続します。

4. マルチメータのディスプレイの電圧レベルを確認し、8～24 VACの範囲であること
を確認します

ドアベルの変圧器に印刷されている電圧レ
ベルを確認する
ドアベルの変圧器は、家庭のAC電圧を電気ドアベルへの電力供給に適した低い電圧に
下げる装置です。 

通常、変圧器は次の場所にあります。

• 既存のドアベル付近の戸棚
• ブレーカーの近く
• 地下室または屋根裏部屋
• ガレージの中
• 暖房装置の近く
• 床下

サンプルのドアベルの変圧器



29オプション:	有線チャイムを接続する	

Essentialビデオドアベルワイヤフリー

ユーザーマニュアル

ワイヤフリーから配線設置に変更する
すでにドアベルをワイヤフリーでセットアップしているが、配線接続にしたい場合は、
まずArloアカウントからドアベルを削除して、Arloアプリに再度追加し、有線ドアベル
の指示に従ってください。

1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. 下までスクロールして、[デバイスを取り外す] をタップします。

4. [デバイス] タブをタップします。

5. [デバイス] タブの下部にある [新しいデバイスの追加] をタップします。

6. Arloドアベルを選択します。

Essentialビデオドアベルワイヤフリーを配
線する
このプロセスはオプションです。Essentialビデオドアベルワイヤフリーはバッテリー駆
動ですが、配線接続にすることができます。ドアベルを配線接続すると、自宅の既存の
チャイムに接続して、使用していないときもドアベルをトリクル充電できます。

工具
• ドアベルの設置にはプラスドライバーが必要です (付属していません)。
•  ドリル、水準器、(チャイムに届くための) はしごもあると便利です。

ビデオドアベル

壁掛け用
アンカー 

(オプション)

取り付けプレート 角度付き取り
付けウェッジ 
(オプション)

延長ワイヤ (オプション) 
およびワイヤナット (オプション)

ワイヤフリー設定では、
ワイヤは不要

メモ:  端子は同一です。各
ワイヤはどちらの端子にも
接続できます。
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設置の概要
Arloアプリを使用してインストールおよびセットアップする必要があります。Arloアプ
リのガイドに従って次の手順で配線します。

1. ブレーカーで電源をオフにします。

警告: 電源をオフにしないと、重傷を負うおそれがあります。

2. Arloアプリの指示に従って配線を接続し、ドアベルを取り付けます。

3. ブレーカーで電源をオンにします。

4. ドアベルのLEDを確認します。セットアップ中のLEDの動作 (11ページ) を参照して
ください。

5. ホームネットワークの2.4 GHz Wi-Fiにドアベルを接続します。

6. 平面取り付けプレートを単独で使用するか、角度付き取り付けプレートと組み合わ
せて、ドアベルの視野を調整します。
角度付きの取り付けプレートを使用した取り付けは、ドアベルの位置と玄関までの
状況に応じて異なります。角度付きの取り付けプレートを使用すると、ドアベルを
左右に傾けることができます。 

オプションの延長ワイヤを使用する
ドアベルには、2つの同じ長さの延長ワイヤとファスナが付属しています。 

ドアベル用の既存のワイヤが短すぎてArloドアベルを接続できない場合は、延長ワイヤ
とファスナを使用してワイヤを延長できます。

延長ワイヤをArloドアベルに接続するには、次の手順を実行します。

1. 延長ワイヤからラバーエンドを取り外します。

2. 既存のドアベルワイヤの1つに延長ワイヤを取り付けます。
これを行うには、既存のドアベルワイヤに延長ワイヤ端 (端子端ではなく) を接続し
て、ワイヤをしっかりとねじってまとめます。

ファスナ延長ワイヤ
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3. 2本目の延長ワイヤをもう一方のドアベルワイヤに取り付けます。

4. 接続したワイヤ端部の上にファスナを配置し、ファスナを押し込みます。
ファスナがはまり、ワイヤが固定されます。

5. 延長ワイヤを取り付けプレートに取り付けます。

6. 延長ワイヤとファスナを、ドアベルの後ろにある壁のワイヤケースに押し込みます。
オプションの取り付けプレートを使用すると、ドアベルが対象の玄関にまっすぐに
向いていない場合に、ドアベルの視野を適切な位置に調整することができます。

7. 取り付けプレートにドアベルをセットします。
取り付けネジが完全にねじ込まれ、取り付けプレートと面一になっていることを確
認します。これにより、Arloドアベルのクリップが取り付けプレートにしっかりと
固定されます。

Arloアプリを使用してセットアッププロセスを続行し、ドアベルを配線接続する準備が
できました。

配線接続されたドアベルをバッテリー充電
する
Essentialビデオドアベルワイヤフリーは、付属の充電式バッテリーから電力が供給され
ます。配線する必要はありません。 

ドアベルを8～24 VACの変圧器に配線接続する場合は、配線を通してドアベルに微量な
電流が流れて、バッテリーがトリクル充電されるため、再充電するためにするバッテリ
ーを取り外す必要が少なくなります。これにより、ドアベルは、オンのとき、常にバッ
テリー電源を消費し、スリープ時に徐々に再充電されます。 

安全性と長期的な信頼性のために、ドアベルのバッテリーは残量が65%を下回るとトリ
クル充電を開始し、80%に達すると充電を停止します。充電率と全体的なバッテリー残
量は、使用状況や天候によって異なります。また、ドアベルのバッテリーは使用してい
ないときにのみ充電されるため、ドアベルを頻繁に使用すると、バッテリーが完全に消
耗する可能性があります。Arloアプリを使用してバッテリーの充電レベルの変化を確認
できますが、ドアベルが配線接続されている場合は、充電アイコンは表示されません。

ドアベルのバッテリーは使用していないときにのみ充電されるため、ドアベルを頻繁に
使用すると、バッテリーが完全に消耗する可能性があります。必要に応じて、屋内で
microUSBケーブルを使用してバッテリーを100%まで充電することができます。
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6.	 ドアベルを使用する
スマートフォンからドアベルに応答する
Essentialビデオドアベルワイヤフリーが押されると、モバイルデバイスはインターネッ
ト接続を介してビデオ通話を受信します。Arloアプリをスマートフォンにインストール
して、Arloアプリにログインする必要があります。発信者は、Essentialビデオドアベル
ワイヤフリーに登録した名前で表示されます。スマートフォンで受信した他の通話と同
様に、通話を受信/拒否することができます。

スマートフォンの呼び出し音が鳴ったら、次の操作を実行できます。

• 電話に応答して、訪問者と話す。
• クイック応答で着信に応答する。訪問者に対して再生するドアベルに録音したメッ

セージを選択します。
• 通話を拒否する。ドアベルを押した後、通話が拒否されたり、20秒経過してもスマ

ートフォンから応答がなかったりすると、訪問者はドアベルからメッセージを残す
ように求められます。訪問者がメッセージを残すと、ドアベルの記録としてArloラ
イブラリに保存されます。

別の電話機で通話を受信する場合は、最初のスマートフォンをArloアプリからログアウ
トし、別のスマートフォンまたはタブレットでArloアプリにログインできます。

複数の電話機で通話を受信するには、アクセス権の付与アカウントを作成し (アクセス
権の付与アカウントにドアベルを追加)、他のスマートフォンのアクセス権の付与アカ
ウントを使用してArloアプリにログインします。(友人にアクセス権を付与する (48ペ
ージ)を参照してください)。

ドアベルから着信を受ける
スマートフォンでEssentialビデオドアベルワイヤフリーからの着信を受けるには、次の
手順を実行します。

1. ドアベルから電話を受けたら、[受信] をタップします。

2. Arloがカメラにアクセスすることを許可するよう求めるメッセージが表示された
ら、[OK] をタップします。
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着信ページが表示されます。 

3. 訪問者と話すには、通常の着信と同じようにスマートフォンで会話します。
ボタンをタップして、ハンズフリーモードとイヤホンモードを切り替えたり、訪問
者にクイック応答メッセージを再生したり、音声をミュートしたりすることもでき
ます。

4. ハンズフリーモードとイヤホンモードを切り替えるには、スピーカーボタンをタッ
プします。

5. クイック応答メッセージを再生するには、メッセージアイコンをタップして、リス
トからメッセージを選択します。

6. 訪問者に音が聞こえないよう音声をミュートするには、マイクボタンをタップし
ます。

7. 終了したら、[終了] をタップします。

クイック応答で訪問者に応答する
1. Essentialビデオドアベルワイヤフリーから電話を受けたら、[受信] をタップします。

2. Arloがカメラにアクセスすることを許可するよう求めるメッセージが表示されたら、 
[OK] をタップします。
着信ページが表示されます。 

3. クイック応答メッセージを再生するには、メッセージアイコンをタップして、リス
トからメッセージを選択します。
メッセージは次のとおりです。

• すぐに行きます。
• 荷物は置いておいてください。
• 興味がないので、お引き取りください。
• 何か御用ですか?
• 今、手が離せません。

クイック応答メッセージの言語を変更する
1. Arloアプリを起動します。

2. Essentialビデオドアベルワイヤフリーの横にある歯車アイコンをタップします。
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3. 下にスクロールして、[言語] をタップします。

4. 言語を選択します。

訪問者からのメッセージを再生する
訪問者がドアベルを押した後にメッセージを残した場合、そのメッセージはArloライブ
ラリに保存されます。

1. Arloアプリを起動します。

2. [ライブラリ] をタップします。

3. ドアベルの録音をタップします。

ドアベルのサイレントモードを使用する
サイレントモードを使用すると、着信やドアベルのチャイム音を一時的に無効にするこ
とができます。

サイレントモード機能のオン/オフを切り替えるには、次の手順を実行します

1. Arloアプリを起動します。

2. ドアベルの横にある歯車アイコンをタップします。

3. [サイレントモード] をタップします。

4. サイレントモードスライダーを動かして、サイレントモードを有効または無効にし
ます。
サイレントモードが有効になっている場合、デフォルトですべてのドアベルからの
通知が無効になります。ドアベルが押されたときにチャイムを鳴らしたり、着信を
受けたりする場合は、個々のスライダーを動かして、各機能を有効にすることがで
きます。トグルが緑色の機能は有効になっています。

5. 設定とオプションのチャイム音を使用するかどうかに応じて、次の中からサイレン
トモードにするものを選択します。
• 着信。Arloのドアベルが押されると、モバイルデバイスに着信します。
• Arloチャイム2またはArloチャイム。オプションのArloチャイム2またはチャイム 

(別売) がある場合は、それを選択できます。
• 従来のチャイム。Arloドアベルが押されたときに、Arloドアベルを鳴らしたこと

を知らせるチャイムが鳴ります。
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メモ:  サイレントモードを有効にすると、Amazon AlexaやGoogleアシスタントなどの
他社製スマートホームアシスタントは、ドアベルに対して無効になります。

ドアベルのLEDを制御する
ビデオドアベルのLEDは、ドアベルの動作状態を示します。デフォルトで、ドアベルは
動体検知時には白色でゆっくりと点滅し、ビデオコールに応答してアクティブになると
白色で点灯します。これらのLEDパターンのオン/オフを切り替えることができます。

ステータスLEDの設定を変更するには、次の手順を実行します。

1. Arloアプリを起動します。

2. Essentialビデオドアベルワイヤフリーの横にある歯車アイコンをタップします。

3. [ドアベルのLED] をタップします。

4. この設定を有効/無効にするには、[動体検知時にLEDが点滅] をタップします。
LEDの点滅が有効になっている場合、動体検知時にLEDがゆっくりと点滅します。こ
の設定を無効にすると、動体検知時でもLEDは消灯したままになります。

5. この設定を有効/無効にするには、[着信時にLEDをオンにする] をタップします。
この設定を有効にすると、ビデオ着信に応答しアクティブになると、LEDが白色に
点灯します。この設定を無効にすると、着信応答時でもLEDは消灯したままになり
ます。

着信設定を変更する
1. Arloアプリを起動します。

2. Essentialビデオドアベルワイヤフリーの横にある歯車アイコンをタップします。

3. 下にスクロールして、[着信設定] をタップします。

4. 携帯電話のスピーカーのオン/オフを切り替えるには、[スピーカー] をタップします。

5. 携帯電話の音声をミュートにするには、[ミュート] をタップします。

6. 20秒経過してもドアベルに応答しない場合、または通話を拒否した場合に、訪問者が
ビデオメッセージを残すことを許可するには、[メッセージを残す] をタップします。
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ドアベルの警報音をオン/オフする
ドアベルに搭載されている警報機能をオンにすることで、不審な人物による侵入を防止
できます。Arlo Secureプランを使用すると、動作検知時に送信されるプッシュ通知か
ら警報音を有効にできます。

1. Arloアプリを起動します。

2. 右上にある [警報音]  をタップします。

3. [警報音を有効にする] をタップします。
警報機能を搭載した複数のArloデバイスがある場合、いずれかのデバイスを選択す
るように求められます。

4. 警報音アイコンを右にスワイプします。
警報音は5分間、またはオフにするまで鳴り続けます。

5. 警報音をオフにするには、[デバイス] ページの上部にあるスライダーをタップします。
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7.	 ビデオの表示と録画
Arloアプリを開くと、[デバイス] ページにドアベルのカメラフィードが表示されます。 

カメラ	
アイコン

各カメラフィードの下に	
表示

カメラ	
フィード
アイコン

カメラフィードをタップして、
次のアイコンを表示

バッテリー充電
  

再生/停止

Wi-Fi接続 消音する

動作検知がオン 双方向音声

サイレントモード ビデオを手動で録画する

設定を表示または変更する スナップショットを撮影

ドアベルからのライ
ブカメラフィード

タップして警報音を
オン/オフします

新しい録画の数

A

デバイス ライブラリ モード 設定

フロントドアベル

Arloチャイム

新しいデバイスの追加

32分前

タップして、ドアベルのデ
バイス設定を表示します

動作検知がオン

ボタンをタップし
て、[デバイス]、[ライ
ブラリ]、[モード]、
または [設定] に移動
します

[再生]  をタップして
カメラフィードをストリ
ーミングします
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ドアベルのカメラフィードを表示する
1. Arloアプリを起動します。

2. カメラフィードで [再生]  をタップします。
カメラフィードが更新され、カメラ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、[停止]  をタップします。

ビデオのパン/ズーム
ライブビデオまたは録画ビデオをパンまたはズームすると、高解像度で映像の特定部分
を確認できます。スマートフォンの写真で見るときのように、ピンチとドラッグで映像
を操作してください。また、ライブフィードをピンチして拡大したり、ピンチやズーム
を使用してビデオ設定から視野を調整したりすることもできます。

1. Arloアプリを起動します。

2. [ライブラリ] をタップします。

3. Arloライブラリから任意のライブビデオまたは録画したビデオをタップします。
全画面表示が表示されます。

4. モバイルデバイスを使用してパンまたはズームします。
• ビデオをピンチしてズームイン/ズームアウトします。 
• ズームインしたフレームをタッチアンドドラッグすると移動できます。 

5. PCを使用してパンまたはズームします。
• [ズーム] アイコンをクリックします。
• マウスを使ってフレームを移動します。

ライブビデオからクリップを録画する
この機能を使用するには、Arlo Secureサブスクリプションが必要です。

1. Arloアプリを起動します。

2. カメラフィードイメージをタップします。

3. [録画]  をタップして録画を開始します。
このアイコンが赤色になり、ビデオ録画を開始します。

4. 録画を停止するには、[録画]  をもう一度タップします。
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ライブビデオからスナップショットを撮影
する
この機能を使用するには、Arlo Secureサブスクリプションが必要です。

1. Arloアプリを起動します。

2. カメラフィードイメージをタップします。

3. [スナップショット]  をタップします。
スナップショットはライブラリに保存されます。

双方向音声
このドアベルには、双方向音声機能に対応しているマイクが搭載されています。 

1. Arloアプリを起動します。

2. カメラフィードイメージをタップします。

3. マイクのアイコン  をタップします。 

4. 初めて双方向音声機能を使用するときは、Arloがスマートフォンのマイクを使用で
きるようにします。

5. マイクボタンをタップします。
双方向音声が自動的に開始され、双方向音声通信が可能になります。

カメラフィードの順序を変更する
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。 

1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] をタップします。
3. [デバイスの順番] をタップします。
4. スマートフォンまたはタブレットを使用している場合は、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. リストアイコンを長押しして、各デバイスをリスト上の正しい位置にドラッグします。
6. [保存]をタップします。
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動作検知アクティビティゾーン
Arlo Secureサブスクリプションを使用すると、ドアベルカメラビュー内で、カメラが
動作を検知して録画するゾーンを指定できます。 

アクティビティゾーンの追加
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. ドアベルを選択します。

4. [ビデオ] で [アクティビティゾーン] をタップします。

5. [+] をタップします。
カメラフィードイメージにアクティビティゾーンボックスが表示されます。

6. ゾーンをカメラフィード画像内の目的の位置に移動します。

7. ゾーンの位置を変更するには、ゾーンを長押しして移動します。

8. ゾーン名をカスタマイズするには、[編集]  をタップして名前を入力します。
Webブラウザーを使用している場合は、ゾーン名の横にある [>] をクリックします。

9. [保存]をタップします。

アクティビティゾーンの変更
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. ドアベルを選択します。

4. [ビデオ] で [アクティビティゾーン] をタップします。

5. ゾーンをタップして選択します。

6. ゾーンをカメラフィード画像内の目的の位置に移動します。

7. ゾーンの位置を変更するには、ゾーンを長押しして移動します。

8. ゾーン名をカスタマイズするには、[編集]  をタップして名前を入力します。
Webブラウザーを使用している場合は、ゾーン名の横にある [>] をクリックします。

9. [保存]をタップします。
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アクティビティゾーンの削除
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. ドアベルを選択します。

4. [ビデオ] で [アクティビティゾーン] をタップします。

5. ゾーンをタップして選択します。

6. デバイスを削除します。
iOSデバイスでは、動作検知ゾーンを左にスライドさせて [削除] をタップします。
Androidデバイスでは、動作検知ゾーンを左にスライドさせます。

録画とスナップショットを見る
Arlo Secureプランでは、録画とスナップショットはArlo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。 

クラウド録画にアクセスする
Essentialビデオドアベルワイヤフリーは、警戒モードになっているときに録画し、動作
を検知します。Arloの録画はクラウドのArloアカウントに送信され、ライブラリに保存
されます。録画はユーザー名とパスワードで暗号化されます。 

録画内容にアクセスするには、モバイルデバイス上でArloアプリを使用するか、Webブ
ラウザーを使用して https://my.arlo.com/#/login にアクセスします。録画はクラウドか
らダウンロードして保存できます。

ライブラリを使用する
ライブラリを使用して日付ごとに録画を検索して見ることができます。

1. Arloアプリを起動します。

2. [ライブラリ] をタップします。
緑色の丸は、選択した日を示します。日付の下にある緑色のドットは、ビデオクリ
ップが録画された日を示します。

3. 強調表示された日付をタップします。 
その日の録画がカレンダーの下に表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
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フィルターを使用する
フィルターを使用して、選択した条件により録画を検索して見ることができます。 

1. Arloアプリを起動します。

2. [ライブラリ] をタップします。

3. ページ左上隅にある [フィルター] をタップします。

4. 使用するフィルタリング条件をタップします。 

5. [完了] をタップします。

フィルターを無効にする
1. Arloアプリを起動します。

2. [ライブラリ] をタップします。

3. ページ左上隅にある [フィルター] をタップします。

4. [リセット] をタップします。

5. [完了] をタップします。

録画のダウンロード
1. Arloアプリを起動します。

2. [ライブラリ] をタップします。

3. 録画をタップします。

4. [ダウンロード] をタップします。

5. 確定するには、[OK] をタップします。

録画をお気に入りにする
1. Arloアプリを起動します。

2. [ライブラリ] をタップします。

3. 録画をタップします。

4. [お気に入り] をタップします。
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録画を共有する
1. Arloアプリを起動します。

2. [ライブラリ] をタップします。

3. 録画をタップします。

4. [共有] をタップします。

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。

1. Arloアプリを起動します。

2. [ライブラリ] をタップします。

3. 録画をタップします。

4. [寄付] をタップします。

5. 確定するには、[OK] をタップします。

録画を削除する
1. Arloアプリを起動します。

2. [ライブラリ] をタップします。

3. 録画をタップします。

4. [削除] をタップします。

5. 確定するには、[OK] をタップします。
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8.	 Arloアカウントにアクセスする
Arloアカウントを設定すると、スマートフォンやタブレットでArloアプリを使用して、
またはWebブラウザーを使用してPCからArloアカウントにアクセスできます。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。

2段階認証
アカウントにアクセスするには、すべてのArloユーザーは2段階認証が有効になってい
る必要があります。これにより、データを保護し、Arloアカウントのセキュリティレベ
ルを高めることができます。Arloアカウントを作成する際、またはArloアプリから2段
階認証をセットアップするように指示されたらすぐに2段階認証を設定することをお勧
めします。

2段階認証は、ログインする際の認証ステップを別に追加することでArloアカウントを
保護できます。新しいデバイスでサインインするたびにArloがIDを確認します。Arloア
カウントのログインを確認するために最大5つの信頼できるデバイス、電話番号、また
はメールアドレスを使用できます。

メモ:  2段階認証を設定する前に、Arloアカウントに関連付けられているメールアドレ
スにログインできることを確認してください。アカウントのメールは、アカウントにロ
グインするためのバックアップオプションとして使用されます。

2段階認証の仕組み
2段階認証でサインインするには、まずメールアドレスとパスワードを正しく入力する必
要があります。次に、セキュリティコード (SMSテキストメッセージまたはメールで配信) 
を使用するか、すでに信頼できるデバイスとして設定されているデバイスからの確認メ
ールでIDを検証する必要があります。2つの情報を要求することで、他人がArloアカウン
トのパスワードを知っていたとしても、意図しないログインを防ぐことができます。

信頼できるデバイスのプッシュ通知
信頼できるデバイスでログインする場合は、Arloアカウントでデバイスを信頼すること
ができるため、プッシュ通知やテキストメッセージでログインを確認する必要はありま
せん。 

https://my.arlo.com/#/login
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信頼されていないデバイスが、新しいデバイスでArloアカウントにログインしようとす
ると、Arloは、信頼できるデバイスとして設定された (現在ログインしている) iOSまた
はAndroidデバイスにプッシュ通知を送信します。信頼できるデバイスでプッシュ通知
をタップして、ログインを承認または拒否します。これは、2段階認証で開始するため
の最も簡単で安全なオプションです。

SMSテキストメッセージ
Arloアカウントにログインしようとすると、2段階認証で確認を行った電話番号にテキ
ストメッセージが送信されます。テキストメッセージに記載されているセキュリティコ
ードを入力して、ログインを完了します。

メール	
信頼できるデバイスまたはプッシュ通知によってアカウントにアクセスできない場合、
またはSMSテキストメッセージを受信できない場合は、Arloアカウントに関連付けられ
たメールアドレスにセキュリティコードを送信するようリクエストできます。

2段階認証のセットアップ
1. Arloアカウントで使用しているメールにログインできることを確認してください。

メールは、バックアップのための2段階認証オプションです。

2. Arloアプリを起動します。

3. [設定] > [プロファイル] > [ログイン設定] > [2段階認証]をタップします。

4. [有効] の横にあるスイッチをタップします。

5. 認証方法を選択します。

6. Arloアプリの手順に従って、2段階認証のセットアップを完了します。

電話番号またはデバイスを2段階認証に追加する
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] をタップします。

3. [アカウント] セクションで、[プロファイル] > [ログインの設定] > [2段階認証] を選
択します。

4. 電話番号を追加するには、[SMS認証の追加] をタップし、電話番号を入力します。

5. 信頼できるデバイスを追加するには、[信頼できるデバイスの追加] をタップします。
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2段階認証から電話番号またはデバイスを削除する
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] をタップします。

3. [アカウント] セクションで、[プロファイル] > [ログインの設定] > [2段階認証] を選
択します。

4. 電話番号または信頼できるデバイスの横にあるゴミ箱アイコンをタップします。

顔認証または指紋認証を使用する
対応するAppleデバイスでTouch ID®またはFace ID®を使用できます。対応するAndroid
デバイスでは、指紋認証を使用できます。

使用するデバイスは、次の最低要件を満たしている必要があります。

• Appleデバイス:
iOSバージョン10.3以降
Touch ID対応デバイス (iPhone 5s、iPad Air 2以降)
Face ID対応デバイス (iPhone X、iPad Pro 2018以降)

• Androidデバイス:
Android OSバージョン6.0以降
指紋認証に対応するAndroidデバイス

Arloアプリの指紋認証のオン/オフを切り替える
1. iPhoneまたはAndroidデバイスで指紋認証を有効にします。

2. Arloアプリを起動します。

3. [設定] をタップします。

4. [アカウント] セクションで、[プロファイル] > [ログインの設定] を選択します。

5. 指紋またはTouch IDの切り替えスイッチを右 (オン) または左 (オフ) にスライドし
ます。

Arloアプリの顔認証のオン/オフを切り替える
1. iPhoneでFace ID認証を有効にします。

2. Arloアプリを起動します。
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3. [設定] をタップします。

4. [アカウント] セクションで、[プロファイル] > [ログインの設定] を選択します。

5. Face IDの切り替えスイッチを右 (オン) または左 (オフ) にスライドします。

プロファイルのカスタマイズ
名前の入力、プロファイル写真や自宅住所の追加、Arloニュースおよびサポート最新情
報のオプトイン/オプトアウトなどを実行できます。

プロファイル写真の追加
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] をタップします。

3. [アカウント] セクションで、[プロファイル] > [プロファイルの編集] を選択します。

4. ページの上部でプロファイル写真をタップします。

5. [写真の撮影] または [ライブラリから選択] を選択します。
メモ:  すでにプロファイル写真がある場合は、[現在の写真を削除] を選択すること
もできます。

6. 使用するプロファイル写真をアップロードします。

7. ページ下部の [保存] をタップします。

プロファイル設定の編集
名前の入力、プロファイル写真や自宅住所の追加、Arloニュースおよびサポート最新情
報のオプトイン/オプトアウトなどを実行できます。

1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] をタップします。

3. [アカウント] セクションで、[プロファイル] > [プロファイルの編集] を選択します。

4. プロファイル設定を入力します。

5. ページ下部の [保存] をタップします。
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Arloパスワードの変更
Arloアプリでパスワードを変更できますが、my.arlo.comにログインしても変更でき
ます。 

1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] をタップします。

3. [アカウント] セクションで、[プロファイル] > [ログインの設定] を選択します。

4. 古いパスワードを入力します。

5. 新しいパスワードを入力し、確認用のフィールドにも再入力します。

6. [パスワードの変更] をタップします。
新しいパスワードが保存されました。

忘れたパスワードのリセット
Arloパスワードを忘れた場合は、確認済みのメールアドレスを使用してパスワードをリ
セットできます。

1. Arloアプリを起動します。

2. [パスワードを忘れた場合] をタップします。

3. メールアドレスを入力します。

4. [メールを送る] をタップします。
確認済みのメールアドレスにalerts@arlo.comからメールが送信されます。

5. メール内のリンクをタップします。

6. 新しいパスワードを入力してください。

7. [送信] をタップします。
パスワードがリセットされます。

友人にアクセス権を付与する
Arloアカウントに友人を追加できます。友人は、カメラから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、ライブラリから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。

https://my.arlo.com/#/login
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アクセス権を持たない友人は、次のことを実行できます。

• ライブラリコンテンツの再生と表示
• ライブ表示
• ビデオのズームとドラッグ
• 明るさの調整
• 全画面表示

アクセス権を付与された友人は、次のことも実行できます。

• ビデオの再生と一時停止
• ビデオの録画
• スピーカーの消音
• モードへのアクセスと変更
• 動作検知ステータスの表示
• 手動録画
• スナップショット撮影
• ビデオのお気に入り設定、共有、ダウンロード、および削除
• カメラのマイクの使用

友人を追加する
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] をタップします。

3. [アカウント] で、[アクセス権の付与] をタップします。

4. [追加] または [+] をタップします。

5. 友人の名、姓、メールアドレスを入力します。

6. 友人にアクセスさせたいArloデバイスをタップします。

7. 友人にアクセス権を付与するには [アクセス権の許可] をタップします。
[アクセス権の許可] を選択すると、自分のアカウントおよびカメラ設定の変更を友
人に許可することができます。 

8. [招待を送る] をタップします。
Arloアカウントの作成を勧める招待メールメッセージ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。
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友人のアクセス権を編集する
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] をタップします。

3. [アカウント] で、[アクセス権の付与] をタップします。
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. 友人をタップして、[編集]  をタップします。

5. カメラをタップして、選択または選択解除します。

6. [アクセス権の許可] をタップします。
[アクセス権の許可] を選択すると、自分のアカウントおよびカメラ設定の変更を友
人に許可することができます。 

7. [完了] をタップします。

友人を削除する
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] をタップします。

3. [アカウント] で、[アクセス権の付与] をタップします。

4. 友人を選択して、[編集]  をタップします。

5. [友人を削除] をタップします。

6. [はい] をタップします。
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9.	 設定を変更する
Arloアカウントを設定すると、スマートフォンやタブレットでArloアプリを使用した
り、Webブラウザーを使用してPCからArloアカウントにアクセスできます。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。

ドアベルの設定
次のいずれかの方法を使用して、ドアベルの設定を表示または変更できます。

• [設定] > [マイデバイス] をタップして、ドアベルを選択します。
• ドアベルのカメラフィードの下にある歯車アイコン をタップします。

ドアベル名を変更する
1. Arloアプリを起動します。

2. Essentialビデオドアベルワイヤフリーの横にある歯車アイコンをタップします。

3. ドアベル名の横にある [編集]  をタップします。

4. 新しい名前を入力します。
名前は、32文字以下にしてください。

5. [保存]をタップします。

ドアベルで鳴る従来のチャイムのタイプを変更する
ドアベルボタンが押されたときに、機械式チャイム、デジタル式チャイム、またはチャ
イムが鳴らないように、Essentialビデオドアベルワイヤフリーを設定できます。

メモ:  Arloアプリにドアベルをすでに追加していて、バッテリー (有線ではない) を選択
した場合、チャイムの設定を変更するには、Arloアプリからドアベルを削除して、有線
を選択して再度追加する必要があります。

ドアベルが有線で設定されているときにドアベルを鳴らすチャイムのタイプを変更する
には、次の手順を実行します。

https://my.arlo.com/#/login
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1. Arloアプリを起動します。

2. Essentialビデオドアベルワイヤフリーの横にある歯車アイコンをタップします。

3. [従来のチャイム] をタップします

4. [機械式]、[デジタル式]、または [なし] を選択します。
• 機械式。機械式チャイムでは、伝統的な鐘の音が鳴ります。
• デジタル式。デジタル式または電子チャイムには、スピーカーがあり、メロディ

か鐘の音が鳴ります。
• なし。この設定は、ドアベルのチャイムをバイパスしたり、チャイムを接続せず

に変圧器に取り付けたりしている場合に使用します。 

ビデオの輝度を変更する
この変更は、次のビデオストリームまたは動作検知録画に反映されます。

1. Arloアプリを起動します。

2. Essentialビデオドアベルワイヤフリーの横にある歯車アイコンをタップします。

3. [録画の設定] をタップします。

4. スライダーを動かして、ビデオの輝度を調整します。

ビデオ画質を変更する
この変更は、次のビデオストリームまたは動作検知録画に反映されます。

1. Arloアプリを起動します。

2. Essentialビデオドアベルワイヤフリーの横にある歯車アイコンをタップします。

3. [ビデオの設定] > [ビデオ画質] をタップします。

4. [1536Sq]、[1080sq]、または [720sq] をタップして選択します。 

夜間撮影のオン/オフを切り替える
夜間撮影機能を有効にすると、カメラは赤外線 (IR) LEDを自動的に点灯して、暗い場所
での録画を開始します。カメラが窓などの反射面に面している場合は、夜間撮影機能を
オフにすることをお勧めします。この変更は、次のビデオストリームまたは動作検知録
画に反映されます。

1. Arloアプリを起動します。

2. Essentialビデオドアベルワイヤフリーの横にある歯車アイコンをタップします。
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3. [録画の設定] をタップします。

4. [夜間撮影機能] をタップします。 

5. Androidデバイスを使用している場合は、スライダーをタップします。

自動HDRのオン/オフを切り替える
ハイダイナミックレンジ (HDR) は、高コントラストビデオや写真画像を調整するソフ
トウェア方式で、明るいハイライトと深い影の領域が含まれます。HDRを使用しない
と、明るい領域を含む一部の画像が色あせて表示され、暗い領域は黒で表示されるた
め、詳細が表示されません。HDRを使用すると、明るい部分と暗い部分の両方の詳細を
表示できます。

ドアベルには、自動HDR機能を搭載しており、デフォルトで有効になっています。ドア
ベルのカメラがHDRに適した画像を検出すると、Arloアプリを使用して自動HDRを無効
にしない限り、HDRが自動的に適用されます。

自動HDRをオン/オフするには、次の手順を実行します。

1. Arloアプリを起動します。

2. ドアベルの横にある歯車アイコンをタップします。

3. [録画の設定] をタップします。

4. [自動HDR] をタップします。
Androidデバイスを使用している場合は、スライダーをタップします。

オーディオ設定を変更する
設定を調整して、マイクのオン/オフを切り替えたり、スピーカーを調整したりできま
す。これらの設定は、マイクとスピーカーがライブストリーミングと動作検知録画に対
応しているかどうかに関係なく有効になります。 

自動HDRなし自動HDRあり
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メモ:  ドアベルビデオ通話中の携帯電話のスピーカーとマイクの設定は、[着信設定] で
設定します。着信設定を変更する (35ページ) を参照してください。

オーディオ設定を変更するには、次の操作を実行します。

1. Arloアプリを起動します。

2. ドアベルの横にある歯車アイコンをタップします。

3. モバイルデバイスを使用している場合は、[オーディオ設定] をタップします。
4. 次の設定を調整します。

• [マイク] トグルボタンで、マイクのオン/オフを切り替えることができます。
• [スピーカー] トグルボタンと音量。スピーカーのオン/オフを切り替えるには、 

[スピーカー] をタップします。スピーカー音量を変更するには、[スピーカーの
音量] スライダーを動かします。

ちらつき設定を調整する
特定の人工光源とビデオドアベルのカメラシャッタースピードの組み合わせによって
は、録画ビデオにちらつきや暗線が生じることがあります。デフォルト設定では、[自
動] (60 Hz) ですが、この設定を50 Hz に変更できます。

1. Arloアプリを起動します。

2. Essentialビデオドアベルワイヤフリーの横にある歯車アイコンをタップします。

3. [ちらつきの調整] をタップします。

4. [設定] をタップします。

タイムゾーンを変更する
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。

4. [タイムゾーン] をタップします。

5. タイムゾーンをタップします。
モバイルデバイスを使用している場合は、設定が保存されます。

6. PCを使用している場合は、[保存] をクリックしてください。
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デバイス情報を確認する
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表示でき
ます。

1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. デバイスをタップします。

4. [デバイス情報] をタップします。

アカウントからデバイスを削除する
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. デバイスをタップします。
4. 下にスクロールして、[デバイスを取り外す] をタップします。

Arloアプリからドアベルを再起動する
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. ドアベルをタップします。

4. ページの最下部まで下にスクロールし、[再起動] をタップします。

SmartHubおよびベースステーションのオ
プションの設定
Essentialビデオドアベルワイヤフリーは、ルーターの2.4 GHz Wi-Fiネットワークに直
接接続できます。ご希望に応じて、ドアベルは、Arlo SmartHubモデルVMB5000ま
たはVMB4540、あるいは警報音機能付きベースステーションモデルVMB4500または
VMB4000と接続できます。

SmartHubまたはベースステーション名を変更する
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。
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3. SmartHubまたはベースステーションをタップします。

4. 名前の横にある [編集] をタップします。

5. 新しい名前を入力します。

6. [保存]をタップします。

SmartHubまたはベースステーションを再起動する
1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. SmartHubまたはベースステーションをタップします。

4. 下にスクロールして [再起動] をタップします。

ベースステーションの警報音をオン/オフする
デフォルトでは、ベースステーションの警報は最大音量 (100デシベル以上) に設定され
ています。ベースステーションの警報を発するように動作検知ルールを設定したり、ル
ール設定時に警報の音量を選択したりできます。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。 

警告: 警報の初期値は最大値になっており、100 dB以上になります。ベースステーショ
ンの近くに人やペットがいる間は、警報音のテストは絶対に行わないでください。長時
間の警報音により難聴を引き起こす可能性があります。

Arloアプリを使用して、ベースステーションの警報のオン/オフを切り替えるには

1. Arloアプリを起動します。

2. [警報を鳴らす] をタップします。

3. [はい] をタップして、警報を鳴らすことを確認します。

ベースステーションの警報ボタン
警報音機能付きベースステーションモデルVMB4000は、上部に
ボタンがあります。

警告: 警報の初期値は最大値になっており、100 dB以上になりま
す。ベースステーションの近くに人やペットがいる間は、警報
音のテストは絶対に行わないでください。長時間の警報音によ
り難聴を引き起こす可能性があります。

このボタンを押すと、警報音のオン/オフが切り替わります。
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10.	モード、ルール、アラート
動作や音声を検知するArloデバイスは、個別に、またはすべて同時に警戒モードまたは
待機モードにすることができます。また、各デバイスを自動的に警戒モードにするよう
にスケジュール設定することもできます。ドアベルは常時動作を検知します。警戒モー
ドになると、動作検知時にアラートを発して、チャイムが鳴るように設定できます。 

すべてのArloデバイスを警戒モードまたは
待機モードにする
すべてのデバイスを警戒モードまたは待機モードにすると、スケジュール、ジオフェン
ス、カスタムモードなどの他のモードが非アクティブになります。デバイスを別のモー
ドに戻すには、デバイスを選択し、モードを選択します。 

すべてのArloデバイスを警戒モードまたは待機モードにするには、次の手順に従います。

1. Arloアプリを起動します。

2. [モード] をタップします。

3. [すべてのデバイスを警戒モードにする] または [すべてのデバイスを待機モードにす
る] をタップします。

モード
Arloモードでは、動作検知時に、ドアベルが録画やアラートでどのように応答するかを
制御できます。モードは、時間によってドアベルや他のArloデバイスの応答を変えるこ
とができます。

独自のモードを作成できますが、Arloアプリには次のモードがあります。

  警戒。ドアベルは録画して、アラートを送信し、ルール設定に応じて起動すると、
チャイムを鳴らします。 

  待機。ドアベルボタンが押されても通常どおり動作しますが、動作が検知されて
も、ドアベルカメラは録画したり、アラートを送信したりしません。
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  スケジュール。スケジュールに基づいて録画とアラートを管理します。

  ジオフェンス。モバイルデバイスの場所に基づいて、特定の場所に到着したり、離
れたりするときに、スケジュールモードを有効化、無効化、または再開します。

[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。睡眠中は、ドアベルに録画させますが、アラートは送信しないようにしま
す。日中は、ドアベルが動作を検知したときに記録して通知します。同じドアベルにさ
まざまなモードを作成できますが、各Arloデバイスで一度に使用できるモードは1つだ
けです。

モードの選択
モードを選択したり、スケジュールに従ってアクティブにするモードを設定したりでき
ます。 

1. Arloアプリを起動します。

2. [モード] をタップします。

3. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。 
モードのリストが表示されます。 

4. オンにするモードをタップします。
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。

通知をミュートする
通知をミュートすると、ビデオの録画中、モバイルデバイスへのプッシュ通知を一時的
に消音します。この設定は、中断されたくないパーティーなどに最適です。Arloアプリ
から通知をミュートすることができます。Arlo Secureを使用している場合は、プッシ
ュ通知から直接ミュート通知を有効にすることもできます。

通知をミュートするには、次の手順に従います。

1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [通知のミュート] をタップします。

3. 通知をミュートする時間を選択します。
通知をミュートしようとしていることを確認するメッセージが表示されます。通知
のミュートのステータスには、通知が再開されるまでの残り時間が表示されます。 
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通知のミュートを解除するには、次の手順に従います。

1. Arloアプリを起動します。

2. [設定] > [通知のミュート] > [ミュートを解除] をタップします。
通知のミュートのステータスがオフに変わります。

モードのルール
各モードでは、1つ以上のルールが使用されます。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。Arloデバイスがドアベルのみの場合は、動作を検知する
トリガーとなるデバイスです。追加のArloカメラまたはデバイスを使用する場合
は、1つのArloデバイスが別のArloデバイスをトリガーするルールを作成できます。
たとえば、夜間にドアベルが押されると、Arloセキュリティライトが点灯します。
この例では、ドアベルがトリガーとなるデバイスです。

• 動作させるデバイス。Arloデバイスがドアベルのみの場合は、ドアベルが動作させ
るデバイスになります。動作させるデバイスは、トリガーとなるデバイスに応答し
てアクションを実行します。例えば、庭のカメラで動作を検知し、ドアベルカメラ
を起動してビデオ録画を開始することができます。または、Arloセキュリティライ
トが動作を検知したときにチャイム2を鳴らすこともできます。各カメラで実行す
るアクションを決めます。 

• 通知。イベントが検知されたら、Arloアプリはメールアラートやプッシュ通知を送
信できます。Arloドアベルやカメラが起動したときに、友人や家族、その他アラー
トが必要な人にメールを送信することもできます。

ドアベルが押されたときに、チャイム2を
鳴らす
購入した製品によっては、Arloチャイム2がArlo Essentialビデオドアベルワイヤフリー
に付属している場合と、別売りの場合があります。Arloチャイム2を使用すると、Arlo
ドアベルやArloカメラからのインスタントアラートを受信できます。 

セットアップ中に、チャイム2をEssentialビデオドアベルとペアリングします。これに
より、ドアベルボタンが押されると、チャイム2が鳴ります(モードを設定する必要はあ
りません)。ペアリングされたデバイスは、チャイム2 (ペアリングドアベル) の [デバイ
スの設定] ページ、またはドアベル (ペアリングチャイム) の [デバイスの設定] ページで
表示できます。 

モードルールは、チャイム2を動作させるデバイスとして設定し、ドアベルやカメラか
らの動作検知や音声検知などのトリガーに応じて音や警報音を再生する場合にのみ使用
されます。
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チャイム2を警報音として使用するルールを設定する
1. Arloアプリを起動します。

2. [モード] をタップします。

3. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。
モードのリストが表示されます。 

4. 編集するモードの横にある [編集]  をタップします。

5. ルールの横にある [編集]  をタップします。 

6. [デバイスの追加] をタップします。

7. [動作させるデバイス] ページでチャイム2を選択し、[保存] をタップします。

8. [警報音を有効にする] を選択します。

動作検知の感度を変更する
ルールを編集して、カメラの動作検知の感度レベルを変更できます。

1. Arloアプリを起動します。

2. [モード] をタップします。

3. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。 

4. モードの横にある [編集]  をタップします。

5. ルールの横にある [編集]  をタップします。 

6. [次の場合] で、[動作の検知] の横にある [編集]  をタップします。

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。
PCの場合は [ルールを編集] をクリックします。

8. ブラウザーを使用して設定を指定している場合は、[保存] をクリックします。
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動作が停止したら録画を自動的に停止する
1. Arloアプリを起動します。

2. [モード] をタップします。

3. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。 

4. モードの横にある [編集]  をタップします。

5. [次のことをします] で、[ビデオの録画] の横にある [編集]  をタップします。

6. [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。

アラートを管理する
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。Arloの通知を電話機で受信するには、Arloアプリを電話機にインス
トールする必要があります。

メモ:  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。

1. Arloアプリを起動します。

2. [モード] をタップします。

3. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。 

4. モードの横にある [編集]  をタップします。

メモ:  待機モードでは、アラートは送信されません。

5. [アラート] で、[プッシュ通知] をタップすると、プッシュ通知のオン/オフが切り替
わります。

6. [アラート] で、[アラートメール] をタップして、メール通知のオン/オフを切り替え
ます。

7. 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
して、メールアドレスを入力します。
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ドアベルカメラが警戒モードになるタイミ
ングのスケジュール設定
スケジュールを設定して、1週間のうちドアベルカメラが動作検知に応答して録画する
曜日と時間を指定できます。スケジュールは週単位で繰り返されます。たとえば、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。 

カメラが動作検知に応答するタイミングをスケジュールするには、次の手順に従います。

1. Arloアプリを起動します。

2. [モード] をタップします。

3. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。 
モードのリストが表示されます。 

4. [スケジュール]  をタップします。

5. [スケジュール] の横にある [編集]  をタップします。

6. [追加] または [+] をタップします。

7. 日時を設定します。

メモ:  午後8時から午前6時までのように夜間スケジュールを追加するには、スケジ
ュールを2つに分けて追加する必要があります。最初に午後8時から午後11時59分ま
でのスケジュールを追加し、その後午前12時から午前6時までのスケジュールを追
加します。

8. [完了] をタップします。

スケジュールを編集する
1. Arloアプリを起動します。

2. [モード] をタップします。

3. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。 
モードのリストが表示されます。 

4. [スケジュール]  をタップします。
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5. [スケジュール] の横にある [編集]  をタップします。

6. 緑色のボックスをタップします。

7. 開始時刻と終了時刻を変更して、[保存] をタップします。

Arloジオフェンスをセットアップする
ジオフェンスは、ゾーンと呼ばれる場所を囲む仮想フェンスです。Arloジオフェンスを
使用すると、モバイルデバイスがゾーンに入っている場合、またはゾーンから出ている
場合に、スケジュールモードを有効化、無効化、または再開できます。ジオフェンスを
セットアップするには、モバイルデバイスを使用して、位置情報の利用をArloアプリに
許可する必要があります。

ジオフェンスの精度
精度を上げるために、ジオフェンスは、GPS、モバイルデータ通信、Wi-Fiデータ通信
を組み合わせて使用します。地域の環境は、ジオフェンスに影響を与えます。

• 都市環境 (モバイルデータ通信の電波塔やWi-Fiルーターの密度が高い環境) では、ジ
オフェンスの精度が100～200 mになることがあります。

メモ:  超高層の建物に住んでいる場合、GPSが不正確になるため、ジオフェンスの
信頼性が低下することがあります。範囲設定 [大] を使用すると、問題が解決される
場合があります。

• 地方の環境 (モバイルデータ通信の電波塔やWi-Fiルーターがまばらな環境) では、ジ
オフェンスの精度が数百メートルになることがあります。

ジオフェンスの精度を向上させるには、モバイルデバイスが次の条件を満たしているこ
とを確認します。

• Wi-Fi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。

ジオフェンスを使用するためにモバイルデバイスを準備
する
1. Arloがデバイスを見つけることができるように、GPSサービス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。

3. ジオフェンスを有効にする各モバイルデバイスで、Arloアプリをダウンロードし
て、ログインします。



64モード、ルール、アラート	

Essentialビデオドアベルワイヤフリー

ユーザーマニュアル

デバイスでArloジオフェンスを使用するには、AndroidまたはiOSモバイルデバイスの設
定を次のように調整する必要があります。

Androidデバイス
• 位置情報許可 = オン
• 位置情報サービス = オン
• バッテリーセーバー = オフ
• データ制限 = オフ
• 機内モード = オフ
• プッシュ通知 = 有効

iOS	(Apple)	デバイス
• 自分の位置情報を共有 = オン
• 位置情報サービス = 常時
• 機内モード = オフ
• プッシュ通知 = 有効
• バックグラウンドアプリの更新 = 有効
• プッシュ通知 = 有効

ジオフェンスを初めてセットアップし、さらにモードをセ
ットアップする
1. Arloアプリを起動します。

2. [モード] をタップします。

3. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。 

4. [ジオフェンス]  をタップします。

5. Arloアプリがモバイルデバイスの場所を使用できるようにします。
ジオフェンスは、Arloがモバイルデバイスを見つけることができる場合にのみ機能
します。[ロケーションの住所] ページには、現在の住所が表示されます。

6. 範囲の設定を変更するには、[範囲] をタップし、範囲のサイズを選択します。
範囲のサイズオプションは、[小]、[中]、[大] (それぞれ約150 m、250 m、500 m) です。

7. [デバイスの場所] をタップして、場所の名前を入力します。
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8. [退席中モード] をタップして、モードを選択します。
モバイルデバイスがカメラの位置の範囲外にある場合、カメラは退席中モードを使
用します。ほとんどの人は、[警戒]、[スケジュール]、[カスタムモード] を選択し
て、不在時もカメラが動作を検出できるようにします。

9. [ホームモード] をタップして、モードを選択します。
モバイルデバイスがカメラの位置の範囲内にある場合、カメラはこのモードを使用
します。通常、自宅にいる場合は [待機] モードを選択します。
有効なモバイルデバイスが複数ある場合は、接続するArloデバイスを選択するよう
に求められることがあります。

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

11. [保存]をタップします。

トラブルシューティングのヒントについては、Arloジオフェンスのトラブルシューティン
グ (92ページ)を参照してください。

複数のモバイルデバイスでジオフェンスを
使用する
Arloジオフェンスは複数のモバイルデバイスで動作します。 

Arloは、FILO (First In Last Out) 原則を使用して、複数のユーザーがジオフェンスを使用
している世帯を管理します。全員が各自のモバイルデバイスを持って外出した場合は、
退席中状態になります。ジオフェンス内には誰もいなくなるため、カメラは警戒モード
になります。1人でもユーザーが帰宅すると、そのモバイルデバイスがジオフェンス内
にあるため、ホーム状態になり、カメラが待機モードになります。1人が外出しても他
の人がまだ家に残っている状態であれば、最後のユーザーが外出するまで、カメラはホ
ーム状態で待機モードのままになります。

各ユーザーが毎日持って出かけるモバイルデバイスにのみ、ジオフェンスを有効にす
ることをお勧めします。たとえば、スマートフォンとタブレットを使用しており、外
出時にスマートフォンを持ち出す場合は、ジオフェンスの設定でスマートフォンを有
効なデバイスとして設定します。退席中モードがトリガーされなくなるため、外出時
にタブレットを家に置いておく場合は、タブレットを有効なデバイスとして設定しな
いでください。

ジオフェンスモードでは、有効なモバイルデバイスがすべてデバイスの場所のゾーン内
にない場合にのみ、ジオフェンスモードが [ホーム] から [退席中] に変わります。
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ジオフェンスを使用しているモバイルデバイスを確認するには、Arloアプリを開き、ジ
オフェンスの設定の [有効なデバイス] ページを確認します (Arloアプリの [モード] セク
ション)。[ホーム]/[退席中] モードの変更をトリガーしたくないデバイスはすべて削除
してください。

次の条件が満たされていることを確認します。

• Arloデバイスがオンラインになっている。
• ジオフェンスが有効になっている。
• 友人と家族のモバイルデバイスを追加している。

デバイスの追加については、友人のモバイルデバイスのジオフェンスを有効または無
効にする (66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に必須) 友人が自身のモバイルデバイスでArlo
アプリにログインしており、そのモバイルデバイスでGPSまたは位置情報サービス
が有効になっている。

友人のモバイルデバイスのジオフェンスを有効または無効
にする
1. Arloアプリを起動します。

2. [モード] をタップします。

3. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。 

4. [ジオフェンス] の横にある [編集]  をタップします。

5. [有効なデバイス] をタップします。
モバイルデバイスのリストが表示されます。ジオフェンスが有効な場合、デバイス
名の横にチェックマークが表示されます。

6. 1つ以上のモバイルデバイスをタップします。
デバイスの場所は、ゾーン内、ゾーン外、または使用不可 (そのデバイスへの接続
に問題がある場合) のいずれかが表示されます。

7. ジオフェンスを無効にするには、モバイルデバイスをもう一度タップします。
ジオフェンスを無効にすると、チェックマークが表示されなくなります。

詳細については、Arloジオフェンスをセットアップする (63ページ) を参照してください。
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カスタムモード
Arloアプリに装備されたモード以外のモードを追加し、新しいモードに「休暇」などの
カスタム名を付けることができます。カメラはモードごとに1つのルールを持ちます。

1つのモードの中に複数のルールを作成できます。ルールを組み合わせることで、フレ
キシブルなイベントとアクションに対応します。また、時間によって自動的にモードを
変更するようにスケジュールすることもできます(ドアベルカメラが警戒モードになるタ
イミングのスケジュール設定 (62ページ) を参照してください)。

モードを追加する
1. Arloアプリを起動します。

2. [モード] をタップします。

3. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。 

4. [モードの追加] をタップします。

5. モード名を入力し、[次へ] をタップします。

6. トリガーデバイスを選択し、[次へ] をタップします。
これは動作を検知するドアベルです。 

7. [動体検知時] にトリガーデバイスの設定を入力して、[次へ] をタップします。

8. スライダーを使ってトリガーデバイスの動作検知感度を設定し、[次へ] をタップし
ます。
通常、動作検知感度を高く設定すると、カメラは頻繁に録画するようトリガーされ
ます。 

9. トリガーデバイスの音声検知感度を設定して、[次へ] をタップします。

10. 動作させるデバイスを選択して、[次へ] をタップします。
これは、トリガーデバイスが動作や音を検知したときにアクションを実行するArlo
デバイスです。トリガーとして使用しているのと同じArloデバイス、または別の
Arloデバイスを選択できます。

11. アクションを選択して、[次へ] をタップします。
[ビデオの録画] または [何もしない] が選択できます。
コンピュータのWebブラウザーを使用している場合は、録画時間の設定も指定でき
ます。
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12. Arloが動作または音声を検知したときに送信する通知を選択し、[次へ] をタップし
ます。

13. 設定を確認して、[保存] をタップします。

ドアベルを使用して、別のカメラをトリガ
ーして録画する
ルールをセットアップして、ビデオドアベルが動作を検知したときにArloカメラが録画
を開始するように設定できます。たとえば、カメラが動作を検知しない場合でも、玄関
にあるArloワイヤフリーカメラを起動して録画することができます。屋内のArloカメラ
を起動して録画し、自宅への侵入を防止できます。

1. Arloアプリを起動します。

2. ドアベル、あるいはオプションのArlo SmartHubまたはベースステーション (使用し
ている場合) をタップします。 

3. ページの右上隅にあるメニューをタップして開きます。

4. [動作設定] をタップします。

5. ドアベルが動作を検知したときにアラートを受信するには、[動作検知起動アラー
ト] をタップします。

6. [デバイスの追加] をタップします。

7. カメラをタップして、[次へ] をタップします。

8. [ビデオの録画] をタップして、[次へ] をタップします。
録画設定では、次のいずれかのオプションを選択できます。
• 動作イベントが終了するまで録画 (最大300秒)
• 一定時間録画します (スライダーを使用して、10～120秒の範囲で選択します)。

9. [次へ] をタップします。
[動作設定] ページに、[次のことをします] の設定が表示されます。

10. [完了] をタップします。
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11.	 	SmartHubのSDカード
ストレージ

SmartHubモデルVMB5000はSDカードストレージをサポートしています。ドアベルを
SmartHub VMB5000とともに使用する場合は、この機能を使用できます。

microSDカードをSmartHub VMB5000のスロットに挿入し、Arloの録画をクラウドと
SDカードの両方に保存できます。SmartHubがインターネットに接続されていない場
合、録画は引き続きmicroSDカードに保存されます。Arlo UltraカメラとSmartHubの間
にアクティブなライブストリーミング接続がある場合は、microSDカードに録画できま
す。SDカードの保存スペースが不足しているかいっぱいになっている場合は、Arloア
プリから通知されます。 

microSDカードのフォーマット
SmartHubはSDHCまたはSDXC microSDカードに対応しています。容量16 GB、スピー
ドクラス10、UHS-1、V10以上のmicroSDカードを使用することをお勧めします。Arlo 
SmartHubはクラス10 UHS-3 V90までサポートしています。

microSDカードがフォーマットされていないか、互換性のないファイルシステムでフォ
ーマットされている場合は、Arloアプリを使用してmicroSDカードをフォーマットでき
ます。microSDカードのフォーマット (71ページ) を参照してください。

microSDカードの挿入
1. microSDカードをSmartHubの下部にあるスロットに挿入します。

2. microSDカードがスロットに完全に装着されるまでmicroSDカードの端を押します。
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SDカードのステータスの表示
1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] をタップします。

3. SDカードのアイコン  を確認します。microSDカードをSmartHubに挿入すると、
そのアイコンはオレンジ色  になります。

4. microSDカードのステータスの詳細を表示するには、[ローカルストレージ] で [スト
レージ設定] をタップします。
[SDカードステータス] には [良好] と表示されるか、SDカードをフォーマットする必
要があるか、いっぱいであるかが表示されます。このような場合は、Arloアプリか
らも通知されます。

利用可能なSDカードストレージの表示
SDカードがいっぱいになると、Arloアプリから通知されますが、使用可能なストレー
ジを確認することもできます。

1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] > [ストレージ設定] をタップします。
[使用可能なストレージ] フィールドには、SDカードで使用可能なストレージ容量が
表示されます。

SDカードへの録画のオン/オフ切り替え
1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] をタップします。 

3. SmartHubを選択します。

4. [ストレージ設定] > [ローカルに録画] をタップします。
SDカードへの録画がオフまたはオンに切り替わります。 

[高品質ローカル録画]	をオンにする
SDカードに保存されるSmartHub録画は、デフォルトで1080pですが、この設定を変更
して、カメラでサポートされている最適な解像度で録画できます。たとえば、Ultraシ
リーズカメラは4Kローカル録画をサポートし、Pro 3カメラは2Kローカル録画をサポー
トします。
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[高品質ローカル録画] をオンにするには、次の手順に従います。

1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] をタップします。

3. SmartHubを選択します。

4. [ストレージ設定] > [高品質ローカル録画] をタップします。

SDカード上書き設定の変更
デフォルトでは、SDカードがいっぱいになると、最も古いArlo録画が消去されて新し
い録画用のスペースが確保されます。SDカード上のArloフォルダーにないファイル
は、Arlo録画用のスペースを確保するために削除されません。Arlo録画が自動的に消去
されないように設定を変更できます。

1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] > [ローカルに録画] をタップします。

3. [自動的に上書き] をタップします。
上書き設定のオン/オフが切り替わります。

microSDカードのフォーマット
SmartHubでは、microSDカード、SDHCまたはSDXCのみを使用できます (FAT32ファイ
ルフォーマット)。SDカードをフォーマットする必要があるかどうかを知らせるメッセ
ージがArloアプリに表示されます。SmartHubではSDカードをフォーマットできます。

1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] > [ローカルに録画] をタップします。

3. 赤の [SDカードのフォーマット]ボタンをタップします。

SDカードを安全に取り出す
SmartHubからmicroSDカードを安全に取り出すことは重要です。情報の記録中にSDカ
ードを取り出すと、SDカードが完全に使用できなくなる可能性や、カード上のファイ
ルが破損する可能性があります。

1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] > [ローカルに録画] をタップします。
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3. [SDカードを安全に取り外す] をタップします。

4. [SDカードを取り外しています] 進行状況メッセージが閉じるのを待ちます。

5. SDカードの端を押し込み、飛び出てきたらSmartHubからSDカードを取り出します。

SDカードの取り外し中は、SmartHubの電源を切ったり、SDカードを取り出さない
でください。

6. SDカードのアイコンがオレンジ色  からグレー  に変わり、スロットにmicroSD
カードがないことが示されます。
別のSDカードを挿入するまで、Arlo SDカードへの録画は無効になります。 

microSDカードのビデオの表示
microSDカードに保存されたArloビデオを表示するには、SmartHubからmicroSDカード
を取り出し、microSDカードリーダーを使用する必要があります。 

microSDカードリーダーはコンピュータ内蔵のものでも、USBまたはマイクロUSBコネ
クター付きのメモリーカードリーダーでもかまいません。SDカードリーダーを購入す
る場合は、microSDカードを読み取れるものを必ず選択してください。

1. microSDカードを安全に取り出します。
詳細については、SDカードを安全に取り出す (71ページ) を参照してください。

2. microSDカードをカードリーダーのスロットに挿入します。

3. microSDカードがコンピュータの使用可能なドライブのリストに表示されるのを待
ってから、ドライブフォルダーを開いてmicroSDカードのファイルを表示します。

4. Arloフォルダーを開きます。
録画したビデオはMP4形式で、映像ファイルは次の形式で命名されています: カメラ
のシリアル番号_映像番号_日付_ビデオクリップタグ。日付の形式はYYYYMMDD (
年月日) です。 

メモ:  お使いのPCでMP4形式ファイルが再生できない場合、メディアプレーヤーを最
新バージョンにアップデートしてからやり直してみてください。標準的なマルチメディ
アプレーヤーのVLCでも再生することができます。
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12.		SmartHubまたはベースステー
ションのUSBストレージ

Arlo SmartHub VMB4540、ならびに警報音機能付きベースステーションVMB4500およ
びVMB4000の背面には、USBポートが1つまたは2つ含まれます。ドアベルをSmartHub
またはベースステーションとともに使用する場合は、この機能を使用できます。

USBストレージデバイスをUSBポートに接続し、Arloの録画をクラウドとUSBデバイス
の両方に保存できます。 

SmartHubまたは警報音機能付きベースステーションがインターネットに接続されて
いない場合、録画は引き続きUSBストレージデバイスに保存されます。Pro 3カメラと
SmartHubの間にアクティブなライブストリーミング接続を使用している場合は、USB
ストレージデバイスに1080pで録画できます。Pro 3カメラからの2Kローカルライブス
トリームの場合、SmartHubはUSBストレージデバイスが接続されていれば、そこに自
動的に録画します。 

接続されているUSBストレージデバイスの保存スペースが不足しているかいっぱいにな
っている場合は、Arloアプリから通知されます。 

ベースステーションVMB4500 ベースステーションVMB4000SmartHub VMB4540
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USBストレージデバイスのフォーマット
Smarthubは、ローカルストレージ用に次のファイル形式をサポートしています。

• FAT16
• FAT32
• ExFAT
• ext2FAT
• ext3FAT
• ext4FAT 
• HFS+

USBドライブの最小サイズは16 GBで、これらのファイルシステムがサポートするド
ライブの最大サイズは2 TBです。SmartHubは、USB 2.0対応デバイスをサポートして
います。すべてのHDDがSmartHubに対応しているわけではありません。不明な場合
は、HDDの製造元にお問い合わせください。

USBストレージデバイスのステータスを表
示する
1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] をタップします。

3. USBアイコン  の色を確認します。
• グレー。USBデバイスが接続されていません。
• 黒。USBデバイスがSmartHubに接続されています。
• オレンジ: SmartHubはUSBデバイスに録画しています。

4. USBデバイスのステータスの詳細を表示するには、[ローカルストレージ] で [ストレ
ージ設定] をタップします。
[USBステータス] には [良好] と表示されるか、USBデバイスをフォーマットする必
要があるか、いっぱいであるかが表示されます。このような場合は、Arloアプリか
らも通知されます。

利用可能なUSBデバイスストレージの表示
USBデバイスがいっぱいになると、Arloアプリから通知されますが、使用可能なストレ
ージを確認することもできます。

1. Arloアプリを起動します。
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2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] > [ローカルに録画] をタップします。
[使用可能なストレージ] フィールドには、USBデバイスで使用可能なストレージ容
量が表示されます。

USB録画のオン/オフの切り替え
1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] > [ローカルに録画] をタップします。

3. [USBデバイス録画] をタップします。

USBデバイスの上書き設定を変更する
デフォルトでは、USBストレージデバイスがいっぱいになると、最も古いArlo録画が消
去されて新しい録画用のスペースが確保されます。USBデバイス上のArloフォルダーに
ないファイルは、Arlo録画用のスペースを確保するために削除されません。Arlo録画が
自動的に消去されないように設定を変更できます。

1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] > [ローカルに録画] をタップします。

3. [自動的に上書き] をタップします。
上書き設定のオン/オフが切り替わります。

USB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。SmartHubでUSBストレージデバイスをフォーマットできます。

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。

1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] > [ローカルに録画] をタップします。
「フォーマットが必要」メッセージが表示された場合、USBストレージデバイスの
フォーマット形式が正しくないため、ローカルストレージで使用する前にフォーマ
ットする必要があります。

3. [USBデバイスのフォーマット] ボタンをタップします。

4. 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。 
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USBストレージデバイスの安全な取り外し
USBデバイスをデータ書き込み中に取り外すと、USBデバイスが永久的に使用不可にな
る、または中のデータが破損する可能性があります。

1. Arloアプリを起動します。

2. [SmartHub/ベースステーション/ブリッジ] > [ローカルに録画] をタップします。

3. [USBストレージデバイスを安全に取り外す] をタップします。

4. [USBストレージデバイスを取り外しています] 進行状況メッセージが閉じるのを待
ちます。

5. USBストレージデバイスをSmartHubから取り外します。
警告: 取り外し中というメッセージが表示されている間は、SmartHubの電源を切
ったり、USBデバイスを取り外さないでください。

6. USBアイコンが、USBデバイスが接続されていないことを示すグレー  に変わり
ます。
別のUSBデバイスを接続するまで、USB録画は無効になります。 

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

1. USBストレージデバイスを安全に切り離します。
詳細については、USBストレージデバイスの安全な取り外し (76ページ) を参照してくだ
さい。

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. PCの画面で、使用可能なドライブのリストにUSBストレージデバイスが表示された
ら、ドライブのフォルダーを開いて、USBストレージデバイス内のファイルを表示
します。

4. Arloフォルダーを開きます。
録画したビデオはMP4形式で、映像ファイルは次の形式で命名されています: カメラ
のシリアル番号_映像番号_日付_ビデオクリップタグ。日付の形式はYYYYMMDD  
(年月日) です。 

メモ:  お使いのPCでMP4形式ファイルが再生できない場合、メディアプレーヤーを最
新バージョンにアップデートしてからやり直してみてください。
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13.	Arlo	Connect
一部のパートナーデバイスでは、デフォルトのEssentialビデオドアベルワイヤフリーの
解像度 (1536 x 1536) に対応していないため、ビデオストリームを画面付きアシスタン
トデバイスで表示するには、Essentialビデオドアベルワイヤフリーを1080p/720p解像
度に設定する必要があります。Essentialビデオドアベルワイヤフリーのビデオ画質設定
については、ビデオ画質を変更する (52ページ)を参照してください。

Amazon	AlexaでArloを使用する
Arlo SkillとAlexaを使用すると、音声による指示 (ボイスコマンド) でArloデバイスにアク
セスし、ライブカメラフィードをEcho Show、Fire TVやFireタブレットで表示できるよ
うになります。AlexaはArloカメラで動作が検知されたときに通知することもできます。

Arlo Skillを使用するには、接続されたEssentialビデオドアベルワイヤフリーと、次のい
ずれかのAmazonデバイスが必要です。

• Echo Show
• Echo Spot
• Echo Dot
• Echo、Echo Plus
• Fireタブレット (第7世代以降)
• Fire TV (全世代)
• Fire TV Stick (第2世代のみ)
• Fire TV EditionスマートTV

メモ:  一部のAlexaデバイスでは、デフォルトのEssentialビデオドアベルワイヤフリ
ーの解像度 (1536 x 1536) に対応していないため、ビデオストリームを表示するに
は、Essentialビデオドアベルワイヤフリーを1080p/720p解像度に設定する必要があり
ます。ビデオ画質の設定については、ビデオ画質を変更する (52ページ)を参照してく
ださい。
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Arlo	Skillを有効にする
Essentialビデオドアベルワイヤフリーの電源が入っていて、クラウドに接続しているこ
とを確認します。

次のいずれかの方法でArlo Skillを有効にします。

• Amazon Alexaに「Alexa、Arlo Skillを有効にして」と話します。そして、Alexaアプ
リに表示される指示に従い、ArloアカウントとAlexaアカウントをリンクさせます。

• AlexaアプリでArlo Skillを検索し、[Skillを有効にする] を選択して、Arloアカウント
とAlexaアカウントをリンクさせます。

Arlo	Skillを使用する
Arlo Alexa Skillが有効になると、次のコマンドを使うことができます。

• 「Alexa、[カメラ名] を表示して」。カメラのライブストリーミングが開始します。 
• 「Alexa、停止して。」アクティビティを停止し、デバイスのホーム画面に戻ります。
• 「Alexa、[カメラ名] を非表示にして。」カメラのストリーミングを停止し、デバイ

スのホーム画面に戻ります。
• 「Alexa、ホームに戻って」。デバイスのホーム画面に戻ります。
• 「Alexa、[カメラ名] で検知した最後の動作を表示して」。 

このコマンドを使用するには、Arloサブスクリプションにカメラの過去のビデオク
リップの表示が含まれている必要があります。

ドアベルが動作を検知したときに通知するようにAlexaを
設定する
次のいずれかの方法を使用できます。

• Alexaアプリのスマートホームセクションで、Arloカメラのアナウンスをオンにし
ます。 

• AlexaアプリのメインメニューからAlexaのルーチンを作成します。

ドアベルをGoogleアシスタントアプリに追
加する
ドアベルをGoogleアシスタントで使用するには、次のものが必要です。

• Google Home Hub、Chromecastデバイス、Chromecast搭載のTV、Chromecast搭
載のメディアプレーヤーのいずれか。
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• モバイルデバイスのGoogleアシスタントアプリ。このアプリは、ほとんどの
Androidデバイスにインストールされています。iOSデバイスでは、Apple App Store
からアプリをダウンロードすることができます。

• 一部のGoogleデバイスでは、デフォルトのビデオ解像度 (1536 x 1536) に対応して
いないため、Essentialビデオドアベルワイヤフリーを1080p/720p解像度に設定する
必要があります。ビデオ画質の設定については、ビデオ画質を変更する (52ペー
ジ)を参照してください。

ArloカメラをGoogleアシスタントアプリに接続するには、次の手順に従います。

1. Googleアシスタントで音声対応スピーカーを使用する場合は、そのデバイスの設定
を行ってください。

2. ホームページでGoogleアシスタントアプリを開きます。

3. +アイコンをタップします。

4. [デバイスの設定] > [すでに設定済みのデバイスがありますか?] をタップします。

5. デバイスオプションの一覧から、Arloアイコンを選択します。
Arloを検索するか、デバイスの一覧を下にスクロールしてArloを探すことができ
ます。

6. Arloアカウントでサインインします。
カメラがGoogleアシスタントに追加されます。

7. カメラをテストするには、「OK Google、[Googleデバイスの名前] で [カメラが設置
された部屋の名前] を表示して」と話します。

8. ストリーミングを終了するには、「OK Google、[Chromecastデバイスの名前] を停
止して」と話します。

詳細については、「Googleアシスタントのヘルプ: スマートホームデバイスを操作す
る」を参照してください。

IFTTTでArloを使用する
スマートホームデバイスとアプリケーションを接続する無料のクラウドベースサービス
であるIFTTT (If This Then That) でArloアプリを使用できます。 

IFTTTアプリにArloを追加するには、ifttt.com/arloを参照してください。

ArloとIFTTTの詳細については、arlo.com/communityを参照してください。

http://ifttt.com/arlo
http://arlo.com/community
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14.	トラブルシューティング
ドアベルのセットアップ中にQRコードをス
キャンする
セットアップ中、ドアベルを2.4 GHz Wi-Fiネットワークに追加するときは、ドアベルの
カメラがArloアプリからQRコードをスキャンする必要があります。QRコードをスキャ
ンしてもチャイム音が鳴らない場合、QRコードは正常にスキャンされていません。 

ドアベルがQRコードをスキャンしなかった場合は、次の操作を行ってください。 

• 明るさが均一の場所でQRコードをスキャンします。 
暗い場所でQRコードをスキャンしないようにしてください。

• スマートフォンをドアベルのカメラレンズに近づけます。 
スマートフォンをドアベルレンズから約10 cm離してゆっくりと近づけます。また
は、角度を変えてお試しください。

• スマートフォンの輝度を上げます。 
スマートフォンの輝度を最高レベルまで上げます。iPhoneでは、[設定] > [画面表示
と明るさ] で、[ライト](ダークではない) を選択します。

• スマートフォンが小さい場合は、タブレットでArloアプリを使用してドアベルをセ
ットアップすることを検討してください。

• QRコードのスキャン中にドアベルの赤外線 (IR) LEDが赤色に点灯した場合、親指で
LEDを覆います。IR LEDがQRコードのスキャンの妨げになることがあります。

• ドアベルのカメラレンズをクリーニングします。 
糸くずの出ない布で汚れを取り除いてください。

IR LEDの位置
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セットアップ中にArloでドアベルが検出さ
れない
セットアップ中に、ArloアプリでドアベルがQRコードをスキャンすると、Arloアプリ
は、スマートフォンが接続しているWi-Fiネットワーク上にあるEssentialビデオドアベ
ルワイヤフリーを検出しようとします。ドアベルは2.4 GHz Wi-Fiネットワークに接続す
るため、セットアップ中にスマートフォンを同じ2.4 GHz Wi-Fiネットワークに接続する
必要があります。 

セットアップ中にArloアプリがドアベルを検出しない場合は、次の手順を実行します。

1. ドアベルのLEDを確認して、状態を確認します。
ドアベルのLEDが10秒間オレンジ色に点滅した場合、ドアベルはWi-Fiネットワ
ークに接続できていません。お使いの2.4 GHz Wi-Fiネットワークに正しいWi-Fi
設定を入力していることを確認してください。Wi-Fiネットワーク名 (SSID) と
Wi-Fiのパスワードでは、大文字小文字が区別されます。「MyWi-FiPassword」と
「mywifipassword」は、同じパスワードとして認識されません。

2. スマートフォンのWi-Fi接続を確認します。
セットアップ中、スマートフォンはドアベルと同じ2.4 GHz Wi-Fiネットワークに接
続する必要があります。
多くのWi-Fiルーターは、2.4 GHzと5 GHz両方のWi-Fi帯域でブロードキャストしま
す。ホームネットワークには2つのWi-Fiネットワークが含まれている可能性があり
ます。ゲストネットワークがある場合は、3つのWi-Fiネットワークが含まれている
場合もあります。
• スマートフォンのWi-Fi設定で、2、2.4、または2Gで終わるWi-Fiネットワーク名

を探し、そのネットワークに接続します。詳細については、セットアップ中にモ
バイルデバイスを2.4 GHz Wi-Fiネットワークに接続する (23ページ) を参照して
ください。

• スマートフォンが自動的にモバイルデータに接続される場合があります。この問
題を防ぐには、モバイルデバイスでWi-Fiアシスト機能とAdaptive Wi-Fi機能がオ
フになっていることを確認してください。これらの機能により、スマートフォン
はWi-Fiと携帯電話ネットワークのインターネットアクセスを自動的に切り替え
ることができます。

•  VPNまたはWi-Fiエクステンダーを使用している場合、Wi-Fiセットアッププロセ
ス中に接続を解除します。

3. Wi-Fiルーターのインターネット接続を確認します。
スマートフォンと同じWi-Fiネットワークにドアベルを接続すると、Arloアプリはク
ラウドのArloアカウントにアクセスして、Arloアカウントにドアベルを追加します。

それでもArloアプリがドアベルを検出できない場合、Arloサポート 
https://www.arlo.com/jp/support/      にアクセスしてください。

https://www.arlo.com/jp/support/
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マウントからドアベルを取り外す
1. Essentialビデオドアベルワイヤフリー付属のリリースピンを用意します。

別の方法として、クリップなどを使用することもできます。
2. リリースピンをドアベルマウントの上部にあるリリースピンホールに挿入します。

カチッという音がして、ドアベルがマウントから外れます。

3. ドアベルを上下に動かしてマウントから引き抜きます。

ビデオドアベルをリセットする
ビデオドアベルをリセットすると、デフォルト設定に戻ります。また、ドアベルがArlo
アカウントから削除されます。つまり、リセット後にArloアプリを使用してビデオドア
ベルを追加して、セットアップする必要があります。

1. Essentialビデオドアベルワイヤフリー付属のリリースピンを用意します。
別の方法として、クリップなどを使用することもできます。

2. リリースピンをドアベルマウントの上部にあるリリースピンホールに挿入します。
カチッという音がして、ドアベルがマウントから外れます。

3. ドアベルを上下に動かしてマウントから引き抜きます。

後方アクセス

後方アクセス
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4. クリップ、またはリリースピンを使用して、ドアベルの背面にある [リセット] ボタ
ンを約10秒間長押しします。

ドアベルがリセットされると、ドアベルの前面にあるLEDが白色で点滅します。 
5. Arloアカウントにドアベルを追加して設定するには、Arloアプリを開いて、[新しい

デバイスの追加] をタップします。

ドアベルのバッテリー寿命を最適化する
Essentialビデオドアベルのバッテリー寿命は、録画頻度と設置環境に応じて異なりま
す。ドアベルのバッテリー寿命を延ばすには、次のヒントとガイドラインに従ってくだ
さい。

• 初めて使用するときは、ドアベルを100%まで充電してください。取り付け前にバッ
テリーを充電する (9ページ) を参照してください。

• Wi-Fiの通信環境が良い場所にドアベルを設置します。Arloアプリで、ドアベルの
Wi-Fi信号強度アイコン  を確認できます。Wi-Fiパフォーマンスを最適化するため
のヒント (22ページ) を参照してください。

• 交通量の多い場所にドアベルを設置しないでください。不要な通知を避けるため、
ドアベルの視野角 (FOV) は、交通量の多い道路など、動体検知したくない場所から
離すようにしてください。付属の角度付き取り付けウェッジを使用して、ドアベル
の向きを調整できます。詳細については、ドアベルに適した取り付け場所を選択する 
(11ページ) を参照してください。

メモ:  アクティビティゾーンを使用すると、ゾーン外で発生した動作イベントの通
知と録画をフィルタリングできます。カメラはアクティビティゾーン内の動作イベ
ントを常時監視しているため、カメラのバッテリー消費電力が減少することはあり
ません。詳細については、「アクティビティゾーンの説明とその作成方法」を参照
してください。

• ドアベルを配線接続します。ドアベルを配線接続すると、ドアベルが使用されてい
ないときにバッテリーが常にトリクル充電されます。5. オプション: 有線チャイムを
接続する (27ページ) を参照してください。

次の要因により、ドアベルのバッテリー寿命が短くなります。
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• 頻繁な動作検知と録音。ドアベルが動作や音を検知するたびに警戒状態になると、
バッテリー電源を使用してそのイベントを記録します。動作検知アラートや録音を
少なくするには、ドアベルの動作検知の感度設定を下げます。詳細については、動
作検知の感度を変更する (60ページ) を参照してください。また、特定の時刻に
のみビデオが録画されるように、ドアベルのスケジュールを設定することもできま
す。詳細については、ドアベルカメラが警戒モードになるタイミングのスケジュール設
定 (62ページ) を参照してください。

• 長時間のライブストリーム、動作検知または録音。Essentialビデオドアベルワイヤ
フリーは、ビデオの録画またはストリーミング中にバッテリー電源を使用します。
可能であれば、ドアベルのライブストリームが頻繁に長時間実行されないように
します。また、各動作検知と録音の長さを短くすることもできます。詳細について
は、「Arloの録画時間を調整する方法」を参照してください。

• Wi-FiエクステンダーまたはメッシュWi-Fiネットワークに接続します。Wi-Fiエクス
テンダーやメッシュサテライトによっては、ドアベルの電力消費量が増える場合が
あります。
エクステンダー付きWi-Fiルーターを使用している場合は、ルーターのWi-Fiネットワ
ークにドアベルを接続してみてください。ネットワーク接続の再設定については、
お使いのWi-FiルーターまたはWi-Fiエクステンダーの手順を参照してください。
Wi-Fiルーターと1つ以上のサテライトでメッシュWi-Fiネットワークを使用している
場合、ドアベルがサテライトではなくルーターに接続するように、Wi-Fiルーターを
ドアベルの近くに移動してみてください。ネットワークの再設定については、Wi-Fi
ルーターの手順を参照してください。

チャイム2のセットアップ中にQRコードを
スキャンする
Arloチャイム2はオプションです。購入した製品によっては、Arloチャイム2がEssential
ビデオドアベルワイヤフリーに付属している場合と、別売りの場合があります。 

Arloアプリを使用してチャイム2を設定すると、モバイルデバイスを使用してチャイム
に表示されるQRコードをスキャンするように求められます。ArloアプリがこのQRコー
ドを読み取らない場合は、以下のことを試してください。

• モバイルデバイスとQRコードの距離を近づけたり、遠ざけたりします。 
お使いのモバイルデバイスは、QRコードを適切に読み取るために、QRコードから
一定の距離が必要な場合があります。
• カメラの焦点が合うように、スマートフォンのカメラをQRコードにゆっくり近

づけたり、遠ざけたりします。一部のスマートフォンではオートフォーカスでき
ない場合があります。

• 角度を変えてQRコードをスキャンしてみてください。
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• 明るさが均一の場所でQRコードをスキャンします。 
暗い場所や、まぶしい光に照らされている場所でQRコードをスキャンしないように
してください。明るい照明はArloデバイスから反射するため、モバイルデバイスの
カメラがQRコード全体を読み取ることができなくなります。

• 別のモバイルデバイスでArloデバイスをセットアップしてみてください。 
たとえば、タブレットを使用してArloデバイスをセットアップしようとした場合
は、代わりにスマートフォンを使用してみてください。

• QRコードの写真を撮影し、その写真をスキャンします。 
別のスマートフォンやタブレットでも動作しない場合、鮮明なQRコードの写真を撮
影し、画面で写真を拡大します。次に、デバイスのセットアップに使用しているデ
バイスで画像をスキャンします。

• モバイルデバイスのカメラレンズをクリーニングします。 
カメラレンズに異物や汚れが付着していると、QRコードのスキャン機能が妨げられ
る場合があります。糸くずの出ない布を使用して、QRコードのスキャンの妨げとな
るものを取り除きます。

• QRコードに傷や損傷がある場合、または読み取れない場合は、Arloサポートにお問
い合わせください。 
アカウントと製品が確認されたら、Arloサポートのエキスパートがメールで損傷の
ないQRコードを送信します。

セットアップ中にArloでチャイム2が検出さ
れない
Arloアプリがチャイム2を検出できない場合、以下のことを確認してください。

1. インターネットに接続できていること。Wi-Fiルーターでインターネットの状態を確
認します。ルーターがインターネットに接続していない場合、インターネットサー
ビスプロバイダ (ISP) またはルーターのメーカーにお問い合わせください。

2. 正しいWi-FiネットワークSSID (ネットワーク名) とパスワードを入力していること。
ネットワークSSIDとパスワードは大文字と小文字が区別され、正確に入力している
必要があります。送信する前に、パスワードの目のアイコンをタップしてパスワー
ドを表示できます。

3. モバイルデバイスとチャイム2がWi-Fiルーターから離れすぎていないこと。セット
アップ中は、Wi-Fiルーターから約3～4.5 m離れた場所にチャイム2を配置すること
をお勧めします。チャイム2がセットアップされ、接続されると、Wi-Fiルーターの
範囲内の屋内の場所にチャイム2を移動できます。
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Arloドアベルが押されても、チャイム2が鳴
らない
Essentialビデオドアベルがサイレントモードになっているか、チャイム2がドアベルと
ペアリングされていないか、インターネット接続や電源の問題が原因で、チャイム2が
鳴らない場合があります。

Arloチャイム2が鳴らない場合は、以下のことを確認してください。

• ドアベルがサイレントモードかどうか。 
ドアベルのサイレントモード設定を表示または変更するには、ドアベルの横にある
歯車アイコンをタップして、[サイレントモード] をタップします。

• チャイム2がEssentialビデオドアベルとペアリングされているかどうか。 
これを確認するには、Arloアプリを開いて、チャイム2の横にある歯車アイコンをタ
ップします。[デバイスの設定] ページで、ペアリングされたデバイスの下に該当す
るドアベルが表示されるかどうかを確認します。

• Arloチャイム2とEssentialビデオドアベルがインターネットに接続されているかどうか。 
これを確認するには、Arloアプリを開いて、Arloデバイスの横にある設定アイコン
をタップします。アプリでデバイスがオフラインかどうかを確認できます。 

• Arloチャイム2に電力が供給されているかどうか。 
チャイム2は、AC電源を継続的に供給する屋内の電源コンセントに接続する必要が
あります。 

それでもArloチャイム2が鳴らない場合、チャイム2をリセットしてArloアカウントに追
加し直してください。詳細については、次のセクションを参照してください。チャイム
2をリセットする (87ページ)

それでもArloチャイム2が鳴らない場合、https://www.arlo.com/jp/support/        でサポー
トを依頼してください。

http://www.arlo.com/jp/support/
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チャイム2をリセットする
リセットプロセス中は、Arloチャイム2を壁のコンセントに接続しておく必要がありま
す。リセットすると、チャイム2は工場出荷時設定に戻り、デバイスは無効になりま
す。つまり、リセット後Arloアプリを使用して、再度チャイム2を設定する必要があり
ます。

1. チャイム2を壁のコンセントに差し込みます。
2. チャイム2の側面にあるSyncボタンを10秒間押し続けて

LEDを点滅させます。
リセットプロセスが開始されると、LEDが白色で点滅し
ます。 

3. LEDが点滅し始めたら、Syncボタンを放します。

4. Arloアプリを開いて、チャイム2を削除します。

a. チャイム2の横にある設定アイコンをタップします。

b. [デバイスの設定] ページの下までスクロールして、[デバイスを取り外す] をタッ
プします。

c. [デバイスの設定] ページが閉じます。

5. [デバイス] ページで、[新しいデバイスの追加] をタップします。

6. Arloアプリの指示に従って、チャイム2をセットアップします。
チャイム2がArlo Essentialビデオドアベルに接続されると、Arloアプリの [デバイス
の設定] ページの [ペアリング済みデバイス] の下にチャイムが表示されます。

ビデオストリームを見ることができない
ドアベルを初めて設定する際に、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の接続を確実に維持するには、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。また、以下の「Wi-Fi信号の干渉」および
「Wi-Fi範囲」セクションも参照してください。

Wi-Fi信号の干渉
複数のWi-Fiネットワーク、Wi-Fiデバイス、または周波数がある環境では、信号の干渉
が生じやすくなります。Wi-FiルーターやArloデバイスを設置するエリアでは、ネット
ワーク、Wi-Fiデバイス、および送信周波数の数を最小限に抑えます。ルーターのチャ
ンネルなど、Wi-Fi設定の調整方法については、ルーターに付属する説明書を確認する
か、インターネットサービスプロバイダー (ISP) にお問い合わせください (ISPがルータ
ーを設置した場合)。



88トラブルシューティング	

Essentialビデオドアベルワイヤフリー

ユーザーマニュアル

カメラをルーターから30～100 cm以上離して設置することをお勧めします。
デバイス間でWi-Fi信号の妨げを防ぐために、
各デバイス間を2 m以上離すようにしてください。

Wi-Fi範囲
Wi-Fiルーター (またはオプションのSmartHubまたはベースステーション) は、ドアベ
ルが強いWi-Fi信号を受信するのに十分な近さに設置されていることを確認してくださ
い。ルーターのWi-Fi信号の範囲は、地域のルーターモデルや条件によって異なる場合
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本でも動作しますが、電波干渉の影響で断
続的に電波が届かなくなる可能性があります。

デバイス間でWi-Fi信号の妨げを防ぐために、Essentialビデオドアベルワイヤフリーと
設置するArloカメラを、2 m以上離すことをお勧めします。

Arloファームウェアのアップデート
新しいファームウェアは、オンラインのすべてのArloに自動的にインストールされま
す。カメラのダウンタイムを最小限にするために、自動アップデートは午前3時から午
前5時の間に実行されます。

アップデートの内容によっては、ファームウェアのアップデートが完了するまで、ビデ
オのストリーミングができないことがあります。自動アップデートが実行される午前3
時から午前5時までの間お待ちいただくか、手動でファームウェアをアップデートする
こともできます。 

メモ:  ファームウェアのアップデート中は、Arloデバイスの電源や接続を切らないで
ください。Arloデバイスのファームウェアのアップデートが完了して再起動するま
で、Arloデバイスの電源や接続を切らないでください。

手動でファームウエアを更新するには、次の手順を実行します。

1. Arloアプリを起動します。
2. [設定] > [マイデバイス] をタップします。

3. Arloデバイスを選択します。

4. [デバイス情報] > [ファームウェア] > [アップデート] をタップします。 

5. アップデートが完了するまでお待ちください。

ファームウェアが、Arloデバイスにダウンロードおよびインストールされます。ファー
ムウェアのインストール後、Arloデバイスが再起動します。 
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ドアベルがオフラインの場合
ドアベルがオフラインで、Wi-Fiに再接続する必要がある場合は、次のトラブルシュー
ティング手順を実行します。 

1. Wi-Fi接続を確認します。 
Wi-Fiルーターが動作しており、他のデバイスがインターネットに接続できることを
確認します。 

2. オプションのArlo SmartHubまたはベースステーションを使用する場合は、オンラ
インになっていることを確認します。

3. ドアベルのバッテリーが完全に充電されていることを確認します。 
ドアベルを押して、LEDが点灯するまで待ちます。 
LEDが消灯していて、ドアベルが反応しない場合は、バッテリーを100%まで充電し
ます。 

4. ドアベルの周囲の屋外温度を確認します。 
温度はドアベルに影響し、オフラインになる原因となる場合があります。推奨され
る屋外温度範囲は、-20℃～60℃です。 

5. Wi-Fiルーターをドアベルの近くに移動します。 
• 可能であれば、ルーターをドアベルの近くに移動して、ドアベルのWi-Fi信号強

度を上げます。 
最大範囲は、ドアベルとルーター間に存在する壁や天井、またはその他の大きな
障害物によって狭くなります。 

• ドアベルやWi-Fiルーターの妨げになる可能性のあるその他の機器や大きな障害
物がないことを確認します。 

6. ドアベルの電源を入れ直します。 
ドアベルの電源をオンにしてからオフにし、リセットしてみます。バッテリーを15
秒間取り外してから、もう一度取り付けて、デバイスがオンラインに戻るまで待ち
ます。 

7. ドアベルを出荷時の状態にリセットします。 

警告: 出荷時の設定にリセットすると、Arloアカウントからドアベルが削除されま
す。Arloドアベルをもう一度セットアップする必要があります。 

インターネット接続の問題を解決するには、出荷時の設定にリセットしてみます。 
ビデオドアベルをリセットする (82ページ) を参照してください。
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プッシュ通知を受け取れない
スマートフォンまたはモバイルデバイスでArlo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。Arloはログイン時にデバイスにプッシュ通知を受信
するよう登録します。単にアプリを終了するのではなく、ログアウトオプションを使用
した場合、アプリに再度ログインする必要があります。Arloの通知は、モバイルデバイ
スがスリープ中でも着信します。

[警戒]	モードのルールを確認する
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。 

1. Arloアプリを起動します。
2. [モード] ボタンをタップします。

3. Essentialビデオドアベルワイヤフリーを選択します。
モードのリストが表示されます。

4. [警戒] の横にある [編集]  をタップします。

5. ルールの横にある [編集]  をタップします。

6. [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。

7. 変更した場合は、[保存] をタップします。

iOSデバイスでArloアプリの通知設定を確認する
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。iOSデバ
イスで、Arloアプリのプッシュ通知が無効になっている可能性があります。 

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。

3. [通知を許可] が選択されていることを確認します。

AndroidデバイスでArloアプリの通知設定を確認する
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。Android
デバイスで、Arloアプリのプッシュ通知が無効になっている可能性があります。 

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] をタップします。 

3. [通知を表示] 設定がオンになっていることを確認します。
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インストール時にプッシュ通知を許可しなかった場合
Arloアプリを初めてインストールするときに、アラートを受信するには、プッシュ通知
を送信してほしいかどうかを確認されたときに [許可] を選択する必要があります。iOS
アプリの場合は、このアラートに応答すると、デバイスが工場出荷時の設定に復元され
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、アラートが再度表示
されることはありません。

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。

Arloアカウントにログインできない
ArloアプリまたはArlo WebポータルでArloアカウントにサインインできない場合は、該
当するシナリオを選択してください。指示に従って、アカウントやArloカメラに再度ア
クセスします。

• パスワードを忘れましたArloアカウントに関連付けられているメールアドレスを使
用して、Arloアカウントのパスワードをリセットできます。忘れたパスワードのリセ
ット (48ページ) を参照してください。

• Arloアカウントのメールアドレスを忘れました新しいArloアカウントを作成
し、Arloカメラをリセットしてから、新しいアカウントでカメラをセットアップす
る必要があります。 

• 信頼できるデバイスまたは電話番号にアクセスできません信頼できるデバイスにア
クセスしてログインができない場合、またはSMSテキストメッセージを受信できな
い場合は、Arloアカウントに関連付けられたメールアドレスにセキュリティコード
を送信するようリクエストできます。Arloアカウントに関連付けられたメールアド
レスは、常にバックアップログインオプションとして利用できます。 

• すべての2段階認証オプションにアクセスできないため、アカウントのログインを
確認できません新しいArloアカウントを作成し、Arloカメラをリセットしてから、
新しいアカウントでカメラをセットアップする必要があります。 

メモ:  Arloアカウントに関連付けられたメールアドレスは、アカウントを復元するため
に常にバックアップオプションとして使用されます。メールアカウントにアクセスでき
ること、およびメールアカウントが安全であることを確認します。
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Arloジオフェンスのトラブルシューティング
メモ:  [モード] > [すべてのデバイスを警戒モードにする] または [すべてのデバイスを
待機モードにする]を選択すると、ジオフェンスモードが無効になります。ジオフェン
スモードを有効にするには、[モード] をタップし、Arloデバイスを選択して、[ジオフ
ェンス] を選択します。

セットアップ環境は、各Arloユーザーによって異なります。ジオフェンスの最も一般的
な問題は次のとおりです。

• モバイルデバイスがArloと位置情報を共有していません。ジオフェンスを使用するた
めにモバイルデバイスを準備する (63ページ) を参照してください。

•  ジオフェンスが有効になっているほかのモバイルデバイスがデバイスの場所のゾー
ン内にあるため、外出時に退席中モードがトリガーされません。複数のモバイルデ
バイスでジオフェンスを使用する (65ページ) を参照してください。 

• モバイルデバイスの位置情報共有設定が変更されたため、ジオフェンスが動作を停
止しました。ジオフェンスを使用するためにモバイルデバイスを準備する (63ペー
ジ) を参照してください。

• タスクキラーアプリが、Arloジオフェンスに干渉しています。ShutappやDozeなど
のタスクキラーアプリが、Arloジオフェンスを無効にすることがあります。Arloジ
オフェンスを使用するには、Arloアプリの動作を抑制するアプリを無効にしてくだ
さい。

• 友人のArloアカウントで使用しているモバイルデバイスで、ジオフェンスが機能し
ません。 
友人としてほかのユーザーのArloアカウントでモバイルデバイスを使用している場
合、Arloアカウントの所有者が次の操作を行った場合にのみ [ホーム]/[退席中] モー
ドが変更されます。
• [アクセス権の許可] 設定をオンにする。友人にアクセス権を付与する (48ペー

ジ) を参照してください。
• ジオフェンスの設定で、あなたのデバイスを [有効なデバイス] として設定す

る。友人のモバイルデバイスのジオフェンスを有効または無効にする (66ページ) 
を参照してください。

 引き続きジオフェンスの問題が改善されない場合Arloサポート 
http://www.arlo.com/jp/support/にアクセスしてください。

http://www.arlo.com/jp/support/
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オプションのArlo	SmartHubまたはベース
ステーションのトラブルシューティング
オプションのArlo SmartHubまたはベースステーションのトラブルシューティングに関
するサポートが必要な場合は、以下のセクションを参照してください。

SmartHubまたはベースステーションがオンラインである
ことを確認する
SmartHubがオンラインかどうか確認するには、SmartHubまたは警報音機能付きベー
スステーションの前面にあるLEDを確認します。 

SmartHubまたは警報音機能付きベースステーションVMB4500の場合:

• LEDが点灯している場合は、SmartHubまたはベースステーションがインターネット
に接続されています。

• LEDがオレンジ色の場合は、SmartHubまた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。

警報音機能付きベースステーションVMB4000の場合は、 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ルーターに接続さ
れていますが、インターネットに接続されていません。ルーターのインターネット
接続を確認します。

SmartHubまたはベースステーションと同じ場所にいない場合は、Arloアプリを開く
か、my.arlo.comからArloアカウントにログインします。

• カメラからビデオフィードが参照できれば、SmartHubまたは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。

• ビデオフィードではなく、エラーメッセージ (「SmartHubがオフラインです」など) 
が表示される場合は、SmartHubまた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。

SmartHubまたはベースステーションがオフラインの場合
SmartHubがオフラインであるかどうか不明な場合は、SmartHubまたはベースステーシ
ョンがオンラインであることを確認する (93ページ) を参照してください。

1. ケーブルの接続が以下の状態になっていることを確認します。
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• LANケーブルがSmartHubまたは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。Arloシステムに付属のLANケーブルを使用している。

• 電源アダプターがSmartHubまたはベースステーションにしっかりと接続され、
コンセントに確実に差し込まれている。

2. 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てく
ださい。
Wi-Fiを使用しているデバイスではなく、LANケーブルに接続されているデバイスを
試してみてください (デバイスでWi-Fiをオフにすると、デバイスがLANケーブルで
接続されていることを確認できます)。 
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。

3. SmartHubまたはベースステーションの電源を入れ直し、LEDを確認します。
コンセントから電源アダプターのプラグを抜き、1分待ってから電源アダプターを
コンセントに再び接続します。SmartHubまたは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。
SmartHubまたは警報音機能付きベースステーションVMB4500の場合:
• LEDが点灯している場合は、SmartHubまた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す。
• LEDがオレンジ色の場合は、SmartHubまた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。
警報音機能付きベースステーションVMB4000の場合は、 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ルーターに接続

されていますが、インターネットに接続されていません。ルーターのインターネ
ット接続を確認します。

4. ご自身またはIT部門の担当者がルーターの設定をカスタマイズした場合は、次の手
順を実行します。

a. 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が有効になっていて、そのルーターのDCHPクライアントリストで
SmartHubにIPアドレスが割り当てられていることを確認します(設定されている
場合は、クライアントリストにSmartHubまたはベースステーションが表示され
ます)。詳細については、ルーターの取扱説明書を参照してください。 
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b. 以前はSmartHubをインターネットに接続できていたのに、現在接続できない場
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、前回正常に接
続していたときから変更が加えられていないことを確認してください。

ルーターのセキュリティ設定を一時的に下げるか、SmartHubを一時的にDMZに
配置して、ファイアウォールの制限を排除することもできます。これらの変更を
行った場合は、手順3の説明に従ってSmartHubの電源を入れ直します。

c. ルーターでポート443と80が開放されていることを確認します。

ご自分でインターネット環境を管理されていない場合、ファイアウォールやルー
ターの設定についてはIT部門に問い合わせてください。プロキシサーバーを設定
している場合、SmartHubによる接続ができないことがあります。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。

5. それでも接続できない場合は、support.arlo.comを参照して、実行した手順を説明
するサポートケースを送信します。次の情報を入力してください。
• SmartHubまたは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、Cable など) とスピード (Arloでは最低で上り

1 Mbps以上の速度が必要)。
• インターネット接続のルーターモデル名。
• ルーターに接続しているその他のデバイスのリスト。
• 最後にSmartHubでインターネットに接続した日時と場所。

SmartHubを出荷時の設定にリセットする
出荷時設定へのリセットを実行すると、SmartHubはデフォルト設定に戻ります。また
Arloアカウントからシリアル番号が削除されます。

SmartHubをリセットするには、次の手順に従ってください。

1. まっすぐに伸ばしたペーパークリップを使用して、SmartHubの背面にある [リセッ
ト] ボタンを約10秒間長押しします。
SmartHubのリセットが完了すると、SmartHubの前面にあるLEDがオレンジ色に点
滅します。LEDのオレンジ色の点滅が停止すると、SmartHubが再起動します。この
SmartHubがArloアカウントから削除されます。

2. SmartHubを追加してセットアップするには、前面のLEDが青色に点灯するまで待っ
てから、Arloアプリを開きます。

http://support.arlo.com
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3. [初めてArloを使いますか?] をタップします。

4. セットアップの指示に従います。
ArloカメラがSmartHubとペアリングされていた場合は、カメラをSmartHubに再度
ペアリングする必要があります。 

ベースステーションを工場出荷時の設定にリセットする
工場出荷時設定にリセットすると、ベースステーションがデフォルト設定に戻ります。
またArloアカウントからシリアル番号が削除されます。

ベースステーションをリセットするには、次の手順を実行します。

1. まっすぐに伸ばしたペーパークリップを使用して、[リセット] ボタンを約10秒間長
押しします。 

ベースステーションがリセットされます。 
リセット中のLEDの動作は、ベースステーションのモデルによって異なります。
• ベースステーションVMB4500の前面には、LEDが1つあります。LEDは青とオレ

ンジで交互に点滅します。
• ベースステーションVMB4500には、前面にLEDが3つあります。LEDがオレンジ

で点滅します。
ベースステーションが再起動されます。

2. ベースステーションが再起動するまで待ってから、電源を抜いたり、オフにした
り、Arloアプリを使用してセットアップしたりします。

3. Arloアカウントに警報音機能付きベースステーションを追加してセットアップする
には、Arloアプリを開いて、[初めてArloを使いますか?] をタップします。

4. セットアップの指示に従います。
ArloカメラがSmartHubと同期またはペアリングされていた場合は、カメラをベース
ステーションに再度同期またはペアリングする必要がある場合があります。 

ベースステーションVMB4000ベースステーションVMB4500
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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/を参照してください。

Arlo Technologies, Inc. 
2200 Faraday Ave.Suite 150 
Carlsbad, CA 92008 USA

ドキュメント発行日: 2021年11月

PN 202-50031-02

商標
© Arlo Technologies, Inc. Arlo、Arloロゴ、Every Angle CoveredはArlo Technologies, 
Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Playおよび
Google PlayロゴはGoogle LLCの商標です。Amazonおよび関連するすべてのロゴ
は、Amazon.com, Incおよびその関連会社の商標です。その他の商標は参照目的のため
に記載されています。

適合性
規制表示は、ユニットの下部に表示されています。

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

本製品をお使いになる前に、各種規格との適合に関する文書をご覧ください。

FCC ID: 2APLE18300411 
IC: 23815-18300411 
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

連邦通信委員会の干渉に関する声明:
この製品は既に FCC 規定第 15 項の Class B デジタル装置としてのテストを受け、その
条件を満たしています。これらの規制は、住宅地区における使用に際し、有害な干渉を
防ぐために設定されています。本製品はラジオ周波数を発生、使用、放射しますので、
マニュアル通り正しくインストールされていない場合は有害なラジオ妨害を招く恐れが
あります。ただし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありま
せん。本製品がラジオもしくはテレビ受信に対して妨害を招き、電源を入れたり切った
りすることで、本製品が原因であることが明らかである場合は、以下の要領で妨害の修
正を試みて下さい。

• 受信アンテナの方向を変える、または設置しなおす。

http://www.arlo.com/jp/support/
http://www.arlo.com/jp/support/
http://www.arlo.com/about/regulatory/
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•  本製品と受信機の間隔を広げる。
• 本製品を、受信機が接続されているものとは別の電源に接続し直す。
• ラジオまたはテレビの販売店または技師に相談する。

本機は FCC 規定第 15 項に準拠しています。本機の操作は次の対象となります。(1) 本
機は有害な干渉を引き起こしてはなりません。 (2) 本機は、予期せぬ動作を引き起こす
可能性のあるものを含め、すべての干渉を受信しなければなりません。

弊社の代表により明示的に承認されていない本機への変更や修正を行うと、本機を使用
する権限が無効になる場合があります。

RF被曝に関する声明
本機は他のアンテナや転送装置と一緒に設置したり、操作したりしないでください。

本機は、規制のない環境下に対し設定されたFCC RF被曝制限を満たしています。本機
は放熱体やご自身の身体、または付近にいる人から20 cm以上離れた場所に設置して操
作してください。

カナダ産業省の規制適合に関する声明:
本機は、カナダ産業省のライセンス適用免除RSS標準に準拠しています。本機の操作は
次の 2 つの条件の対象となります。

1) 本装置は混信を招いてはならない。

2) 本装置は予期せぬ動作を引き起こす可能性のあるものを含め、

すべての混信を受信しなければならない

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme si 
le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

カナダのイノベーション・科学・経済開発省の声明:

本デジタル装置は、CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)に準拠しています。

Énoncé d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Ce périphérique numérique est conforme à la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3 (B).
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被曝に関する声明:

本機は、無規制環境に対して設定された IC 放射線被爆制限に適合しています。本機は
放熱体や人体から20 cm以上離れた場所に設置して操作してください。

Déclaration d’exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies 
pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec 
un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.


