Configuring the camera so that it can be accessed from a PC
Configure the setting of the camera after temporarily invalidating the firewall software. Once the
camera configuration is completed, return to the original state.
Contact the network administrator or your Internet service provider for information about configuring
the settings of the network.

[4] When the administrator registration window is displayed, enter “User name”,
“Password” and “Retype password” by following the instructions displayed on the
screen, and then click the [Set] button.
	
Please keep your user name and password in a safe place free from public view to ensure security.
After completing the registration, the camera will automatically be re-connected and the
authentication window will be displayed. Enter the registered user name and password.
The default setting of user authentication is “On”.
Note:
For further information, refer to the
“Preface” section in the Operating
Instructions.

[1] Insert the provided CD-ROM into the
CD-ROM drive of your PC.
• The License Agreement will be displayed. Read the
Agreement and choose “I accept the term in the
license agreement”, and click [OK].
⇒ The launcher window will be displayed.

Note:
• If the launcher window is not displayed, double click the “CDLauncher.exe” file on the
CD-ROM.
• Refer to “Using the CD-ROM” in the Operating Instructions on the provided CD-ROM for
further information about CDLauncher.
[2] Click the [Run] button next to [IP Setting Software].
⇒ [Panasonic IP Setting] screen will be displayed.
The MAC Address / IP address of the detected camera will be displayed.
[3] Select the camera you want to configure (➀), and click [Access Camera] (➁).
Note:
Select the camera with same MAC address as the MAC address printed on the camera that you
want to configure.

IMPORTANT:
• When the camera is used over the Internet, setting user authentication to “Off” may lead
to unintended access by a third party. Please leave user authentication set to “On”.
[5] If the installation screen of the
viewer software “Network Camera
View 4S” is displayed, follow the
instructions of the wizard to start the
installation.
Note:
For further information, refer to the
“Preface” section in the Operating
Instructions.

[6] When the live video of the camera is displayed, the network access is complete.

➀

➁

Note:
For more information on the following content, refer to the Operating Instructions.
• Please set [Time & date] on the [Basic] screen of “Setup” before using the camera.
• The default of audio input/output is “Off”. When necessary, please set on the “Audio”
screen of “Setup”.
• Due to security enhancements in “IP Setting Software”, “Network settings” cannot be
changed when around 20 minutes have passed after turning on the power of the camera
to be configured. (When the effective period is set to “20 min” in the “Easy IP Setup
accommodate period”.) However, settings can be changed after 20 minutes for cameras
in the initial set mode.
If images are not displayed, set the Web browser to compatibility view. For details on how to
configure, refer to our website (http://security.panasonic.com/support/info/)
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カメラ画像をPCで見られるように設定する
PCのファイアウォール設定が有効になっているときは、一時的に解除してからカメラ設定を
行ってください。カメラの設定が終わったら元の状態に戻してください。
ネットワークの設定を行うための情報は、ネットワーク管理者またはインターネットサービス
プロバイダーにご確認ください。
【1】付属のCD-ROMをPCのCD-ROMドライブに
セットする。
�使用許諾契約が表示されますので、使用許諾契約
をお読みのうえ、
「使用許諾契約の条項に同意し
ます。」を選択し、［OK］をクリックします。
⇒CDランチャーメニューが表示されます。

メモ
㍟㍟CDランチャーメニューが表示されないときは、付属CD-ROM内の
「CDLauncher.exe」ファイルをダブルクリックしてください。
㍟㍟CDランチャーの詳細については、付属CD-ROM内の取扱説明書 操作・設定編：
「CD-ROMを使用する」を参照してください。
【2】IP簡単設定ソフトウェアの［起動］をクリックする。
⇒［Panasonic IP 簡単設定ソフトウェア］画面が表示されます。
見つかったカメラのMACアドレスやIP アドレスなどの情報を表示します。
【3】設定するカメラを選択 (①) して、［カメラ画面を開く］(②) をクリックする。
メモ
設定したいカメラに貼られているラベルに記載のMACアドレスと同じカメラを
選択してください。

①

②

【4】管理者登録画面が表示されたら、画面に従って管理者のユーザー名、パスワード、
パスワード確認を入力し、［登録］ボタンをクリックしてください。
登録したユーザー名、パスワードは第三者の目に触れないように大切に保管してください。
登録完了後、カメラに自動で再接続し、認証画面が表示されますので、登録したユーザー名、
パスワードを入力してください。
ユーザー認証の初期値は「On」です。
メモ
詳しくは取扱説明書 操作・設定編：
「はじめに」を参照してください。

重要
㍟㍟インターネット経由でご使用の場合、ユーザー認証を「Off」にすると第三者による意
図しないアクセスの恐れがあります。ユーザー認証は「On」のままでご使用ください。
【5】表示用プラグインソフトウェア
「Network Camera View 4S」の
インストール画面が表示されたら、
画面の指示に従って、インストール
する。
メモ
詳しくは取扱説明書 操作・設定編：
「はじめに」を参照してください。

【6】カメラのライブ映像が表示されたら、ネットワーク接続は完了です。
メモ
以下の内容の詳細については取扱説明書 操作・設定編を参照してください。
㍟カメラを使用する前に、
㍟
「設定」の [基本] 画面で [日付時刻] の設定を行ってください。
㍟㍟お買い上げ時、音声の入出力は「Off」に設定されています。必要な場合は「設定」の
「音声」画面で設定を行ってください。
㍟㍟IP簡単設定ソフトウェアは、セキュリティ強化のため、対象カメラの電源投入から
約20分以上経過すると「ネットワーク設定」を変更することができなくなります
（カメラのIP簡単設定の有効期間の設定が「20分間」の場合）。ただし、初期状態の
カメラは約20分経過後も変更することができます。
画像が表示されない場合は、ウェブブラウザーを互換表示に設定してください。
設定方法については、以下のパナソニックサポートウェブサイトを参照ください。
http://sol.panasonic.biz/security/support/info.html

