正誤表
取扱説明書 設置編に記載の誤りがありました。以下に内容を記載します。
■接続のしかた－Ethernetケーブル（カテゴリー5以上）を接続する
誤
正
●PoE 給電装置と DC12 V 電源の両⽅を接続した場合は、 ●PoE 給電装置と DC12 V 電源の両⽅を接続した場合は、
DC12 V が優先されます。※
DC12 V が優先されます。※
※DC12 V と給電機能付きハブもしくはルーターの給電
※DC12 V と給電機能付きハブもしくはルーターの給電
機能を同時に動作させた場合、ネットワーク接続ができ
機能を同時に動作させた場合、ネットワーク接続ができ
ない場合があります。このときは、給電装置の給電の
ない場合があります。このときは、給電装置の給電の
設定を無効にしてください。詳しくは給電機能付きハブ
設定を無効にしてください。詳しくは給電機能付きハブ
もしくはルーターの取扱説明書をお読みください。
もしくはルーターの取扱説明書をお読みください。
※DC12 V と給電機能付きハブもしくはルーターの給電
機能を同時に動作させた状態から DC12V を切断した
場合、給電装置の種類によっては、給電が⼀度切断され、
本機が再起動する場合があります。
取扱説明書 操作・設定編に記載の誤りがありました。以下に内容を記載します。
■2.4.4.1 画質の調整を⾏う（画質調整画⾯）－［⽩⿊切換］－お知らせ
追加
・ライブ画ページの［明るさ］の［暗（－）
］ボタンで画像を暗くすると、⾃動で⽩⿊に切替わらないことがあります。

CORRIGENDA
Installation Guide contain misdescription. Refer to the following table and confirm the descriptions that are corrected.

■Making connections - Connect a LAN cable (category 5 or better, straight, STP: For Europe)
Wrong
●When connecting both the 12 V DC power supply and the
PoE device for power supply, 12 V DC will be used for power
supply*.
* If a 12 V DC power supply and a PoE hub or router are used
at the same time, network connections may not be possible.
In this case, disable the PoE settings.
Refer to the operating instructions of the PoE hub or router in
use.

Right
●When connecting both the 12 V DC power supply and the
PoE device for power supply, 12 V DC will be used for power
supply*.
* If a 12 V DC power supply and a PoE hub or router are used
at the same time, network connections may not be possible.
In this case, disable the PoE settings.
Refer to the operating instructions of the PoE hub or router in
use.
* In the situation where a 12 V DC power supply and a PoE hub
or router are used at the same time and the 12 V DC power
supply is then disconnected, the power supply may be
stopped and the camera may restart depending on the PoE
hub or router used.

Operating Instructions contain misdescription. Refer to the following table and confirm the descriptions that are corrected.

■11.4.1 Configure the settings relating to image quality ("Image adjust" setup menu) - [Day & Night(IR)] - Note
Added
・When images are made darker by pressing the [-] (darker) [Brightness] button on the "Live" page, images may not automatically
switch to black and white mode.
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