
Arlo Baby
取り付けガイド



32

ようこそ
Arlo Babyをお選びいただきありがとうございます。
Arlo Babyを設置しましょう。

同梱物

USBケーブル
（電源アダプター用）

Arlo babyカメラ
（ラビットスキン、足取り付け済）

USB電源
アダプター

壁固定用木ネジと
ネジ受け

壁固定用
プレート

取り付けガイド 
（本紙）
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カメラの電源を入れる アプリを入手する
USBケーブルの小さいコネクターをカメラのUSBポートに差込みます。 

USBケーブルのもう一端（大きいコネクター）をUSB電源アダプターに差込みます。 

USB電源アダプターをコンセントに差し、カメラのランプがオレンジに点滅するのを待ちます。

下記のQRコードをスキャンするか、アプリストアにアクセスして、 

お使いのスマートフォン用のArloアプリをダウンロードしてください。.

注意：スマートフォンのArloアプリをすでにお使いの方は、最新バージョンかどうかを確認
してください。アプリストアにアクセスして「Arlo」を検索すると、新しいバージョンが公開
されているか確認できます。

注意：カメラ内蔵のバッテリーへの充電は、必ずArlo Baby専用の電源ケーブルと電源アダプ
ターをお使いください。カメラの動作やバッテリーへの充電に、 Arlo Babyカメラ付属以外の
電源ケーブルや電源アダプター使わないでください。

arlo.netgear.com

ウサギの顔の 
下部分にランプが 

あります

https://arlo.netgear.com
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Arloアカウントの作成とArloへのログイン

 ¾ Arloの新しいアカウントを作成する場合  
スマートフォンでArloアプリを起動し、［初めてArloを使います
か？］をタップして、［Arlo Baby］を選択します。 

PCをお使いの場合は、Webブラウザーでarlo.netgear.com 

にアクセスして、［初めてArloを使いますか？］をクリック
してください。

 ¾ お使いのArloアカウントにArlo Babyカメラを追加する場合 
 
すでにArloアカウントの設定が済んでいる場合はログイ
ンして、［デバイスの追加］をタップまたはクリックし
ます。

Arlo BabyカメラをWiFiルーターに接続する

Arloアプリまたはウェ
ブブラウザーの画面
に表示される指示に
従って、カメラをお
使いのWiFiルーター
に接続します。

お使いの 
無線ルーターへ

Arlo Babyを 
接続する

!

1
［Arlo Baby］
をタップし
ます。

2
カメラの電源を
入れ、カメラ前面
のLEDがオレンジ
に点滅したら［続
ける］をタップし
ます。

3
お使いのWiFi
ネットワーク
名とパスワー
ドを入力して
接続します。

4

スマートフォンに表示され
たQRコードをArlo Babyカメ
ラに見せます。チャイムが鳴
るまで続けて下さい。チャイ
ムが鳴ったら［はい］をタッ
プします。

5
アプリがカメラを見つ
けたら、カメラのシリ
アル番号（カメラ底面）
を確認します。タイム
ゾーンを選択して［続
ける］をタップします。

6

カメラのSync
ボタンを約2秒
押したあと、
［続 け る］を
タップします。

Arloカメラに名
前を付けて［続
ける］をタップ
します。

7

アプリの設定方法

Arlo Babyは 
Arloベースステーション 
には接続できません



98

Arlo Babyカメラを取り付ける
壁に取り付ける 
壁掛け用プレートを同梱の3本の木ネジで固定します。 
固定した壁掛け用プレートとカメラの底面にある3つの
穴の位置を合わせ、カメラ本体を回してはめ込みます。

１　壁掛け用プレートに取り付る前に 
　　足を外します。

２　プレートにはめ込み、カメラの向きを 
　　調整します。

キャラクターの足を回し、
引いて外します。

Arlo Babyカメラは棚などの平面に置いたり、壁に取り付けたりすることができます。

注意：センサーの穴を覆っ
たり、塞いだりしないように
してください。

注意：Arlo Babyカメラは、
水平な場所へ置いてくださ
い。水平ではない場所へ置く
と、カメラが倒れたり、故障
や事故の原因となります。

注意：キャラクターの足の取り付け、取り外し、カメラを壁掛け用プレートに固定する際
は、カメラ胴体の下半分を持ってください。胴体の上半分やカメラの頭部を持って動かす
と、故障の原因となります。

参考：木ネジを使えない石膏ボードの壁などに固定する場合は、同梱のネジ受けと木ネジ
を組み合わせてください。

首が絞まる事故の恐れ：お
子様がUSBケーブルに絡ま
って窒息する恐れがありま
す。お子様の手の届かない
（1m以上離れた）場所にArlo 

BabyカメラとUSBケーブル
ドを置いてください。

取り付け方を 
動画で見る !

プレートの穴に
あわせてから
本体を回します

センサー
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Arlo Babyカメラを、モニターしたい場所が映るように、上下左右に動かして調整
できます。

首を動かす時は 
平らな場所で 

胴体を抑えながら 
もう一方の手で 
やさしく動かす

胴体を回す時は 
平らな場所で胴体 

下半分を押さえながら
もう一方の手で 
やさしく動かす

!

!

準備完了です
お疲れ様です。Arlo Babyカメラが使えるようになりました。

www.arlo.com/jp/ にアクセスすると、Arlo Babyカメラの使い方提案やトラブル対
応のヒントを見たり、ネットギアサポートセンターの情報をご覧になれます。
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Arlo Babyの機能

 ¾ 充電式バッテリー

Arlo Babyカメラには、充電式バッテリーを内蔵しています。充電済みのArlo 
Babyカメラは、コンセントにつなげていなくても数時間使うことができます。

電源アダプターではなく内蔵バッテリー
を使う場合は、カメラ底面のスイッチを
緑にしてください。電源アダプターを使
う場合や内蔵バッテリーの充電は、スイ
ッチを白にしてください。

カメラを使用せず、バッテリーの充電もしない時はスイッチを白にして
ください。

電源アダプターを使う時（白）

電源アダプターを 
使わない時（緑）

Arlo Babyキャラクター

• キャラクターの頭を持って
引き上げ、取り外します。

• キャラクターの耳を取り付
けるには、耳とカメラのレ
ンズの向きを合わせ、カメ
ラの方に押し込みます。

• キャラクターの足を回して
外します。

• キャラクターの足を取
り付けるには、足のプ
レートとカメラ底面の
穴の位置を合わせ、プ
レートを回してはめ込
みます。

Arlo Babyカメラにはキャラクターセット（ラビット）が付属しています。キャラクター
セットを外して、他のArlo Babyキャラクターセット（別売り）に付け替えることが
できます。

注意：キャラクターの耳を
引っ張らないでください。
破損の原因となります。

注意：プレートを回す時
は、カメラの胴体の下半分
を一方の手で持ってくださ
い。カメラの頭や胴体の上
半分を持って回すと、故障
の原因となります。

取り付け方を 
動画で見る !
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Arlo Babyのランプ

青点灯
カメラは正しく 
動作しています。

速くオレンジ点滅
カメラがWiFiネット
ワークにつながっ
ていません。

オレンジ点灯
カメラは起動中 
です。

消灯
カメラの電源が 
オフです。

○

紫点灯
カメラはWiFiネットワー
クにはつながっていま
すが、インターネット
にアクセスできません。

紫点滅 
カメラとルーターの距
離が遠すぎます。
距離を近づけてくだ
さい。

青とオレンジの 
繰り返し点滅
カメラ内蔵ソフトウェア
をバージョンアップ中で
す。カメラの電源を切ら
ないでください。

オレンジ点滅 
（10秒間に2回）
カメラの内蔵バッ
テリーが切れそう
です。

ゆっくり青点滅
カメラはインターネ
ットにアクセスしよ
うとしています。

速く3秒間青点滅
カメラは充電中 
です。

 ¾ 夜間ライト

Arlo Babyカメラの後頭部には夜間
ライトがあります。ライトのオン・
オフは、アプリを使うか、カメラ
右側のスイッチ（上）を押してくだ
さい。

 ¾ 音楽

Arlo Babyカメラは内蔵の子守唄を
再生したり、ご自身の声を録音して
おいて再生することができます。音
楽の再生と停止は、アプリから行う
か、カメラ右側のスイッチ（下）を
押してください。

夜間ライト

音楽

 ¾ ローカルストリーミング

Arlo Babyカメラと同じWiFiネットワーク（SSID）にスマートフォンをつ
なげると、リアルタイム映像を最小のタイムラグで再生できます。

Arlo Babyの顔の 
下部にあるランプは、 
カメラの状態を表します。
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