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VioStor-Pro+シリーズ
操作マニュアル

③録画再生する

⑤取り出したデータを再生する

①ログイン ･ ログアウトする ②ライブ映像を見る

PC版

本マニュアルでは VioStor の基本的な使い方をご説明します｡ 詳細はマニュアルをご参照ください。

▼

VioStor-Pro が起動すると、ディスプレイに

　は左のような画面が表示されます。

▼

ユーザー名とパスワードを入力し、右の矢印をクリックしてください。

「モニタリング画面
を開く」にチェッ
クを入れた場合は、
直接モニタリング
画面が開きます。

ユーザー名【　　　　　　　　　】
パスワード【　　　　　　　　　】

を入力してください。
※初期のユーザー名・パスワードはともに「admin」です。

▲ 「モニタリング画面を開く」にチェックを入れなかった場合、メ

ニュー画面に入ります。

コントロール
パネル

監視設定 File Station

1）Internet Explorer を起動してアドレスバー

 に IP アドレスを入力します。

VioStor の IP アドレスがわかっている場合

2）「QNAP Finder」を起動してネットワーク上

 の VioStor を探します。

VioStor の IP アドレスがわからない場合

※「QNAP Finder」は、付属の CD-ROM からインストールできます。

①ログイン ･ ログアウトする

かんたん

④ File Station でデータを取り出す

モニタリング画面へ 録画再生画面へ
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「モニタリング画面を開く」にチェックを入れる、またはメニュー画面か
らモニタリングアイコンをクリックします。

左から
シングル / 4/ 6/ 8/ 9/ 10/ 12 分割画面です。
ここをクリックすると
16/ 20（4 × 5､ 5 × 4）/ 25/ 36/42（6 × 7､ 7 × 6）/64 の
分割レイアウトを選択できます。

全画面表示

設定画面

録画再生画面

表示ページ

サ
ー
バ
ー
・
カ
メ
ラ
ツ
リ
ー

画面にカーソルを合わせると
コントロールパネルが表示されます。

マニュアル
録画

音声 スナップ
ショット

デジタル
ズーム

インスタント
再生

PTZ
コントロール

プリセット
の移動

カメラ設定 カメラ情報

123

123

レイアウトの変更─マウスでドラッグ & ドロップ

カメラの画面を移動させたい場所
までドラッグ & ドロップすると表
示場所が入れ替わります。

※表示ページの数が複数にわたる時（例：8 台のカ
メラを 4 台ずつ 2 ページにわたって表示させてい
る時など）には、ページを越えてレイアウトを変更
することはできません。8 台の場合なら９分割以上
の表示時間画面にした上で、変更を行ってください。

③録画再生する

⑤取り出したデータを再生する

①ログイン ･ ログアウトする ②ライブ映像を見る

②ライブ映像を見る

④ File Station でデータを取り出す
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トップメニューから録画再生のアイコンをクリックすると、ウィンドウに
下のような画面が現れます。

モニタリング画面へ

カ
メ
ラ
リ
ス
ト

日付選択

ヘルプ

スライドバーグラフィックバーで再生したい時間帯をクリック

デジタルズーム 映像の切り出しボタン

再生方法

通常再生
①再生を行いたいカメラをカメラリストでクリックします。

②再生ボタンをクリックすると、最新のデータが再生されます。

日付・時間を指定して再生
①日付選択ボタンをクリックすると、「再生間隔の設定」画面が表示されます（右）。

　再生開始したい日付と時間を選択してください。

②再生を終了したい日付と時間を選択してください。

③再生ボタンをクリックすると、指定した時間帯の録画データが再生されます。

　※再生時にコマ送りしたデジタルズームで拡大することもできます。

　　また、再生速度も変更可能です。

再生ボタン

③録画再生する

⑤取り出したデータを再生する

①ログイン ･ ログアウトする ②ライブ映像を見る

③録画再生する

④ File Station でデータを取り出す

▼再生間隔の設定画面

各種機能

コマ送り／コマ戻し
ボタン

画面表示切替

再生中に再生画面をクリックするとアイコンが表示されます。

1. スナップショット　スナップショットのアイコン  をクリックしてください。

2. 電子ズーム　電子ズームのアイコン  をクリックしてください。

各種アイコン

デジタルズームは
マウスでもできます
マウスのホイールを動かすと、再生中
にデジタルズームが操作できます。

●奥に転がすとズームします。アイコン「+」と
同様の動作です。
●手前に転がすとその逆です。アイコン「-」と
同様の動作です。
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1 メニュー画面の「File Station」 のアイコンをクリックしてください。

2 「File Station」の中に入り、左バーに表示されている record_nvr（録画ファイルフォルダ）をクリックして
 ください。

4 録画ファイル内で必要なデータにチェックを加えて、
 「その他のアクション」から「ダウンロード」を選択してく
 ださい。

年月日フォルダ

例：2014-01-24　　
19-50-00 〜 19-55-59
※ 2014 年 1 月 24 日
19 時 50 分 00 秒〜
19 時 55 分 59 秒の
録画ファイルという意味
です。

③録画再生する

④ File Station でデータを取り出す ⑤取り出したデータを再生する

①ログイン ･ ログアウトする ②ライブ映像を見る

④「File Station」でデータを取り出す

時間フォルダ 録画ファイル

ウィンドウの下部にファイルの保存先が表示されます。
保存先を決定して、ダウンロードしてください。

3 record_nvr（録画ファイルフォルダ）をクリックすると、下記の手順で録画データを選択することができます。

record_nvr

record_nvr_alarm
アラーム録画のデータも
ここに保存されています。

record_nvr
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再生には専用のコーデックとアプリケーションが必要です。
弊社 HP〈 http://www.rodweb.co.jp〉からダウンロードしていただけます。

Windows Media Player（ウィンドウズ・メディア・プレイヤー）での再生

1 コーデックをインストールします。

2 再生したいファイルを選んでダブルクリックすると

	 Windows	Media	Playerが起動し、ファイルの再生がはじまります。

コーデックファイルをダブルクリックすると
インストーラーが起動します

VioStor Player（バイオスター・プレイヤー）での再生

1 VioStor	Player をインストールします。

ソフトウェアをダブルクリックすると
インストーラーが起動します

2 VioStor	Player を起動します。

起動には以下の方法があります。
①インストール時にデスクトップに作
成されたショートカットから起動。
②スタート→すべてのプログラム
→QNAP → VioStor	Player をクリック
して起動
③スタート→「プログラムとファイルの検索」
→「VioStor	Player」と入力して実行

③録画再生する

⑤取り出したデータを再生する

①ログイン ･ ログアウトする ②ライブ映像を見る

⑤取り出したデータを再生する

3 「+」をクリックして、再生したい

　　	録画データを選択します。

ここをクリックすると

録画データ選択画面に

なります。

VioStor Player に

追加されます。

再生したいファイルを選

択して「OK」を押すと

4 ファイルを選んで再生します。

選んで

再生ボタンを押します

複数ファイルを同時に見ることもできます。
分割された一画面ごとに③〜④の作業を繰
り返してください。

5 VioStor	Player では、
　　再生中にデジタルズームを使用できます。

ここをクリックして「デジタル
ズームを有効」にします。
「+」が拡大、「-」が縮小です。

マウスの左ボタンを長押しするとズームし
ます（「+」と同じ）。マウスの右ボタンを
長押しするとその逆です（「-」と同じ）。

●その他のボタン説明

再生速度
1=1 倍速
数字が大きくなる
ほど再生は
速くなります。

設定

再生レイアウト

全画面表示
スナップショット
マイクON/OFF
（音声のある場合）

ファイルを削除
左から順に
再生 /停止　戻る /コマ戻し /逆再生 / コマ送り /次へ
戻る：前のファイルに戻って再生。　次へ：次のファイルを再生

④ File Station でデータを取り出す


