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１．ログイン
１-１．ログイン方法
ログイン URL、ID、パスワードはお申込み時に送付したメールまたは、カメラに同梱されて
いる資料をご参照ください。（ログイン ID は、メールアドレスです）

２．ライブカメラ管理
登録したカメラの管理画面ページです。
修正

登録したカメラ情報の修正ができます

削除

登録したカメラの削除ができます

カメラ名

カメラの名称を表示します

メモ欄

メモ欄を表示します

２-１．ライブカメラ登録
ライブカメラ管理 ＞ →追加 で表示できます

作成ボタン押下後、下記のメッセージが表示されます。

＜各項目について＞
カメラ名

ライブカメラ管理ページで表示されます

メモ欄

ライブカメラ管理ページで表示されます

表示テキスト（100 文字以内）

ライブ画像に表示されるテキストです

時刻表示

時刻の表示、非表示を選択できます

テキスト表示位置

ロゴ、表示テキスト、時刻の表示位置を変更できます

スポンサー表示名

右下の「Support by」以降に表示されます

（全角 32 文字以内）

未入力時は、「L-Hosting」が表示されます

更新間隔

1 秒, 3 秒, 5 秒, 10 秒, 15 秒, 30 秒, 60 秒

※排他設定

※無料プランでは、1，3，5 秒の設定はできません

顔マスク機能

未使用：モザイクなし
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※排他設定

使

用：顔の部分にモザイクがかかります

※自動認識の為、全ての顔にモザイクがかからない、
または、顔以外にモザイクがかかる場合があります
アクセス制限

未使用, 使用

IP アクセス制限

設定した IP アドレスからのみアクセス可能になります

※アクセス制限使用時
パスワード制限

ライブビューページ閲覧のパスワードを設定できます

※アクセス制限使用時

※半角英数字 1～32 文字まで

個別ユーザ認証

未使用, 使用, アカウント設定

※アクセス制限使用時

複数のアカウントで閲覧制限する事が可能です。

※有料プランのみ

アカウントは、メールアドレス形式です。

＜ライブカメラ映像表示項目について＞
yyyy-mm-dd hh:mm:ss（時刻表示）

表示テキストに記載の文字列が表示されます
ロゴ
広告表示（※無料プランのみ）
スポンサー表示

２-２．カメラ情報修正
＜各項目について＞
カメラ名

ライブカメラ管理ページで表示されます

メモ欄

ライブカメラ管理ページで表示されます

表示テキスト（100 文字以内）

ライブ画像に表示されるテキストです

時刻表示

時刻の表示、非表示を選択できます

テキスト表示位置

ロゴ、表示テキスト、時刻の表示位置を変更できます

スポンサー表示名

右下の「Support by」以降に表示されます

（全角 32 文字以内）

未入力時は、「L-Hosting」が表示されます

更新間隔

1 秒, 3 秒, 5 秒, 10 秒, 15 秒, 30 秒, 60 秒

※排他設定

※無料プランでは、1，3，5 秒の設定はできません

顔マスク機能

未使用：モザイクなし

※排他設定

使

用：顔の部分にモザイクがかかります

※自動認識の為、全ての顔にモザイクがかからない、
または、顔以外にモザイクがかかる場合があります
アクセス制限

未使用, 使用
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IP アクセス制限

設定した IP アドレスからのみアクセス可能になります

※アクセス制限使用時
パスワード制限

ライブビューページ閲覧のパスワードを設定できます

※アクセス制限使用時

※半角英数字 1～32 文字まで

個別ユーザ認証

未使用, 使用, アカウント設定

※アクセス制限使用時

複数のアカウントで閲覧制限する事が可能です。

※有料プランのみ

アカウントは、メールアドレス形式です。

ＦＴＰアカウント

ライブカメラ本体に登録する情報です（修正不可）

ライブビューページ

公開するライブビューページのＵＲＬです（修正不可）

（公開ＵＲＬ）
ライブビューページ

ブログ内等で公開する為のタグコードです

（ブログパーツ用タグコード） ※貼り付けイメージは、カメラ本体側の設定完了後に表示さ
※有料プランのみ

れます
ZOOM 比変更箇所：style="zoom:0.5"の数値の部分を変更しブ
ログ内のウィンドウに合わせてください。

２-３．カメラ映像公開情報
ライブカメラ管理 ＞ 修正

で表示できます

＜各項目について＞
ＦＴＰアカウント

ライブカメラ本体に登録する情報です（修正不可）

ライブビューページ

公開するライブビューページのＵＲＬです（修正不可）

（公開ＵＲＬ）
ライブビューページ

ブログ内等で公開する為のタグコードです

（ブログパーツ用タグコード） ※貼り付けイメージは、カメラ本体側の設定完了後に表示さ
※有料プランのみ

れます
ZOOM 比変更箇所：style="zoom:0.5"の数値の部分を変更しブ
ログ内のウィンドウに合わせてください。
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３．ロールバック管理
過去の映像を動画ファイルとして生成するページです。
修正

作成した動画の表示名等の修正ができます

削除

作成した動画の削除ができます

ロールバック名

動画生成時に指定した名称です

カメラ

動画生成対象カメラ名称です

状態

動画作成状態を表示しています

３-１．ロールバック動画作成方法

ロールバック管理 ＞ →追加 で表示できます
＜各項目について＞
ロールバック名

作成するロールバックの題名です

カメラ

ロールバックを作成したいカメラを選択してください

表示テキスト

ロールバック動画に表示されます

時刻表示

時刻の表示、非表示を選択できます

テキスト表示位置

ロゴ、表示テキスト、時刻の表示位置を変更できます

スポンサー表示名

右下の「Support by」以降に表示されます

（全角 32 文字以内）

未入力時は、「L-Hosting」が表示されます

生成時間指定方法

日時指定：日時から作成できます

※排他設定

簡易指定：指定時間から現在まで作成できます

簡易指定（※１）
（※２）

10 分前, 15 分前, 30 分前, 1 時間前, 4 時間前, 8 時間前 の

※排他設定

中から１つ選択できます

開始日時（※１）
（※２）

ロールバックの開始日時を指定します

終了日時（※１）
（※２）

ロールバックの終了日時を指定します

スピード

倍速, 15 倍速, 30 倍速, 60 倍速, 120 倍速 の中から１つ選

※排他設定

択できます

品質

低, ノーマル, 高

※排他設定

（ブロックノイズ 多 → 少）

顔マスク機能

未使用：モザイクなし

※排他設定

使

用：顔の部分にモザイクがかかります

※自動認識の為、全ての顔にモザイクがかからないことや、
顔以外にモザイクがかかる場合があります
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（※１）無料プランの場合：最大 30 分間のロールバック機能がご利用できます。
10 分前, 15 分前, 30 分前のみ選択できます。
（※２）有料プランの場合：標準 3 日間のロールバック機能がご利用でき、
オプションメニューを追加する事により、最大 33 日間（3 日＋30 日間）ご利用できます。
３-２．ロールバック完了
ロールバック用データの作成完了時、登録メールアドレス宛に完了メールが送付されます。
メール本文に記載の URL または、ロールバック管理画面の修正ボタンより、
ロールバックページ（公開 URL）から閲覧することができます。
３-３．ロールバック修正
作成したロールバックの詳細情報を閲覧・修正を行うページです。
ロールバック管理 ＞ 修正

で表示できます

＜各項目について＞
ロールバック名

ロールバックの題名です

状態

生成状態が表示されます

カメラ

生成時に選択したカメラ名です（修正不可）

表示テキスト

ロールバック動画に表示します（修正不可）

時刻表示

時刻の表示、非表示状態です（修正不可）

スポンサー表示名

右下の「Support by」以降に表示されます

（全角 32 文字以内）

未入力時は、「L-Hosting」が表示されます（修正不可）

テキスト表示位置

ロゴ、表示テキスト、時刻の表示位置です（修正不可）

開始日時

ロールバックの開始日時です（修正不可）

終了日時

ロールバックの終了日時です（修正不可）

スピード

生成時に選択したスピードです （修正不可）

品質

生成時に選択した品質です（修正不可）

顔マスク機能

使用状態が表示されます（修正不可）

IP アクセス制限

設定した IP アドレスからのみアクセス可能となります

パスワード制限

ロールバック映像の閲覧パスワードを設定できます

※半角英数字 1～32 文字まで
ロールバックページ

ロールバックの閲覧ページです（修正不可）

（公開ＵＲＬ）

[動画ダウンロード]クリックで、保存する事ができます。

４．アカウント設定
４-１．アカウント情報の変更
アカウント情報の閲覧・変更や、ご請求金額を確認するページです。
＜各項目について＞
アカウント

現在のアカウント状態が表示されます

個人 ／ 法人

個人：個人でご利用される場合

※排他設定

法人：法人でご利用される場合

法人名

法人でご利用される場合のみ入力ください
-6-

メールアドレス

ログインＩＤの変更
（通知先のメールアドレスも変更となります）

姓

姓を入力してください

名

名を入力してください

パスワード

変更する場合のみ入力してください

※半角英数字 1～32 文字まで
料金情報

月額のご請求金額が表示されます

５．お知らせ
ライブカメラや、管理ページに関する情報を、お知らせいたします。

６．有料アカウントお申込みについて
お手数お掛けいたしますが、info@l-hosting.net までご連絡をお願い致します。
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