尺寸：90*100mm
Quick Start Guide

C3

Note: When QR code scanning is NOT applicable, select the target device (last 6 digits matching the MAC address),
and manually input the SETUP code printed on the QR code. Example:

HomeKit Secure Video Smart Camera
HomeKitセキュアビデオスマートカメラ
HomeKit 安全影片智能攝影機

QR-base code

Onvis QR code
Set up code

QR code
If the app prompts “Couldn’t add Onvis-XXXXXX”, please reset and re-add the device. Please keep the QR code
for future use.
5. Assign the device to a room, name it and use this name to control with Siri. This smart camera can be integrated
into your HomeKit scenes and automations.
6. The use of a HomeKit-enable accessory needs the follow permissions:
a. Settings>iCloud>iCloud Drive>Turn On
b. Sttings>iCloud>Keychain>Turn On
c. Settings>Privacy>HomeKit>Onvis Home>Turn On
7. Configure HomeKit Secure Video (iCloud subscription required) in the Home App. Videos stored in iCloud can
be downloaded or replayed. If local recording is needed, inset a MicroSD card(up to 128G, FAT32). Recorded
videos in the MicroSD can be retrieved with the Onvis Home app when the iOS device and C3 are in the same
Wi-Fi network.
8. Launch Onvis Home app and enter the device detail page to check for update. It is important to keep the
firmware updated from time to time.
9. For troubleshooting visit http://www.onvistech.com/page-1717.html

Motion Detection
Onvis C3 detects motions by image change. Accidents without human behavior, like a burst of fire, will be recorded.

Smart Camera Overview

① LED
② Reset Button\MicroSD Slot
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參數

然後進入綠燈閃爍狀態，即可進行配置。
2. 請確保您的iOS設備（iOS 13.2或更高版本）已連接到5GHz或2.4GHz Wi-Fi網路。

解析度： 最高支持4路1080P高清30幀每秒視頻流，（1路用於iCloud錄製，2路用於即時流媒體，
1路用於MicroSD卡存儲）
CMOS感測器：星光級感測器，200萬圖元
Wi-Fi：5GHz和2.4GHz，802.11 b/g/n/ac
雙向對講
HDR高動態範圍
鏡頭：134°廣角
夜視：IR-CUT自動切換濾鏡
適配器：輸入100-240VAC，50 / 60Hz，0.2A; 輸出5.0VDC，1.2A，Type C埠
產品尺寸：4.4x3.4x3.1英寸（112x87x80mm）
工作溫度：0℃～40℃
工作濕度：10%～90%相對濕度，無冷凝
儲存溫度：-20℃～70℃
儲存濕度：5%～90%相對濕度，無冷凝
認證：FCC, CE, RoHS, MIC, IMDA

3. 從App Store下載並打開Onvis Home APP。點擊“Skip”可直接使用APP，或登錄/註冊Onvis帳戶以獲取更多服務。
您也可以使用Apple內置的‘‘家庭’’APP進行設置和控制。
4. 點擊右上角的“ +”，掃描設備二維碼以進行設置。
注意：如果掃描二維碼不成功，請選擇要添加的設備（後6位元數位與MAC位址一致），然後手動輸入
設置碼。 例：

Onvis二維碼

二維碼
設置碼

二維碼

5. 您可將設備添加到家庭和房間，並為其命名，然後使用此名稱通過Siri進行控制。

無論身在何處，您都可以觀看即時畫面。Onvis C3與您的Apple產品無縫對接。

a. 設置> iCloud> iCloud Drive>打開
b. 設置> iCloud>鑰匙串>打開

Controlling this HomeKit-enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, Apple TV, or
iPad set up as a home hub. It is recommended that you update to the latest software and operating system. To control
this HomeKit-enabled accessory, the latest version of iOS or iPadOS is recommended.
HomeKit Secure Video requires a supported iCloud plan and a HomePod with iOS 13.2 or later, Apple TV with
tvOS 13.2 or later, or iPad with iPadOS 13.2 or later set up as a home hub.

ハウスキーピングカメラのプライバシー保護は非常に重要です。OnvisC3はHomeKitセキュアビデオシ
ステムを使用してプライバシーを 保護します。 すべてのデバイスはAppleのエンドツーエンド暗号化
を備えており、すべてのデータはiCloudにアップロードする前にローカルで暗号化されています。ク
ラウドのプライベートデータを盗んだり、分析したりすることはできません。 バンキングレベルの
AES256ビット暗号化とトランスポートレイヤーセキュリティ（TLS）により、業界をリードするデー
タセキュリティが保証されます。

（順番に点滅）

セットアップの準備

Onvis C3を電源に接続し、iOSホームAPPを開き、胴体のQRコードをスキャンすると、数秒で簡単に設定
を完了できます。

（点滅）

Wi-Fi接続が失われました

（点滅）

ファームウェアアップデート

（常にオン）

スタンバイ

（常にオン）

ビデオストリーミングまたは録画

（3）アクセサリを再度追加します。

工場出荷時の設定に戻した後、C3は正常に動作し
ますが、ネットワークから切断されて認識できな
い場合があります。

リセット

（点滅）

（2）リセットピンを使用して、アクセサリを工場出荷時の設定に戻します。

1.接続されているWi-Fiデバイスの数がルーターのワイヤレスネットワークの制限内にあることを
確認するか、ルーターをより大きな容量に交換します。
2. iOSデバイスをWi-Fiに再接続し、Wi-Fi信号が十分に強いことを確認します。

リセット
リセットピンを使用して、リセットボタンを約10秒間押し続けます。 LEDが赤、緑、青の順に点滅す
ると、工場出荷時の設定に戻ったことを示し、緑のLEDが点滅して設定した状態になります。

3.ワイヤレスネットワークでルーターのパフォーマンスが低下している場合は、ネットワークの輻輳が
原因である可能性があります。ネットワークが修復されるまでお待ちください。ネットワークの混雑な
どにより、デバイスがアクティブに切断されている可能性があり、再度電源を入れる必要があります。

動きが検出されると、OnvisC3はiPhoneとApple Watchに通知を送信し、ロックされた画面にビデオサム

HomeKitハブ設定

4.ルーターの設定をチェックして、継続的に接続されるデバイスの数が制限されているかどうかを確認します。

ネイルを表示して、家族のステータスを追跡できるようにします。

リモートコントロールと通知を有効にするには、ホームハブとしてAppleデバイス（iPad / Apple TV
/ HomePod）を使用する必要があります。参照の説明：http://www.onvistech.com/page-1718.html

5. C3を再起動するか、工場出荷時の設定にリセットしてから、デバイスをOnvis Home APPに追加します。
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6.ファームウェアを確認し、最新のOnvis Home Appを使用して、OnvisC3を最新バージョンに更新します。

12

產品概述
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常見問題

如果您已購買了iCloud儲存空間，Onvis C3將錄製視頻並在iCloud上免費存儲10天，不佔用您簽約的iCloud
存儲空間。保存後，您可在家庭APP中查看和下載iCloud上的視頻，並將其本機存放區在您的iOS設備中。
Onvis C3支持高達128GB的Micro SD卡本機存放區。

為什麼我無法在Onvis Home APP中設置C3攝像頭？
1. 使用包裝隨附的適配器和電源線為C3供電，確保C3有良好的Wi-Fi信號覆蓋，建議將C3與Wi-Fi路由器
的距離保持在10米範圍內。
①

超高清視頻

2. 在進行設置之前，請確保C3的LED燈閃爍綠色。否則請重置C3並等待，直到LED燈閃爍綠色。然後掃

②

Onvis C3的4路視頻流，均支援30幀/秒的速度拍攝的1080P超高清視頻，包括 iCloud（4秒的預錄），
2路即時流和1路Micro SD本地錄製。IMX星光級CMOS感測器在昏暗的光線和夜視中均為您呈現高品
質的色彩，夜視效果明亮透徹，HDR高動態範圍使畫面格外生動。

描二維碼進行添加，此二維碼在C3機身，說明書和內包裝均可找到。
3. 掃描二維碼後，如果APP提示“無法添加設備”：
（1）在“家庭設置”中刪除當前的“家庭”，然後關閉APP；

① LED 指示燈
② 重新開機按鈕\ MicroSD卡槽

隱私保護
看家攝像頭的隱私保護至關重要，Onvis C3使用HomeKit安防視頻系統保護您的隱私。所有設備均有Apple的
端對端加密，而所有資料在上傳至iCloud之前都已經過本地加密， 您的雲端隱私資料無法被竊取或分析。
銀行業級AES 256位加密和傳輸層安全性（TLS）可確保行業一流的資料安全性。

（依次閃爍）
（閃爍）

設置簡單

重置
待配置

（閃爍）

Wi-Fi連接斷開

（閃爍）

固件更新

（常亮）

待機

（常亮）

視頻流或錄製中

恢復出廠設置

讓您隨時掌握家庭狀況。

使用復位針，按住重新開機按鈕約10秒鐘。當LED依次閃爍紅色，綠色和藍色時，表明已恢復出廠設置。
隨後綠色LED閃爍並進入待配置狀態

運動檢測

iPad或Mac上的家庭APP中，通過Onvis C3查看即時視頻和已錄製視頻。

HomeKit中樞設置

（3）再次添加配件。

恢復出廠設置後，C3可以正常工作，但有時會與網路斷開
連接並無法識別。
1. 確保已連接Wi-Fi的設備數量在路由器的無線網路上限之內，或者更換容量更大的路由器。
2. 將您的iOS設備重新連接到Wi-Fi，並確保Wi-Fi信號足夠強。
3. 如果路由器在無線網路中的性能較差，可能是由於網路擁堵造成的，請等待網路修復。設備由於網路
擁擠等原因， 可能會主動斷開連接， 需要重新上電。
4. 檢查路由器設置，查看其是否限制持續連接的設備數量。
5. 重新啟動C3或將其恢復出廠設置，然後將設備添加到Onvis Home APP。
6. 檢查固件，用最新Onvis Home App將Onvis C3更新到最新版本。

繁體中文

Onvis C3通過畫面變化來檢測動作，例如火災或物體掉落等無人在場的事故，也將被錄製下來並及時
推送通知。

（2）用復位針將配件恢復到出廠設置；

您需要使用Apple設備（iPad / Apple TV / HomePod）作為家庭中樞，以啟用遠端控制和通知。
參考說明：http://www.onvistech.com/page-1718.html

9. 關於故障排除，請訪問http://www.onvistech.com/page-1717.html
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Office Copy
Warranty Card
Customer's Name
Mr./Miss/Mrs.
Customer's Address:

Product Model: C3

www.onvistech.com

Retailer's Name & Stamp:

Serial No.:

Quality certificate
Email: support@onvistech.com

www.onvistech.com

Search for "Onvis Smart Home" on Facebook to join us

---------------------------------------------------------------

Office Copy
Warranty Card
Customer's Name
Mr./Miss/Mrs.
Customer's Address:

Product Model: C3

Retailer's Name & Stamp:

Serial No.:

Email: support@onvistech.com
Search for "Onvis Smart Home" on Facebook to join us

www.onvistech.com
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3. QRコードをスキャンした後、APPが「デバイスを追加できません」というプロンプトを表示した場合：

① LEDインジケーター
② リセットボタン\ MicroSDカードスロット

プライバシー保護

Customer Service
12-month warranty

Lifetime technical support

17

General Instructions

This product contains inside small parts that might cause choking to children. Keep the product away from
children under three years old. If the product comes in a plastic bag package, dispose of this bag correctly,
and take actions to prevent children from playing with it as it poses risk of suffocation to children. This product
may become warm with normal use. Please make sure the product is adequately ventilated and securely positioned,
and do not place it near other sources of heat (e.g. direct sunlight, radiators, or similar). Unless otherwise stated,
this product is for indoor use only, and must be maintained out of damp\humid conditions and other weather-related
influences such as rain, snow and mist.

Installation Guide

3. Mounting Methods

1.This Package Include:

Put C3 on a table or a flat surface.

Onvis Smart Camera C3

4 Screws and 4 Expansion Tubes

This product is not designed for use in any kind of machine, medical equipment or industrial applications. The product
contains no user-serviceable or exchangeable parts. Do not attempt to repair the product. Do not dismantle the device
nor the AC adapter as this may result in electrocution or other dangers that may cause injury. If the device plastic case,
AC adapter, pins or terminals are damaged, stop using and dispose of this product properly. Contact for our after-sale
service if your product malfunctions or is damaged.

Conformity Declarations

1 Reset Pin

Shenzhen Champon Technology Co., Ltd here by declares that where applicable this product meets basic
requirements and other relevant obligation as set forth in the following guidelines:
2014/35/EU low voltage Directive (replace 2006/95/EC)
2014/30/EU EMC Directive
2014/53/EU Radio Equipment Directive [RED]
2011/65/EU, (EU) 2015/863 RoHS 2 Directive
For a copy of the Conformity Declaration, visit: www.onvistech.com
This product is approved for use in European Union.

1 Power Adaptor

1 Two -Meter Power Cord

Use the screws to mount upside down from ceiling.

Manufacturer: Shenzhen ChampOn Technology Co., Ltd.
Address: 1A-1004, International Innovation Valley, Dashi 1st Road, Xili, Nanshan, Shenzhen, China

Disposal

Use the stand and screws to mount the C3 on a wall.

2. Reset Device

Complies with
IMDA Standards

Insert the reset pin into the reset hole and hold for 10 seconds until the LED blinks red,

DB106983

This symbol indicates that it is unlawful to dispose of this product together with other household waste. Please take it
to a local recycling center for used equipment.

green, blue once.

R 210-150356

（1）「ファミリ設定」で現在の「ファミリ」を削除し、APPを閉じます。

繁體中文

當iOS設備與C3在同一Wi-Fi網路時，可在Onvis Home app中讀取錄製在MicroSD卡中的視頻。
8. 請用Onvis Home app進入設備詳情頁檢測是否有固件更新，若有新固件， 請更新至最新固件。

Onvis C3支持HomeKit安防視頻，所有攝像機檢測到的活動都安全地存儲在iCloud中。您可以在iPhone，

Apple, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPad Air, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. HomePod is a trademark of Apple Inc.

す。このQRコードは、C3本体、手動、および内部パッケージに記載されています。
①

②

繁體中文

繁體中文

7. 在家庭 App中設置C3的安防視頻（需iCloud簽約計畫），可重播存儲在iCloud中的視頻；

繁體中文

C. 設置>隱私> HomeKit> Onvis Home>打開

HomeKit安防視頻

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the
technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

とをお勧めします。

一旦檢測到動作，Onvis C3將給您的iPhone和Apple Watch發送通知，在鎖定螢幕上展示視頻縮略圖，

Onvis C3相容Apple HomeKit系統。您可在iOS設備或Apple Watch中調出Siri，例如“嘿Siri，給我看嬰兒房”，

HomeKit Hub Setting

リセットし、LEDライトが緑色に点滅するまで待ちます。 次に、QRコードをスキャンして追加しま

即時通知

支持Apple HomeKit

C3可以集成到您的HomeKit場景和自動化中。
6. 使用支援HomeKit的配件需要打開以下許可權：

Legal

1. パッケージに含まれているアダプターと電源コードを使用してC3に電力を供給し、C3のWi-Fi信号カ

ウルトラHDビデオ

將Onvis C3接入電源，打開iOS家庭APP，掃描機身二維碼，即可在幾秒鐘內輕鬆完成設置。

產品特色

如果APP提示“無法添加Onvis-XXXXXX”，請重置並重新添加設備。請妥善保存二維碼以備將來使用。

Insert a pin and press the reset button for about 10 seconds. The LED blinks red->green->blue when factory
settings is restored.

バレッジが良好であることを確認します。C3とWi-Fiルーターの間の距離を10メートル以内に保つこ

Onvis C3の4つのビデオストリームはすべて、iCloud（4秒の事前記録）、2つのリアルタイムストリーム、
1つのMicro SDローカル記録を含む、毎秒30フレームの速度で撮影された1080P超高精細ビデオストリーム
をサポートします。 IMXスターライトCMOSセンサーは、薄暗い光と夜景で高品質の色を提供します。
夜景効果は明るく透明で、HDRの高いダイナミックレンジにより画像が特に鮮明になります。

免費存儲（需iCloud簽約計畫）

存儲：iCloud雲存儲（HomeKit 安防視頻），Micro SD卡本機存放區（最高支持128G，須FAT32）

Configured

2. 設定する前に、C3のLEDが緑色に点滅していることを確認してください。 それ以外の場合は、C3を

快速入門指南
1. 將復位針插入針孔並按住約10秒以恢復出廠設置。當LED依次閃爍紅色，綠色和藍色時，則重置成功；

Streaming or Recording

Onvis Home APPでC3カメラを設定できないのはなぜですか？

製品説明

タイムビデオと録画ビデオを表示できます。
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(Solid)

日本語

Onvis C3はHomeKitセキュアビデオをサポートしており、カメラによって検出されたすべてのアクティ
ビティはiCloudに安全に保存されます。 iPhone、iPad、またはMacのホームAPPでOnvis C3を介して、リアル

Standby

よくある質問

動きの検出
Onvis C3は、画面の変更を使用して、火災や落下物、その他の無人事故などのアクションを検出します。
これらのアクションも記録され、迅速に通知されます。

iCloudストレージスペースを購入した場合、Onvis C3はビデオを録画し、サインアップしたiCloudスト
レージスペースを占有することなく、10日間無料でiCloudに保存します。保存後、ファミリーAPPの
iCloudでビデオを表示およびダウンロードし、iOSデバイスにローカルに保存できます。 Onvis C3は、
最大128GBのマイクロSDカードローカルストレージをサポートします。

即時通知

HomeKitセキュアビデオ

(Solid)

1. Make sure the number of Wi-Fi connected devices is within the wireless network capacity of your router. Otherwise,
please use a higher capacity router.
2. Reconnect your iOS devices to Wi-Fi and make sure the Wi-Fi signal is strong enough.
3. If your router performs poorly in wireless networks, it might result from network congestion. Wait until
the network is fixed.
4. Check the router settings and see if there is a limit to the number of simultaneous connections.
5. Restart or restore your C3 to factory settings, and add your device to the Onvis Home app.
6. Update the firmware to the latest version.
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日本語

OnvisC3はApple HomeKitシステムと互換性があります。 iOSデバイスまたはApple Watchで「Hey Siri、ベビー
ルームを見せて」などのSiriを呼び出すことができます。どこにいても、リアルタイムの画面を見ること
ができます。 OnvisC3はApple製品とシームレスに接続します。

Firmware Updating

03

セットアップが簡単

Apple HomeKitをサポートする

Wi-Fi Disconnected

(Blinks)

Why did I fail to set up my Onvis Smart Camera C3 to Onvis Home app?
1. Power up the C3 with the enclosed adaptor and power cord. Make sure the C3 is covered with good Wi-Fi signal.
It is recommended to keep the C3 within 10 meters distance with the Wi-Fi Router.
2. Make sure your accessory’s Green LED blinks before Wi-Fi setting. If not, please reset the C3 and wait till the LED
blinks Green. Then scan the setup code that can be found on the device, instruction manual or inner packaging.
3. If the app prompts ”couldn’t add the device” after your scanning the setup code:
(1)delete the current ”Home” in Home Settings and close the app;
(2)restore the accessory to factory settings;
(3)add the accessory again.

①

無料ストレージ（iCloud契約プランが必要）

製品の特徴

(Blinks)

FAQ

②

02

To Be Setup

An Apple device as HomeKit hub (iPad/Apple TV/HomePod) is necessary to enable remote control and notification.
Find instructions: http://www.onvistech.com/page-1718.html

No Extra Cloud Storage Fee

日本語

APPで「Onvis-XXXXXXを追加できません」というプロンプトが表示された場合は、リセットしてデバイ
スを再度追加してください。今後の使用に備えてQRコードを保管してください。
5.家や部屋にデバイスを追加して名前を付け、この名前を使用してSiriを介して制御できます。 C3は、
HomeKitシーンと自動化に統合できます。
6. HomeKitをサポートするアクセサリを使用するには、次の権限を開く必要があります。
a. [設定]> [iCloud]> [iCloudドライブ]> [開く]
b.[設定]> [iCloud]> [キーチェーン]> [オンにする]
C. [設定]> [プライバシー]> [HomeKit]> [Onvisホーム]> [開く]
7.ホームアプリでC3のHomeKitセキュアビデオを設定し（iCloud契約プランが必要）、iCloudに保存されてい
るビデオを再生できます。iOSデバイスとC3が同じWi-Fiネットワーク上にある場合、Onvis Homeアプリ
で読み取りおよび記録できます。 MicroSDカードのビデオ。
8. Onvis Homeアプリを使用してデバイスの詳細ページに入り、ファームウェアの更新があるかどうかを
確認してください。新しいファームウェアがある場合は、最新のファームウェアに更新してください。
9.トラブルシューティングについては、http://www.onvistech.com/page-1717.htmlにアクセスしてください。

An image in the notification to your iPhone and Apple Watch briefs the recording from the lock screen.

C3 works normally after restoring factory settings, but it
occasionally gets disconnected from networks and
cannot be recognized.

Reset

(Blinks)

Restore factory settings

Rich Notifications

Onvis C3 supports HomeKit Secure Video, enabling you to securely store activity detected by your cameras in iCloud.
View live and recorded video from your Onvis C3 in the Apple Home app on your iPhone, iPad, or Mac.

日本語

日本語

QRコード

Power the camera, scan the setup code and the Onvis C3 camera will be set up in seconds.

Onvis C3 shoots recordings on events, and stores 10 days videos on iCloud for free if an iCloud plan is registered.
The video storage does not count against your iCloud plan. Once saved, the videos on iCloud can be reviewed and
downloaded from the Home App and stored locally in your iOS devices. Onvis C3 supports local storage of up to
128GB in MicroSD card.

ストレージ：iCloudクラウドストレージ（HomeKitセキュアビデオ）、Micro SDカードローカルスト
レージ（最大128G、FAT32が必要）
解像度：最大4チャンネルの1080P HD 30フレーム/秒のビデオストリーム（iCloudレコーディング用に1チ
ャンネル、リアルタイムストリーミングメディア用に2チャンネル、MicroSDカードストレージ用に1チャンネル）
CMOSセンサー：スターライトセンサー、200万ピクセル
Wi-Fi：5GHzおよび2.4GHz、802.11 b / g / n / ac
双方向インターコム
ハイダイナミックレンジ（HDR）
HDR高ダイナミックレンジ
レンズ：134°広角
ナイトビジョン：IR-CUTは自動的にフィルターを切り替えます
アダプター：入力100-240VAC、50 / 60Hz、0.2A;出力5.0VDC、1.2A、タイプCポート
製品サイズ：4.4x3.4x3.1インチ（112x87x80mm）
使用温度：0℃～40℃
使用湿度：10％～90％相対湿度、凝縮なし
保管温度：-20℃～70℃
保管湿度：相対湿度5％～90％、凝縮なし
認定：FCC、CE、RoHS、MIC、IMDA

オンビスQRコード

Easy Setup

HomeKit Secure Video

パラメータ

セットアップコード

Onvis C3 protests your privacy with HomeKit Secure Video(HSV). All data is encrypted before uploading to iCloud.
The bank-level AES 256-bit encryption and Transport Layer Security (TLS) ensures industry top data security.

Works with Apple HomeKit

01

QRコード

Privacy Secured

Onvis C3 is compatible with Apple HomeKit. Call out Siri in iOS devices or Apple Watch like, “Hey, Siri, show me
the baby Room” to view a live stream wherever you are. Onvis C3 blends in with your Apple gadgets.

Product Name: ONVIS Smart Camera C3

1.リセットピンをピン穴に挿入し、約10秒間押し続けて、工場出荷時の設定に戻します。 LEDが赤、緑、
青の順に点滅すると、リセットが成功し、緑の点滅状態になり、設定できます。
2. iOSデバイス（iOS 13.2以降）が5GHzまたは2.4GHz Wi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。
3. App StoreからOnvis Home APPをダウンロードして開きます。 [スキップ]をクリックしてAPPを直接使用
するか、Onvisアカウントにログイン/登録してその他のサービスを利用してください。
Appleの組み込みの「ホーム」APPを使用して設定と制御を行うこともできます。
4.右上隅の[+]をクリックして、デバイスのQRコードをスキャンしてセットアップします。
注：QRコードのスキャンに失敗した場合は、追加するデバイスを選択し（最後の6桁はMACアドレスと
一致します）、手動で設定コードを入力してください。例：QRコード

(Blinks Once)

Onvis C3 shoots 1080p HD video at 30 fps in all 4 streamings, 1 for iCloud with 4 seconds pre-recording,
2 for live streamings and 1 for MicroSD recording. The IMX starlight CMOS sensor presents color in extremely
dim light and supreme quality night vision. HDR adds extra vividness in C3.

Features

Specifications

クイックスタートガイド

Uncompromising HD Video

Model: C3
Brand: ONVIS
Storage: iCloud ( HomeKit Secure Video), MicroSD card (up to 128G, FAT32)
Resolution: 1080p@30fps X4 (1 for iCloud recording, 2 for live streamings, 1 for MicroSD card )
CMOS Sensor: Sony IMX Starlight sensor, 2M pixels
Wi-Fi: 5GHz and 2.4GHz, 802.11 b/g/n/ac
2-Way Audio
HDR
Lens FOV: 134°
Night Vision: Auto IR Cut, supreme qualitysupreme quality
Adapter: Input 100-240VAC, 50/60Hz, 0.2A; Output 5.0VDC, 1.2A, Type C
Dimensions(WxDxH): 112x87x80mm
Operation Temperature: 0℃~40℃
Operating Humidity: 10%~90% RH non-condensing
Storage Temperature: -20℃~70℃
Storage Humidity: 5%~90% RH non-condensing
Certifications: FCC, CE, RoHS, MIC, IMDA

1. Insert a pin to press for 10 seconds to reset. The LED blinks red, green and blue after reset.Then C3 blinks green,
signaling for setting up.
2. Make sure your iOS device (iOS 13.2 or later) is connected to a 5GHz or 2.4GHz Wi-Fi.
3. Download and launch the free Onvis Home app from the App Store. Tap ‘skip’ to use HomeKit directly,
or log in/sign up an Onvis account for more services. Or use the Apple Home App to set up and control.
4. Tap “+” on the top right corner and scan the HomeKit QR code to set up the device.
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