
 

ハイクカム SP158-J/SP4G コマンド一覧 

 

項目 コマンド コマンド例 リプライ例 説明 

電話番号追加 *100#電話番号# *100#09012345678# Phone number added@ SMS 送信元の電話番号を追加 

電話番号消去 *101#電話番号# *101#09012345678# Phone number deleted@ SMS 送信元の電話番号を消去 

メールアドレス追加 *110#メールアドレス# 

*110#info@hyke-

store.com# 

Email added@ メールアドレスを追加 

メールアドレス消去 *111#メールアドレス# 

*111#info@hyke-

store.com# 

Email deleted@ メールアドレスを消去 

MMS 経由送信 *120#0# MMS 経由送信(使用不可) 

インターネット経由送信 *120#1# 

*120#1# 

 

インターネット経由送信(設定後はメール送

信のみになります) 

電話に送信 *130#0# 電話に送信(使用不可) 

メールに送信 *130#1# *130#1#  メールに送信 

両方に送信 *130#2# 両方に送信(使用不可) 

毎回送信設定 *140#0# *140#0# Send instant photo@ 撮影毎に毎回送信する設定 

レポート設定 *140#1# 

*140#1# 

Send daily report@ 

1 日 1 回レポート設定 

送信される時間はカメラ側で設定する 

送信オフ設定 *140#2# *140#2# Send off@ 送信オフ設定 

ステータス確認 *160# 

*160# Signal:4 battery:5 

SDtotal:000M remain:000M@ 

battery=5～0 

ステータス確認; バッテリーレベル 1-5, 

ＳＤカードの容量 

SMS オフ設定 *170# 

*170# 

SMS control dis abled@ 

 

SMS オフ設定。省電力化 

一度オフにするとコマンドでオンにするこ

とはできないので注意すること 

1 日最大送信枚数設定 *180# 

*180#0# 

Max number reset to 0@ 

*180#0#    //制限なし 

*180#100#  //100 枚  

*180#   //カウントクリア 

メール送信静止画解像度

設定 

*190# *190#0# 

Image quality set to normal@ 

Image quality set to high@ 

 

*190#0#  // 640*480 ピクセル 

*190#1#  // 1280*960 ピクセル 

静止画モード *200#0# *200#0# Set to photo mode@ 静止画モードに設定 

動画モード *200#1# *200#1# Set to video mode@ 動画モードに設定 

静止画＆動画モード *200#2# *200#2# Set to photo&video mode@ 静止画+動画モードに設定 

センサー感度”高”設定 *202#0# *202#0# PIR sensitivity high@ センサー感度を”高”に設定 

センサー感度”中”設定 *202#1# *202#1# PIR sensitivity normal@ センサー感度を”中”に設定 

センサー感度”低”設定 *202#2# *202#2# PIR sensitivity low@ センサー感度を”低”に設定 

センサーオフ設定 *202#3# *202#3# PIR sensitivity off@ センサーオフ設定 

静止画送信 *500#  *500#  

Picture sending@ 

Video sending@ 

※1 

静止画を撮影し送信 (送信モードオフまた

は動画モード設定時は使用不可)  

SMS コマンドリストとリプライ(カメラからの返答)例 



SD フォーマット *204# *204# Ok@ SD カードをフォーマットする 

日時設定 

*205#YYYYMMDDHHMMS

S# 

*205#20170120063015 

2017 年 1 月 12 日 6 時

30 分 15 秒 

Ok@ 日時を設定する 

 

稼働日設定 

*206#??????? # 

?= “0” or “1”,  

1=オン、0=オフ 

*206#1001001# 

=月木日を稼働 Ok@ 

曜日毎にセンサーを稼働させる設定 

左から月火水木金土日 

 

SMS リプライオフ設定 *209#0#   返答なし SMS 応答をオフにする 

SMS リプライオン設定 *209#1# *209#1# Sms status Response Open@ SMS 応答をオンにする 

通信モジュールリセット *202#1# 

 

*202#1#  

電池が十分で通常通り送信されていたにもか

かわらず送信されなくなった場合、本コマンドで

通信モジュールをリセットしてみてください・ 

 

項目 コマンド リプライ例 原因 対策 

静止画送信 *500#  

Send mode is off,sending stopped@ 

 

送信モードがオフになっている 

送信モードを「毎回」に変更 

*140#1# 

Max number,sending stopped@ 

 

1日最大送信枚数設定をすでに超え

ている 

最大枚数をリセットまたは再設定 

*180#0#    //制限なし 

*180#100#  //100 枚  

*180#   //カウントクリア 

System busy@ / Excute fail@ カメラが通信中または通信障害中 しばらく時間をおいて再度トライする 

 

SMS コマンド送信失敗例 
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