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At a Glance

1 Full HD 1080P lens

2 Microphones

3 LED light

4 Adjustable clip/stand

5 Tripod thread (Tripod not provided)

Installing the Privacy Cover Setting Up the Webcam

Option A: Mounting on a Monitor/Laptop

1. Unfold the clip so it fits over the top of your monitor or 

2. Adjust up and down or rotate the webcam to the optimal 
position to frame.

Option B: Placing on Desktop

Option C: Mounting on a Tripod

With the clip folded in, mount the webcam onto a tripod (not 
provided) with the ¼ inch thread.

Connecting to Computer
1. Plug the USB connector into an available port on your computer. Use a USB-C to USB adapter (not included) if 
necessary.

 Plug-and-play support will let your computer instantly recognize the webcam.
 If your computer does not instantly recognize the webcam, try plugging into a di�erent USB port or 

restart the computer. 

2. Open the app you want to use with the webcam.

 LED light will light up when the webcam is in use by an app.

A) Windows System
Go to Settings > Privacy > Camera and turn on “Let apps use my camera”.

B) macOS System
1. Go to the Apple menu > System Preferences > Security & Privacy, then choose Camera from the left side 
list.

enable camera access for that application.

C) Software (Zoom or more)

Go to Settings > Video > Camera and choose this webcam. 
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User Manual
Wide Angle 1080p Webcam 
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Just press and mount the privacy cover onto the front panel, then you can easily slide it to cover the lens 
whenever in need.

Sensor      
Video resolution
Video format
E�ective Pixels
Focal length
Angle of view
Microphone
Input
Supported OS
Material
Operating temperature
USB cable length
Camera Size
Weight         

1/2.9'' CMOS
1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
MJPEG, YUV
2.0 Megapixels
0.6m (fixed focus)
85°
Built-in dual microphone (noise reduction)
DC 5V 150-300mA
Windows XP / Windows 7 / Windows 10 / Mac OS 10.6 / Linux / Android 5.1 and above
ABS
-10~45℃
Approx. 1.8m
Approx. 91.5 x 57 x 47mm *Not Including Cable
Approx. 126g * Including Cable

付属のプライバシーカバーをレンズに取り付けることで、必要に応じて、カバーを移動してレンズを覆うこ
とが可能、プライバシーを最大限に保護します。

センサー
ビデオ解像度
ビデオフォーマット
有効画素数
焦点距離
画角
マイク
入力
対応OS
素材
動作温度
USB ケーブルの長さ
カメラ本体のサイズ
重量

1/2.9" CMOSイメージセンサー
1080p (30fps), 720p (30fps), 480p (30fps), 240p (30fps)
MJPEG, YUV
2.0 メガピクセル
約0.6m (固定焦点式）
約85°
内蔵デュアルマイク（ノイズリダクション）
DC 5V 150～300mA
Windows XP /Windows 7 /Windows 10 / Mac OS 10.6 /Linux / Android 5.1以上
ABS
-10℃～45℃
約1.8m
約91.5 x 57 x 47mm ※ケーブルを含まず
約126g ※ケーブルを含む
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AUKEY PC-LM7

 Model: PC-LM7

AUKEY Technology Co., Ltd.

Room 102, Building P09, South China City Electronics Trading Center,

Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Thank you for purchasing AUKEY products. Please read this user manual carefully and keep it for 
future reference.

Package Contents
PC-LM7
User Manual
Warranty Card

AUKEY製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの

上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

パッケージ内容
本体
取扱説明書（本書）
保証書

Product Care
Ensure camera and mount are firmly fixed in place or stable before use to avoid falls.

Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields.

Ensure the operating temperature is within the range -10℃ to 45℃.

Avoid touching the lens surface. It may be cleaned with a cotton swab or lens-cleaning cloth. If any dirt is di�cult 

to remove, a non-abrasive glasses lens cleaner may be used. Do not use corrosive solutions.

・
・
・
・

製品のお手入れと使用上の注意
落下防止のため、ご使用の際はウェブカメラがしっかりと固定されているかどうかをお確かめください。
湿度が高い所、極端に高温や低温の場所、マグネットの近くなど地場が発生する場所には置かないでください。
レンズの表面に触らないでください。汚れた場合は綿棒やレンズクリーニングペーパーを使用してふき取って
ください。汚れを取り除くことが困難な場合でも腐食性のある物は使用せず、研磨剤なしのクリーナーを使用
してください。
強い衝撃を与えないでください。
過熱しないでください。
分解や改造、修理をしないでください。
以下のような場合は直ちに使用を中止し、サポートセンターにご連絡ください。
ー発熱している
ー煙が出ている
ー異臭がする
ー変形している
コネクターは濡れた手で抜き差ししないでください。
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だ モニターの上
デスクの上 平らな場所

1. USBケーブルをお使いのコンピューターのポートに差し込みます。必要に応じて、USB-C ＆ USB-Aアダプ
タ（別売）をお使いください。


