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取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書

保証書添付

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。●本機の性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読みください。お読みになった後は、保証書付ですので大切に保管し必要に応じてご利用ください。●保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるかを必ずお確かめください。●写真及びイラストは、実際の製品と異なる場合がございます。●本製品のデザイン、仕様は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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はじめにこの度は当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。本取扱説明書の最終ページに製品保証書が付いております。本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。セット内容以下が揃っているかを確認してください。不足品がありましたら弊社までお問い合わせください。また、改良のため予告無く製品内容が変更されることもありますので予めご了承ください。※※※※レンズ部には保護フィルムが装着されているので、赤いタグを持ちはがしてください。レンズ部には保護フィルムが装着されているので、赤いタグを持ちはがしてください。レンズ部には保護フィルムが装着されているので、赤いタグを持ちはがしてください。レンズ部には保護フィルムが装着されているので、赤いタグを持ちはがしてください。●microSDカード８ＧＢ class10 ×1●取扱説明書 ×1
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●本体 ×1●車載用シガー電源アダプター（3.0ｍ） ×1●ＵＳＢケーブル（80ｃｍ） ×1●取付ステー ×1
本体 ＵＳＢケーブルシガー電源アダプター

取扱説明書microSDHCカードＣｌａｓｓ10取付ステー 8GB8GB

microSDHCmicroSDHC



安全上のご注意安全上のご注意安全上のご注意安全上のご注意製品本体および取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。下記の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。表示 表示の意味
危険

この表示を無視し取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷(*1)を負う可能性が高いことを示します。
警告

この表示を無視し取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されることを示します。
注意

この表示を無視し取扱いを誤った場合、人が傷害(*2)を負う、又は物的損害(*3)の発生が想定されることを示します。
図記号の意味

*1 :重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、骨折、中毒、感電などの後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。*2 :傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。*3 :物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。
図記号 は、禁止(やってはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。● は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。△△△△ は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

●運転中は本製品を操作したり、本製品の液晶画面は見ないでください。 事故の原因となります。運転中は液晶画面をオフにしてください。本製品を操作する場合は、安全な場所に停車してから行ってください。●運転操作に支障がない場所に本製品の取付や電源コードの設置を行なってください。 設置場所は運転の視界のさまたげにならないか確認してください。電源コードがハンドル等に絡まないよう、配線の取り回しを行なってください。●シガー電源コードが傷んだり、プラグが発熱したりしたときは、すぐに電源を切り、プラグが冷えたのを確認してから抜くこと そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店またはサポートセンターにご相談ください。

■表示の意味■表示の意味■表示の意味■表示の意味 ■図記号の意味■図記号の意味■図記号の意味■図記号の意味
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使用するとき

●高温になる場所で長時間放置及び使用しない 直射日光の当たる場所・閉め切った車内、ストーブのそばなどに放置しないでください。火災・感電の原因および破損、部品の劣化となることがあります。ご使用後は取り外し日陰などのところで保管してください。



使用するとき
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●修理・分解・改造しないこと 火災・感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店またはサービスセンターにご依頼ください。分解禁止●内部に異物を入れないこと 針やクリップなどの金属類、紙などの燃えやすいものが内部に入った場合、火災や感電の原因となります。異物挿入禁止●水に濡らしたりしないこと 火災・感電の原因になります。飲み物をこぼしたりしないでください。水ぬれ禁止●液晶画面の破損により液体が漏れてしまった場合、液体を吸い込んだり飲んだりしないこと 中毒をおこすおそれがあります。万一、目や口に入った場合は、水で洗い医師の診察を受けてください。禁止
設置するとき●フロントガラスの上部20％、ドライバーから見てルームミラーの影になる位置が目安です フロントガラスの汚れを落とし、ブラケットの吸盤を押し当てながら固定レバー押してしっかり固定させます。しっかり固定させないと本機が落下して、けがをしたり、故障の原因となります。禁止※フロントガラスへの取付は、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されます。運転者の視界の妨げにならないように、フロントガラスの上部より20%以内のところに取付してください。その際ミラーと干渉しない場所及び、ワイパーのふき取り範囲内に取付してください。※地デジやＥＴＣのアンテナ近くには、取付しないでください。※ＧＰＳ機能を持つ製品や、ＶＩＣＳ受信機の近くには取付しないでください。誤作動を起こす可能性があります。※衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや、防眩ミラーのセンサーなどがルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付してください。



シガーアダプターについて

●シガーアダプターをシガーソケットから抜くときは、コードを引っ張って抜かないこと コードを引っ張って抜くと、コードやアダプターが傷つき、火災・感電の原因となります。アダプター本体をを持って真っ直ぐ抜いてください。指示

●シガーアダプターを 分解、改造、修理しないこと 火災・感電の原因となります。分解禁止● シガーアダプターは付属のものを使用すること 禁止 指定以外のシガーアダプターを使用すると、火災・故障の原因となります。
指示●アダプターのコードは傷付けたり、加工したり、加熱したりしないこと・引張ったり、重いものをのせたりはさんだりしないこと・無理に曲げたりねじったり束ねたりしないこと 火災・感電の原因となります。

●ぬれた手でアダプターを抜き差ししないこと 感電の原因となります。指示
●シガーアダプターはDC12V～24V対応です。電源変換器は使用しないこと 禁止 電圧変換器（DC-DCコンバータ）を使用すると故障の原因になることがありますのでご使用にはならないでください。
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指示●シガーソケット内の汚れを取り除く シガーソケット内に汚れが付着している場合は、製品動作が不安定になる場合があります。



本製品について●ドライブレコーダーは事故を防止する装置ではありません。●すべての状況において映像の記録を保証するものではありません。●本機の録画映像は事故等の証拠として効力を保証するものではありません。●本機の故障や使用によって生じた損害、記録された映像やデータの消失・損傷・破損による損害については弊社は一切その責任を負いません。●本機で録画・撮影した映像は使用方法によっては非撮影者の肖像権・著作権・プライバシーなどの権利を侵害する場合がありますが弊社は一切の責任を負いません。●ＬＥＤ式信号機は点滅して撮影される場合や色の認識ができない場合があります、そのような場合は前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。それにより発生した損害については弊社は一切の責任を負いません。●運転者は走行中液晶画面等注視したり、機能操作はしないでください。走行中は画面をオフにしてください。本機を操作する場合は安全な場所に停車させてから行なってください。●microSDHCカードは消耗品です、定期的に新しい物と交換してください。microSDHCカードの性質上、書き込み回数など製品寿命があります。新しいmicroSDHCカードをご使用になる時は、フォーマットを行なってからご使用ください。本製品に同梱されているカードはフォーマットをしてあるので、そのままご使用できます。●静電気や電気ノイズ、水に濡らしたりした場合、長期間使用しなかった場合など録画・撮影されたデータが破損する恐れがあります。●すべてのmicroSDHCカードの動作を保証するものではありません。
<<<<<<<<内蔵コンデンサーについて内蔵コンデンサーについて内蔵コンデンサーについて内蔵コンデンサーについて>>>>>>>>※※※※炎天下の車内や直射日光の強いところなど、炎天下の車内や直射日光の強いところなど、炎天下の車内や直射日光の強いところなど、炎天下の車内や直射日光の強いところなど、高温になる場所に放置しないでください。高温になる場所に放置しないでください。高温になる場所に放置しないでください。高温になる場所に放置しないでください。ご使用後は取外して、日陰などの場所で保管してください。ご使用後は取外して、日陰などの場所で保管してください。ご使用後は取外して、日陰などの場所で保管してください。ご使用後は取外して、日陰などの場所で保管してください。
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1111．．．．本体各部名称・機能本体各部名称・機能本体各部名称・機能本体各部名称・機能

本体の各部名称・機能本体の各部名称・機能本体の各部名称・機能本体の各部名称・機能本体各部の名称
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※画像が実物と異なる場合があります。
①. 取り付けステー部②. 電源ボタン③. メニューボタン④. モード切替ボタン⑤. 「▲」、「▼」選択ボタン⑥. 決定ボタン⑦. 液晶画面（2.4インチ）⑧. 電源ランプ

⑨. miniUSBポート（本体上面）＊：DCシガー電源専用⑩. カメラレンズ⑪. ＭｉｃｒｏSDHCカード挿入口（本体側面）⑫. 内蔵スピーカー⑬. 内蔵マイク⑭. リセットボタン穴（本体下部）

①

④

③

⑤

⑥

⑦

②

⑫

⑩

⑪（側面）

⑨（上面）

⑬

⑧

⑭（下部）



本体の各部機能

h /-゛ |

No.No.No.No. 名称 表示 機能①①①① 取り付けステー部 - 付属の取付ステーを本体に装着します②②②② 電源ボタン 電源 本体の電源をオン/オフできます。③③③③ メニューボタン メニュー ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。再度、押すと元の画面に戻ります。（録画中は機能しません。）長押しで「動体検知」機能をオンにすることができます。④④④④ モード切替ボタン モード 動画/静止画/再生（動画/静止画）の各モードを切替えることができます。⑤⑤⑤⑤ 選択ボタン ▲/▼ メニュー/サムネイル時：選択ボタン静止画撮影時：ズームボタン⑥⑥⑥⑥ 決定ボタン 決定 メニュー選択決定ボタン/録画時の停止ボタンカメラの撮影ボタン/動画再生ボタン機能です。⑦⑦⑦⑦ 液晶画面 - 2.4インチTFT液晶パネル部です。汚したり、傷つけないように取扱いください。⑧⑧⑧⑧ 電源ランプ - 電源ランプ機能です。⑨⑨⑨⑨ miniUSBポート DCシガー用の専用インターフェイスです。PCとの接続はできません。⑩⑩⑩⑩ カメラレンズ - 撮影用のカメラレンズ部です。汚したり、傷つけないように取扱いください。⑪⑪⑪⑪ MicroSDHCカード挿入口 付属のmicroSDHCカードを挿入します（Ｃｌａｓｓ 10以上）⑫⑫⑫⑫ 内蔵スピーカー ---- 内蔵スピーカー機能です。⑬⑬⑬⑬ 内蔵マイク ---- 内蔵マイク機能です。⑭⑭⑭⑭ リセットボタン（穴） RESET 画面が再起動しないなど、リセットボタンをピンで押して再起動させる事ができます。
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２．本体の準備及び接続２．本体の準備及び接続２．本体の準備及び接続２．本体の準備及び接続

microSDHCmicroSDHCmicroSDHCmicroSDHCカードの装着カードの装着カードの装着カードの装着本製品には、本製品には、本製品には、本製品には、8888ＧＢＧＢＧＢＧＢ microSDHCmicroSDHCmicroSDHCmicroSDHCカード（Ｃｌａｓｓ１０）がカード（Ｃｌａｓｓ１０）がカード（Ｃｌａｓｓ１０）がカード（Ｃｌａｓｓ１０）が1111枚付属されています。枚付属されています。枚付属されています。枚付属されています。動画や静止画を撮影するためのものです、各機能の設定後電源がオフの状態で本製品にmicroSDHCカードを装着してからご使用ください。また、市販のmicroSDHCカードをご使用するときは8ＧＢ～64ＧＢ（Ｃｌａｓｓ10以上）のものをご用意ください。※付属のmicroSDHCカードは、フォーマットされていますのでそのままご使用できますが、市販のmicroＳＤＨＣカードを使用する時は、一度フォーマット作業を行ってから使用してください。
microSDHCカード挿入口

microSDHCmicroSDHCmicroSDHCmicroSDHCカードの向きに注意してカチッという音がするまでツメでカードの向きに注意してカチッという音がするまでツメでカードの向きに注意してカチッという音がするまでツメでカードの向きに注意してカチッという音がするまでツメで押し込んで装着ください。押し込んで装着ください。押し込んで装着ください。押し込んで装着ください。＊：＊：＊：＊：MicroSDHCMicroSDHCMicroSDHCMicroSDHCカードの端子面が本機の液晶パネル側になります。カードの端子面が本機の液晶パネル側になります。カードの端子面が本機の液晶パネル側になります。カードの端子面が本機の液晶パネル側になります。

取り外す際は、ツメでカードをカチッと音がするまで押し込み指をはなします。取り外す際は、ツメでカードをカチッと音がするまで押し込み指をはなします。取り外す際は、ツメでカードをカチッと音がするまで押し込み指をはなします。取り外す際は、ツメでカードをカチッと音がするまで押し込み指をはなします。カードが少し出てきますので、まっすぐ引き抜きます。カードが少し出てきますので、まっすぐ引き抜きます。カードが少し出てきますので、まっすぐ引き抜きます。カードが少し出てきますので、まっすぐ引き抜きます。
-8-



車両のフロントガラスに、同梱の取付ステーを使用して取付てください。車両のフロントガラスに、同梱の取付ステーを使用して取付てください。車両のフロントガラスに、同梱の取付ステーを使用して取付てください。車両のフロントガラスに、同梱の取付ステーを使用して取付てください。フロントガラスへの取付は、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されます。運転者の視界の妨げにならないように、運転者の視界の妨げにならないように、運転者の視界の妨げにならないように、運転者の視界の妨げにならないように、フロントガラスの上部よりフロントガラスの上部よりフロントガラスの上部よりフロントガラスの上部より20%20%20%20%以内のところに取付してください。以内のところに取付してください。以内のところに取付してください。以内のところに取付してください。その際ミラーと干渉しない場所及び、ワイパーのふき取り範囲内に取付してください。※地デジやＥＴＣのアンテナ近くには、取付しないでください。※ＧＰＳ機能を持つ製品や、ＶＩＣＳ受信機の近くには取付しないでください。誤作動を起こす可能性があります。※衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや、防眩ミラーのセンサーなどがルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付してください。
取付位置について取付位置について取付位置について取付位置について

上部上部上部上部20202020％以内％以内％以内％以内
取付位置イメージ図

取付方法取付方法取付方法取付方法
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本体に取付ステーを装着します。本体に取付ステーを装着します。本体に取付ステーを装着します。本体に取付ステーを装着します。①本体カメラ側上部と取付ステー下部の溝を合わせ挿入し、そのまま横方向にスライドさせて取付してください。



シガー電源アダプターを本体に接続します。シガー電源アダプターを本体に接続します。シガー電源アダプターを本体に接続します。シガー電源アダプターを本体に接続します。

②フロントガラスにシール貼り付け面を押し当てます。③ヒンジでカメラの角度を調整して、固定ナットを締めて固定します。※フロントガラスの汚れ等をきれいに拭いてからステーのシール面を押し当ててください。※固定後、落下しないようしっかり取付されているか確認をしてください。ヒンジ・ヒンジ固定ナット
電源接続方法電源接続方法電源接続方法電源接続方法①本体側面にあるminiUSBポートに、付属のシガー電源アダプターを接続します。

車両のシガーソケットへ
②運転操作に支障をきたさないよう、電源コードの取り回しには注意して行なってください。③車両側のシガーソケットへの接続が終わったら、エンジンをかけ通電を確認してください。自動的に本体の電源がオンになり、画面が表示され自動的に録画を開始します。④エンジンをストップして、シガーソケットからの電源が遮断されると、本体の電源は自動的にオフになります。※一部車種では、エンジンをストップしてもシガーソケットに通電したままの車種もあります。その場合は、シガーソケットからシガー電源アダプターを抜いてください※手動で本体電源のオン/オフを行なう場合は、背面の電源ボタンを押してください。
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miniUSBポート（DCシガー専用）

フロントガラス



3333．使用方法．使用方法．使用方法．使用方法ご使用の前に、録画ご使用の前に、録画ご使用の前に、録画ご使用の前に、録画////カメラカメラカメラカメラ////再生の各モードの設定を行なってください。再生の各モードの設定を行なってください。再生の各モードの設定を行なってください。再生の各モードの設定を行なってください。■ドライブレコーダー使用時の各機能切り替え設定について■ドライブレコーダー使用時の各機能切り替え設定について■ドライブレコーダー使用時の各機能切り替え設定について■ドライブレコーダー使用時の各機能切り替え設定について本機の起動後、「モード切替」ボタンを押下で、下記のモードに切り替わります。「動画撮影モード」→「静止画撮影モード」→「再生モード（動画）」→「再生モード（静止画）」

ご使用になるモードに切り替えした後に、「メニュー」ボタンを押下すると、各機能設定メニュー画面を表示することができます。また、各モードの機能設定画面が表示された状態で、「モード切替」ボタンを押下すると、各モードの「機能設定」メニューの他に「全般設定」メニューが表示されます。各機能設定メニューは「▲/▼」ボタンで移動でき、「決定」ボタン押下で設定項目の選択をすることができます。「各種設定」メニューから戻る時は、「メニュー」ボタンを押下すると、前の画面に戻ることができます。
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■ドライブレコーダーの各種機能設定について■ドライブレコーダーの各種機能設定について■ドライブレコーダーの各種機能設定について■ドライブレコーダーの各種機能設定について
「全般設定」メニュー



動画動画動画動画////静止画静止画静止画静止画////再生モード時の設定項目再生モード時の設定項目再生モード時の設定項目再生モード時の設定項目

h /-゛ |
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ご使用になるモードに切り替えした後に、本体側面の「メニュー」ボタンを押下すると、機能設定メニュー画面を表示することができます。各機能設定メニューは▲▼ボタンで移動でき、「決定」ボタン押下で設定項目の選択をすることができます。「各種設定」メニューから戻る時は、「メニュー」ボタンを押下すると、前の画面に戻ることができます。 初期値 説明＊＊＊初期値 説明＊初期値 説明音量 5 再生時の音量を設定することができます。＊＊＊

動画設定モード解像度 1080ｐ　FHD 録画画像の解像度を設定することができます。720ｐ　HDVGA音声録音 オン マイクの使用を設定することができます。オフGセンサー設定 オフ Gセンサーの感度を設定をすることができます。高中低静止画設定モード解像度 3M０～10一つ削除 記録データー消去方法を設定することができます。静止画を撮影する解像度を設定することができます。2M1.2MVGA再生設定モード保護 保護 記録データーの各種保護方法を設定することができます。保護解除全保護全保護解除再生フィルタ選択 常時録画 再生するファイルを指定することができます。Gセンサー記録動体検知消去 全て削除



全般設定モード時の設定項目全般設定モード時の設定項目全般設定モード時の設定項目全般設定モード時の設定項目

h /-゛ |

-13-

全般設定モードはいずれかの機能設定メニューから「モード切替」ボタンで移動して表示させることができます。各機能設定メニューは▲▼ボタンで移動でき、「決定」ボタン押下で設定項目の選択をすることができます。初期値 説明＊日時 日時を設定することができます。＊＊＊＊＊＊バージョン 本製品のバージョン情報を表示することができます。
共通設定モード操作音 オン 操作音の設定をすることができます。オフYYYY/MM/DD HH:MM:SS言語 日本語英語中国語

3分フリッカレス 50Hz フリッカの設定をすることができます。60Hz動体検知設定 オフ 動体検知の感度を設定することができます。低 製品を工場出荷値に戻すことができます。戻るフォーマット はいいいえ設定初期化 実行中高画面自動オフ オフ 待機時の液晶画面表示オフの設定することができます。1分



h /-゛ |
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録画モード表示画面録画モード表示画面録画モード表示画面録画モード表示画面 動画モードアイコン
録画時間

画面サイズ（解像度） microSDHCカード挿入状態
日付/時刻・ 動画撮影モードでの録画可能時間は各画質モードにより異なります。＊：録画可能時間はあくまで目安の値です。撮影条件によりデーターの圧縮率が異なるために、録画可能時間は減ることがあります。
・Ｇセンサーが感知すると 自動的に表示されます。・動体検知は「メニュー」ボタンを長押しで有効にすることができます。・動体検知をオンにすると、Ｏｋボタンを押した手動での録画はオフできません。常に変化を検知するため、オフにしても直ぐに撮影を開始します。

録画状態表示

動画録画サイズ 録画枚数（８G使用時）１９２０ｘ１０８０ 53分１２８０ｘ７２０ 102分６４０ｘ４８０ 530分



カメラモード表示画面カメラモード表示画面カメラモード表示画面カメラモード表示画面 カメラモードアイコン
ズーム倍率

解像度モード
microSDHCカード挿入状態

・カメラモードでの撮影可能枚数は各画質モードにより異なります。＊：撮影可能枚数はあくまで目安の値です。撮影条件によりデーターの圧縮率が異なるために、撮影可能枚数は減ることがあります。

・設定した日付/時刻は画面には表示されません、撮影して保存した画像には表示されます。
-15-

静止画録画サイズ 撮影枚数（８G使用時）３M 720枚２M 900枚１．２M 999枚VGA 999枚



再生表示画面再生表示画面再生表示画面再生表示画面

・▲▼ボタンを押すと、記録された画像をスクロールして順次表示します。・保護された映像/画像には このアイコンが画面に表示されます。
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再生モードアイコン
録画記録時間日付/時刻

SDカード内のデーターファイル名

データファイルの格納状態についてデータファイルの格納状態についてデータファイルの格納状態についてデータファイルの格納状態についてデーターは全てSDカードの中に保存されます。SDカード内の構造は以下の仕様です。＊：動画ファイル（拡張子MOV）と静止画ファイル（拡張子JPG）です。＊：ファイル上からデータ保護でロックされた状態は判別できません、ドライブレコーダー本体での再生表示でご確認ください。＊：SDカードの構造の管理比率は固定で変更することはできません。フォルダー名 管理比率data -Nomal 70% 標準データEvent 20% 緊急データMotion 5% 動体検知データPhoto 5%
対象ファイル動画静止画データ

SDカード内データ管理構造管理ファイル



ＰＣとの接続についてＰＣとの接続についてＰＣとの接続についてＰＣとの接続について本機と本機と本機と本機とWindowsWindowsWindowsWindowsＰＣをＵＳＢケーブルで接続すると、ＰＣをＵＳＢケーブルで接続すると、ＰＣをＵＳＢケーブルで接続すると、ＰＣをＵＳＢケーブルで接続すると、microSDHCmicroSDHCmicroSDHCmicroSDHCの録画の録画の録画の録画////撮撮撮撮影した画像確認をすることができます。また、本体へ電源供給し使用する影した画像確認をすることができます。また、本体へ電源供給し使用する影した画像確認をすることができます。また、本体へ電源供給し使用する影した画像確認をすることができます。また、本体へ電源供給し使用することもできます。こともできます。こともできます。こともできます。
PCとの接続画面との接続画面との接続画面との接続画面本体の電源をオフにして、本体のminiUSBポートとPCのUSB端子を接続すると、本体画面に下記の画面が表示され、選択するとそれぞれのモード画面になります。

USB接続時の各モードについて■SDカード情報：本モードを選択すると、接続したパソコンから本機のメモリ（SDカード）内に格納されたデータフォルダやファイルを見ることができます。■電源モード：本モードを選択すると、接続したパソコンから本機に電源を供給するモードになります。操作できる機能は車載時のDCシガー電源供給時と同じです。

本機の各操作モード画面へ
WindowsOSのフォルダディレクトリ画面へ
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4444．注意すべき内容．注意すべき内容．注意すべき内容．注意すべき内容①Ｇセンサーは、車体が衝撃を受けた時に、自動的に録画中のファイルを保護する機能です。Ｇセンサーの感度は高/中/低/オフから選択できます。②microSDHCカードに保存されたデータは基本設定モードのメニューで「フォーマット」をおこなうと、保護されているファイルも全て消去されますので注意してください。③周波数を変更しても、ＬＥＤ式信号機を録画/撮影した場合。信号が点滅・消灯して映ることがあります。これはＬＥＤ信号の同調によるもので故障ではありません。④本機は内蔵バッテリーを搭載していません。車載環境の瞬断（数秒レベル）の対応のみで、コンデンサーの帯電容量が少なくなると、録画中でも自動的に液晶画面を消し、本体の電源を遮断します。そのために、車両の状態によっては、本機への電力供給が十分に確保されない環境でのドライブレコーダー機能は保証できません。⑤リセットスイッチは、本製品が動作しなくなったり誤作動を起こした際は本体のリセットスイッチを先の細いもので押して、本体のシステムを再起動してください。リセットスイッチを押しても、設定や記録された映像は消去されません。⑥万一のデータ消失に備え、必要なデータはＰＣに保存することをお勧めします。⑦Ｇセンサーの感度設定は衝撃の目安です。状況により動作を保証するものではありませんのでご了承ください。⑧本体の汚れ等は、軟らかい布で乾拭きしてください。水や洗剤、液体は使用しないでください。液晶画面は強く押したりしないでください、破損の原因となります。⑩カメラ撮影時の撮影可能枚数は、画面サイズを変えても999枚が管理上の上限です。実際はSDカードの容量により少なくなる場合があります。⑪録画の場合はファイルがいっぱいになると、上書きを行います。必要なデータはＰＣなどへ保存してください。
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5.5.5.5.主な仕様主な仕様主な仕様主な仕様

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
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製品名称製品名称製品名称製品名称 ドライブレコーダー　KH-DR120電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧 入力：DC12V～24V（DC5V/１A）消費電力消費電力消費電力消費電力 2.4Ｗ動作温度範囲動作温度範囲動作温度範囲動作温度範囲 -１０℃～60℃モニターモニターモニターモニター 2.4型　TFT液晶パネルカメラセンサーカメラセンサーカメラセンサーカメラセンサー 200万画素レンズ画角レンズ画角レンズ画角レンズ画角 対角：132°　水平：10２°　垂直76°ズーム倍率ズーム倍率ズーム倍率ズーム倍率 １～４倍（0.1ステップ）GセンサーGセンサーGセンサーGセンサー オフ/低/中/高記録媒体記録媒体記録媒体記録媒体 microSDHCカード（クラス10以上推奨/容量8～64GB）記録方式記録方式記録方式記録方式 通常/手動記録形式記録形式記録形式記録形式 動画：MOV、静止画：JPEGフレームレートフレームレートフレームレートフレームレート 30fpsループ録画機能ループ録画機能ループ録画機能ループ録画機能 機能選択なし（ループ録画時間：1分間固定）動体検知機能動体検知機能動体検知機能動体検知機能 オフ/低/中/高音声録音音声録音音声録音音声録音 オン/オフ操作音操作音操作音操作音 消音～10（10ステップ）スピーカースピーカースピーカースピーカー １W/8ΩUSB端子USB端子USB端子USB端子 miniUSB内蔵バッテリー内蔵バッテリー内蔵バッテリー内蔵バッテリー コンデンサ外形寸法外形寸法外形寸法外形寸法 本体：81x51x39ｍｍ　重量重量重量重量 本体：７0ｇ



6.6.6.6.故障かなと思ったら故障かなと思ったら故障かなと思ったら故障かなと思ったら状態 考えられる原因
電源が入らない ・シガー電源アダプターが正しく装着されているか確認してください。・シガーソケット内が汚れていたりすると、正しく給電されない場合があります。清掃を行なってください。・本機はバッテリーを搭載していません。コンデンサーの保持されている電力は瞬電時ののみ保証のです。電源を接続して使用してください。撮影ができない ・撮影可能枚数の限界に達していないか確認してください。カードエラーと表示する ・microSDHCカードが正しく挿入されているか確認してください.・microSDHCカード内の記録映像等ＰＣへ保存してから、フォーマットしてください。カードがありませんと表示する ・本機にmicroSDHCカードを挿入してください。フォーマットカードが必要です ・microSDカードをフォーマットしてください。ファイルがいっぱいです ・microSDHCカード内のデータをＰＣへ保存して消去してから、再度本体に挿入してください。動作しなかったり、誤作動を起こす ・本体下部のリセットボタンを、先の細いもので押し本体を再起動させてください。
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