
설명서들어가기

本製品のデザイン及び仕様は、改良のため、予告なしに変更することがあります。
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本製品をご使用になる前に

本製品をご使用になる前に必ず本マニュアルをお読みください。

本製品のマニュアルは製品リリース後のファームウェアのアップデートによって、一部の内容が変更されることがあります。

本機器は業務用（Ａ級）として電磁波適合登録を受けた機器になります。家庭以外の場所で使用することを目的としていますので、ご
注意ください。

製品案内

本製品は自動車の走行映像を記録するための補充装置です。
本製品は使用環境によって映像や音声が収録されないことがあるため、あくまでも走行映像を確認するための参考として、ご活用くだ
さい。

製品番号

1) 製品固有のシリアル番号です。
2) 製品の上面に貼り付けております。
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製品の特徴

カメラセンサー、レンズ: カメラセンサー2Megapixel Resolution 
(1600HX1200V)  カメラレンズ 6GLASS 適用

視野角度: 最大120°（対角）・最大70°（垂直）

解像度 : HD級高品質録画の解像度
1ch: 1280x720, Max:30fps ・ 2ch（リアカメラ使用

時）: 正面 1280x720, Max:20fps,バック 640X480, Max:10fps 

録画方式: 連続録画機能
-常時録画: 1分サイズの録画ファイルを連続作成
-イベント(衝撃)録画 : 衝撃発生10秒前、衝撃発生後10秒録画
-手動録画 : ボタンを押す時点から最大50秒録画
-駐車モード(モーション録画) :変動発生10秒前、発生後10秒録画

バックアップ電源内蔵(Super Cap)
- 電源が切れても最後の録画データを安全に保存

3軸衝撃センサー（ G-SENSOR)を内蔵して、外部衝撃による録画ファ
イルを別途に保存

高性能マイクロフォン内蔵
- 映像録画と同時にコントロール可能な音声データも録音可能

(初期設定は“音声消し”状態です。)

２色の動作LED 装着
-製品の動作状態を表示する２色の高輝度LED内蔵

点灯式セキュリティLED 装着
- セキュリティLED の装着によって警告、盗難防止及びインテリア効果

RTC(REAL TIME CLOCK)内蔵
- 日付及び時間単位の録画ファイルを作成

スピーカー内蔵
- スピーカー内蔵で、機器の作動状態を音声によって案内

自由に方向変更可能なサポート台を使用
-車両に取り付けた後、自由に撮影方向の調整が可能
-左/右360度回転、上/下140度回転可能

音声案内機能
-動作状態及びエラー内容を音声で案内します。
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安全上のご注意

本製品のユーザーマニュアルは製品のより便利な利用と安全運転に役立つことを目的に作成しております。
製品をご使用になる前にユーザーズマニュアルを十分にご理解していただいた上で、お使いください。

安全運転のため、取扱説明書を必ずお読みください。
運転者と使用者の財産上の損害を防止するために、必ずお守りください。

警告事項

製品の取り付け位置を変更するとカメラの角度が変更されることがありますので、製品取り付け後、カメラの角度を調整し
たうえで、録画された映像をご確認ください。
誤った位置に取り付けた場合、正常に録画が行われないことがあります。

録画時に妨げにならないよう、カーフィルムの色を濃くしないでください。
カーフィルムの着色状況によって映像のホワイトバランスが変わります。

最高の画質を確保するため、フロントガラスを常にきれいにしてください。

本製品はカメラで走行映像を記録する装置として、トンネルに入る時、被写体の光と陰影の対比、逆光の強い昼間、光のな
い夜などには映像の画質低下を招くことがあります。

大事故によって製品本体が破損されたり、電源が落ちた場合、事故当時の映像が録画されないことがあります。

ドライブレコーダーのレンズに汚れ（指紋）がある時、録画映像に影響を与える恐れがありますので、レンズを常にきれいにし
てください。
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ご注意

製品使用時の推奨温度は-10℃～60℃です。
夏と冬にはトラブルが発生する恐れがありますので、推奨温度を維持してください。

-10℃以下又は60℃以上の温度での製品の使用は誤動作の発生又は製品故障の原因となります。製品を使用していないときで
も保管温度に気を付けてください。

高温多湿の場所では使用しないでください。
雨や飲み物などで濡れて、修理不能な故障が発生した場合は、弊社では責任を負いかねます。

製品のボタンに過度に力を加えるような操作は避けてください。
製品故障の原因となります。

化学物質、洗剤などで製品を拭かないでください
柔らかい布で軽く拭いてください。

製品を分解したり、落下するなどの衝撃は避けてください。
破損及び故障の原因となります。
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ご注意

運行中の製品操作はおやめください。
車両運転中の操作は事故の原因となります。

製品は必ず運転者の視野の妨げにならない場所に取り付けてください。
事故の原因となります。

当社製品以外の装置、周辺機器については互換の責任を負いかねます。
これによる製品故障はユーザーご自身の責任となります。

製品及びケーブルなどに異物が入らないように保管・管理してください。
異物が入った場合、誤動作の発生又は動作しない恐れがあります。

製品の調子が悪いと疑われる場合、作動に何らかの不具合がある場合、直ちにサービスセンターに連絡し、正しい処置を受
けてください。そのまま使用を継続する場合、症状がさらに悪化し、正常にアフターサービスを受けられなくなる場合があ
ります。

製品を長時間取り付けて使用した場合や振動の激しい道路等の運行環境で使用する場合には、製品の取り付け位置やカメラ
の角度をよく確認してください。
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製品使用上のご注意

本製品を使用する場合、次の注意事項を十分にご理解した上ご使用になりますと、不注意による製品の故障を避けることができます。
次の事項をよくお読みください。

注意事項

製品を初めて使用する場合、先に、必ず5分ほど撮影し、映像が完全に保存されるかを確認してください。
映像を正常に録画するためにはメモリー及び製品の不具合、設定の間違いを確認する必要があります。

Micro SDカードにその他のファイルを保存しないでください。
誤動作の原因となり、録画が出来なくなったり、録画容量に影響を与える恐れがあります。

製品の電源が完全に落ちる前にMicro SDカードを引き抜くことはおやめください。
車の始動終了後、LEDが消灯する前にMicro SDカードを引き抜きますと最後の録画ファイルが保存されません。

正常に録画を行うためにはMicro SDカードの容量を常に300MB以上維持できるように管理してください。
Micro SDカードの空き容量が少ない場合、正常に録画が行われない恐れがあります。

Micro SD カードを定期的（２週間に1度）にフォーマット（初期化）をしてご使用ください。
Micro SD カードの特性として、録画エラー防止と安全性向上のために Micro SDカードを定期的にフォーマット（初期化）する
ことをお願いします。

本製品に付属された Micro SD カードは Class10、MLC タイプのメモリカードです。商品の安定性の為、メーカーから
提供販売しているメモリカードの使用をお勧めし、別途容量の大きいサイズをご購入される場合は、必ず Class10 以上、
MLCまたはSLCタイプのメモリーカードをご使用下さい。 TLCタイプや海外ブランドで多く出回っている偽物や模造品の類を
ご使用されますと誤動作する場合があります。
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ご注意

Micro SDカードは正規品をご使用になるようお願いします。
当社推奨のMicro SD カード以外の Micro SD カードを使用する事により発生された問題については、当社では責任を負いかね
ます。非正規品の Micro SDカードを使用する場合、機能の低下又は録画映像の画質不良などの不具合が発生することがありま
す。

夏の時期にはなるべく涼しい場所に駐車してください。
-室外に長時間駐車する場合、本製品から電源コードを取り外してください。車内部温度の上昇によって、ドライブレコーダー
が正常に作動しづらくなる恐れがあります。
-製品内部の温度が80℃を超えると、自動的に電源を切る回路保護機能が設けられているため、ドライブレコーダーの電源が切
断されることがあります。

駐車録画のため、常時電源ケーブルを接続した場合、車のバッテリーが放電されます。
-老朽車両や長時間連続駐車する車両内ではバッテリーの機能が低下される可能性が高くなります。
- 駐車録画のため、常時電源ケーブルを接続した場合、バッテリーが完全に放電される可能性があります。
- GE12ドライブレコーダーは車両バッテリーの放電を防止するため、駐車時間設定機能と低電圧防止回路を使用し、車のバッ
テリーの完全放電事故を防ぎます。詳細設定については専用ビューワを確認下さい。

Micro SD カードは消耗品であるため、定期的に点検し、管理してください。
- Micro SDカードの無料保証期間は6ヶ月です。6ヶ月以上の Micro SD カードについては当社では責任を負いかねます。
- Micro SD カードを2週間毎にフォーマット化することを推奨いたします。
- フォーマット方法は、音声/録画ボタンを同時に押して5秒立つと自動的にフォーマット化が行われます。なお、ドライブレ
コーダーから定期フォーマット案内音が鳴った後10秒以内に音声ボタンを押すことでフォーマット化が行われます。

Micro SDカードは書き込み・読み取りの寿命がありますので、長時間使用する場合、録画記録エラーが発生することあります。
この場合、頻繁にエラーが出るようでしたら新しい Micro SDカードの購入をお勧めします。寿命切れの Micro SDカードを引
き続き使用することにより発生したデータエラーは当社では責任を負いかねます。
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その他

-端末機に Micro SD カードを押し込む際は差し込む向きを確認してから挿入してください。

-端末機から Micro SD カードを引き抜く場合、スプリングの弾力により、Micro SDカードを弾き出すことがあるため、ご注意く
ださい。

-端末機の動作中 Micro SDカードを引き抜かないでください。 Micro SDカードの認識に不具合を招く恐れがありますので、ご注
意してください。

-ファームウェアアップデート進行中 Micro SD カードを引き抜いたり、外部電源を解除して電源が切れる場合、端末機の故障を
招くことがあるので、注意してください。

-サポート台を取り付ける場合、付着面にある異物などを除去しないまま取り付けますと、付着位置から落下することがあるため
注意してください。

-サポート台付着テープを何度も繰り返して使用することで、接着力が弱くなり、端末機が付着場所から離れやすくなるため注意
してください。

-常時電源を接続して使う場合、常時電源製品取扱説明書を十分にお読みになったうえで、ご使用ください。製品の接続間違いは
端末機の不具合の原因となります。

-夏の時期に太陽光や高温環境に長時間放置しますと、端末機が正常に動作しないことがあります。
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メイン ドライブレコー
ダー本体

製品パッケージの内容

製品パッケージの内容は製品の性能と品質向上のため、予告なしに変更することがあります。

GPS内蔵サポート台 マイクロSDカード
+ アダプター

常時電源３線ケーブル
592896（直電タイプ付属）

クイックマニュアル
(A4 用紙 1枚)

パッケージ内容

ミニ CD マニュアル
専用 Viewer
(直径 約 8cm)

ケーブルフォルダー
ＤＣシガーケーブル

592897（ＤＣシガーソケッ
トタイプ付属）
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製品パッケージの内容

製品パッケージの内容は製品の性能と品質向上のため、予告なしに変更することがあります。

GPS 内蔵サポート台
商品コード 592894

オプション販売品

Ｖ-ＯＵＴケーブル
商品コード 592898

車両用シガーソケット電源コード
商品コード 592897（シガーソケットタイプ付属）

※オプション販売品はパッケージ品には入りませんが、必要な品をオプションでご購入いただくことが可能です。

リアカメラ
商品コード592895

常時電源３線ケーブル
商品コード592896（直電タイプ付属）
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撮影レンズ

製品機能の説明

車両の前方を撮影します.

前面外観

セキュリティLED ドライブレコーダーが車内で作動中で
あることを表示します。

電源フリーボルト
端子

電源を接続する端子です。
(12V~24V)専用ケーブルをご使用ください。

USB 端子 USBを接続する端子です。

マイク 音声を収録するマイクです。

サポート台固定部 サポート台を取り付ける溝です。

スピーカー 音声を出力するスピーカーです。

V-OUT 現在の映像を外部機器に転送する端子

GPS-IN サポート台内臓 GPS アンテナ接続端子

V-IN バックカメラ映像入力端子
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録音LED

製品機能の説明

録音の動作状態をLEDで表示します。

録画LED 録画の動作状態をLEDで表示します。

録音ボタン 録画時、音声録音の有無が選択できます。

録画ボタン 手動録画をご希望の際、ご使用になれます。

SDカードスロット Micro SDカードを入れるスロットです。

バックカメラ 車両の後方を撮影するバックカメラです。

バックカメラ接続
ピン

バックカメラをドライブレコーダー本体に接続し
ます。

背面の外観

バックカメラ

サポート台

RESET ドライブレコーダー機器を起動します。

GPS 接続ピン サポート台のGPSを本体に接続するピンプラグです。

GPS内臓車両取付
サポート台

ドライブレコーダーを車両に固定するサポート台
です。
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Micro SDカードを製品に入れます。

製品の設定方法

Micro SDカードを製品に挿入します。
製品を使用する前に必ず Micro SDカードを入れて使ってください。

製品をサポート台に取り付けます。

ドライブレコーダー本体を車両用サポート台にしっかり取り付けて
ご使用ください。
サポート台にしっかり取り付けていない場合、使用中に本体が脱落
する恐れがあります。

外部GPS アンテナ接続ケーブルをドライブレコーダー本体に接続します。

外部GPSアンテナはサポート台の中に入れております。
サポート台と接続したGPS アンテナ接続ケーブルをドライブレコーダー
左側にあるGPS-IN端子に差し込みます。
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サポート台を自動車のガラスに貼り付けて、しっかり固定してください。

製品の設定方法

サポート台を自動車ルームミラーの後ろに貼り付けることを推奨いたしま
す。
付属の透明テープで自動車のガラスにしっかり貼り付けてください。

注意 ： 地デジアンテナから１５ＣＭ以上離して取付下さい。 近過ぎ
ますとノイズ障害が発生しフルセグがワンセグになる場合があります。

電源をドライブレコーダーに接続します。

電源を接続すると、前方カメラ側のセキュリティLEDランプが点滅します。
後方ボタン上の LED ランプが点灯すると正常に作動し始めます。

ドライブレコーダーの撮影角度を調整します。

映像が保存されているSDカードをコンピューターの専用ビューアープロ
グラムを使って確認する又は、映像入力端子付きモニターに接続して適
切な撮影角度を確認できます。
(V-OUT ケーブル・商品コード592898はオプションです。)
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製品の設置方法

ルームミラー後方部に貼り付けてあるドライブレコーダー
本体

下から見たドライブレコーダー本体の様子

車両の正面から見たドライブレコーダー本体 ドライブレコーダーを取り付けて走行する様子
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赤い 配線BATT(+)

常時電源の接続

電源ケーブルの赤い配線をヒューズボックスまたはオーディオの常時電源
に接続します。
(例: ハザードランプ、室内灯、尾灯など)

黄色い配線 ACC(+)

車両始動時、電源ケーブルの黄色い配線を電源が入るヒューズに接続しま
す。
例 :キーを回した際に電源が入る端子 （ACC・シガーソケット、オー
ディオ )

黒い配線

電源ケーブルの黒い配線をアースの取れる箇所に接続します。

※ 配線のカラーは変更することがあります。

BATT(+)

ACC(+)

GND
オーディオ電源取り出し部

ヒューズ電源取り出し部

アース取り出し部
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5V

VIDEO 端子及び USB 案内

VIDEO IN Plug φ2.5 端子のご案内です。

NC

Video in

GND

V-IN Plug

V-OUT Plug
NC

VIDEO OUT Plug φ2.5 端子のご案内です。

NC

Video out

GND

USB 5PIN VCC

Mini USB 5P用端子のご案内です。

D-

D+

ID

GND
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ドライブレコーダーの起動時のLED表示

起動

車両の電源を入れる、或いは、始動するとドライブレコーダーが起動され
ます。
起動完了後、録画のLEDが青色に点灯し、音声録音モードを選択するか否
かにより、録音LEDが青色に点灯、または消灯します。
起動完了後、“ドライブレコーダーが起動しました。安全運転をお願いし
ます。 ”とボイス案内がコメントされます。
起動中には LEDが RED/BLUE の間で交替に点滅します。

常時録画とは

常時録画とはドライブレコーダーにACC電源が通電されると自動的に録画
が始まる録画方式です。 ACC電源が通電されてから通電OFFになるまでの
全般を録画し、“常時録画”フォルダーに映像と音声を保存します。

常時録画案内

常時録画時の LED の状態

製品の音声LEDと映像LEDとも青色に点灯してオン（音声録音ON ）になる
又は、映像LEDのみがオン（音声録音OFF ）になると、走行中の全部の映
像を撮影して“常時録画”フォルダーに保存します。
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常時録画フォルダーの内容

- Micro SD カードに作成された“常時録画”フォルダーは録画時間順で日付・
時間単位のフォルダーを作成し、作成されたフォルダーの中に期日・時間単位の
ファイルが作成されます。

-常時録画ファイルは撮影開始時点を基準として
“REC_2012_07_12_12_32_56.avi”のファイルを作成し、それぞれ
“年_月_日_時_分_秒”を表示します。

- 常時録画ファイルは1分を単位に作成されます。

- 同じ“日付/時間”の一つのフォルダーに作成されるファイルの数はメモリの容
量によって異なります。Micro SDカードの容量を超える場合、最も先に作成され
たファイル及びフォルダーから順番に削除し、新しい日付/時間のフォルダー及
び録画ファイルを作成します。

常時録画フォルダー案内
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常時録画其の他情報

常時録画動作中の加速度センサー（Ｇセンサー）の感知

- 常時録画の動作中、衝撃が感知されるとイベント録画に転換します。
-イベント録画が動作し始まると衝撃発生の10秒前から発生後の10秒までの
合計20秒のイベント録画ファイルを“イベント録画”フォルダーに保存しま
す。
- イベント録画が始まると案内音が一回鳴り、録画LEDが青色に速く点滅し
ます。

常時録画動作中のボタンの動作

常時録画中、製品の背面にあるボタンを使って機能転換を実現します。

録画ボタン 録画ボタンを押すと手動録画ができます。

録音ボタン
録画と同時に音声を収録するかを選択するボタンです。
LEDが点灯すると録画時の音声収録も同時に行われます。

- 常時録画の動作中、Micro SD カードを取り出しますと録画ファイルが正常に保存されません。
- 故障の原因となりますので、作動中に抜き出すことはおやめください。
- 常時録画動作中電源を切ると正常に映像を保存した後、電源が切れます。
- 電源を切ってLEDランプが完全に消灯するまでにSDカードを抜き出さないでください。

LEDランプが点灯している中は録画ファイルの保存を行っている可能性があります。

常時録画動作中のLEDの状態

ドライブレコーダーの背面にあるLEDランプの色によって動作状態が判断できます。

録画LED 感知によって録画を行う場合、青いランプが一定時間点滅します。

録音LED 青いランプが点灯すると録画と同時に音声収録も行われることを表示します。

常時録画動作中ＳＤカードを抜き出す/電源OＦＦ
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イベント録画の案内

イベント録画の開始

-設定された感知程度によって衝撃発生時、案内音が一回短く鳴り、録画
LEDが点灯してから消灯します。
常時録画から自動的にイベント録画に転換します。

-映像が“イベント”フォルダーに保存されます。

-イベント録画が始まると、開始10秒前から開始後10秒までの20秒間の録画
ファイルを作成します。

-万が一、イベント状況によって電源が切れると直ちに映像を保存し、その
後電源を再接続すると起動し常時録画が行われます。

自動車に衝撃が発生すると加速度センサー(G-Sensor)によって感知され録画中の画像を前10秒後10秒合計20秒を“イベン
ト”フォルダーに転送し保存する機能です。

イベント録画フォルダーの内容

-Micro SD カードに作成された“イベント録画”フォルダーは録画時間順で
日付/時間単位のファイルを作成します。

-イベント録画ファイルは撮影開始時点を基準に
“REC_2012_07_12_12_32_56.avi”のファイルを作成し、それぞれ
“年_月_日_時_分_秒”を表示します。

-“イベント録画”フォルダーに作成されるファイルの数はメモリの容量に
よって異なります。

“イベント録画”フォルダーにさらに録画ファイルが作成できない場合、最
も先に作成されたファイルから順番に削除し、新しい録画ファイルを作成しま
す。
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駐車モードの開始

- 駐車モードは駐車中、ドライブレコーダーの撮影角度範囲内で動きが感知
された場合、一定時間（最大１分間）録画する機能です。

動きがない場合、録画を停止して駐車モードの撮影待機状態に切り替わり
ます。

- 駐車モードは常時電源が接続されたドライブレコーダーのみで作動されま
す。

- 自動車のACC電源がOFFになると30秒後に駐車モードに入ります。

- 動きが感知されてモーション録画が始まると録画LEDが自動的に短く点灯
してから通常点灯に戻ります。

- 動きが感知された時点から最大１分間録画し、連続の動きがある場合、１
分サイズ単位の録画ファイルを連続作成します。

- ACC電源が感知されると10秒後に常時モードに転換します。
(自動車の始動を開始した場合及び電源ポジションがACCになる場合）

駐車モードの案内



제품사용하기

27

駐車モードの案内

駐車録画フォルダーの内容

-Micro SD カードに作成された“駐車録画”フォルダーは録画時間順に
日付/時間単位のフォルダーを作成し、作成されたフォルダーの中に
日付/時間単位のファイルを作成します。

-駐車録画ファイルは撮影開始時点を基準に
“REC_2012_07_12_12_32_56.avi”ファイルを作成し、それぞれ
“年_月_日_時_分_秒”を表示します。

-駐車録画ファイルはそれぞれ1分サイズ単位で作成されます。

-同じ“日付/時間”の一つのフォルダーに作成されるファイルの数はメモリ
の容量によって

異なります。Micro SDカードの容量を超える場合、最も先に作成された
ファイル及びフォルダーから順番に削除し、新しい日付・時間のフォル
ダー及び録画ファイルを作成します。
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駐車モードその他の情報

-駐車モード時、加速度センサーによって衝撃が感知された場合。

駐車モード時、衝撃が感知されると映像LEDが短く点滅してから
点灯し、映像を録画します。録画時間は衝撃感知の前10秒/後10秒、
合わせて20秒間のファイルを生成します。

-駐車モード時、モーションセンサーによって動きが感知された場合。

駐車モード時、前方カメラによって動きが感知されると
自動的に録画が始まります。
作成されたファイルは“駐車録画”フォルダーに保存されます。

-駐車モードに入るとモーションが感知され、感知時点を基準に
感知10秒前から感知後50秒までの計1分間の映像を録画します。

動きが感知された時間から最大1分間（モーション感知前10秒、感知後最大50秒）録画し、
連続の動きがある場合は動きが止まるまで1分ずつ連続して録画ファイルを生成します。
生成された録画ファイルは通常の録画と同じ画素で生成され、録画ファイルは駐車場の
フォルダに保存されます。

駐車モードの案内

駐車録画モード時、衝撃
及びモーションセンサー
が働くと赤の点滅になり
ます。

※ DCシガーソケットから電源を取っている場合は、常時電源が通電されていないため
駐車場録画にはなりません。
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手動録画の案内

手動録画は事故の映像よりは保存したい景色、場所を録画したり、常時録画を手動録画に変えて映像の削除を防止する目的
としてご使用になれます。

手動録画の開始

- 録画ボタンを押すと強制的に手動録画が始まります。
( 音声ボタンがオンになると音声も同時に収録されます。）

- 手動録画を中止したい場合、ボタンを再度押します。

- 映像ボタンを押すと50秒の映像が保存されます。

- “手動録画”フォルダーに保存されます。

- 録画時間を越えると、自動的に常時録画に転換されます。

- 手動録画開始１分後又は、衝撃が感知された場合、手動録画を
終了します。

手動録画中は青の点滅になります。



제품사용하기

30

手動録画案内

手動録画フォルダーの内容

-Micro SD カードに作成された“手動録画”フォルダーは録画時間順に日付/時
間単位のフォルダーを作成し、作成されたフォルダーの中に日付/時間単位の
ファイルを作成します。

-手動録画ファイルは撮影開始時点を基準に
“REC_2012_07_12_12_32_56.avi”ファイルを作成し、それぞれ
“年_月_日_時_分_秒”を表示します。

-手動録画ファイルは合計50秒保存されます。

-“手動録画”フォルダーに作成される最大ファイル数はメモリの容量によって
異なります。“手動録画”フォルダーにさらに録画ファイルが作成できない場
合、最も先に作成されたファイルから順番に削除し、新しい録画ファイルを作
成します。
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付加機能の案内

録音のON/OFF 設定

録音ボタンを押すと録音がON 又はOFFになります。

録音がON になると上端の録音LEDが点灯し、
OFFになるとLEDが消灯します。

メモリーのフォーマット

録画ボタンと録音ボタンを同時に5秒押すと、Micro SD カードのフォーマットが行われます。

- Micro SD カードをフォーマットする前にデータをパックアップすることを推奨します。
Micro SD カードをフォーマットすると保存されたデータが削除され、ファイルは元に戻

りません。

- フォーマット中ドライブレコーダーの電源をOFFにする又は、Micro SDカードを製品から
抜き出しますと製品及びMicro SDカードに深刻なダメージを与える恐れがあります。
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LED 表示/ 案内コメント

状態

起動中 点滅
(RED→BLUE 0.5秒)

録音 LED 音声案内コメント

ドライブレコーダーが起動し
ました。
安全運転をお願いします。

点滅
(RED→BLUE 0.5秒)

録画 LED

点滅
(BLUE 0.5秒)

セキュリティ LED

録音中 消灯 (BLUE) 音声録音を始めます。
音声録音を終了します。

X

常時録画中 なしX

イベント録画中 案内音X

点灯 (BLUE ON)

点滅(BLUE 0.25秒)

手動録画中 手動録画を始めます。
手動録画を終了します。

X

駐車モード 駐車モードを始めます。
駐車モードを終了します。

X

SD カードなし SDカードをご挿入ください。点滅 (RED 0.25秒)

SD カード
フォーマット

SDカード初期化進行中…
SDカード初期化が完了しまし
た。

点滅
(BLUE 0.5秒)

点灯(RED)
モーション感知時点滅

(RED 0.25秒)

点滅 (RED 0.25秒)

点滅 (RED 0.5秒) 点滅 (RED 0.5秒)

点滅
(BLUE 0.5秒)

点滅
(BLUE 0.5秒)

点滅
(BLUE 0.5秒)

点滅
(BLUE 0.5秒)

点滅
(BLUE 0.5秒)

点滅
(BLUE 0.5秒)

点滅
(BLUE 0.5秒)
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ページと目次

PC Viewerの案内 34

PC Viewerの実行 38

PC Viewerの環境設定 43
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PC Viewerの案内

プログラムの設定

CDからインストールした設定ファイルを
ダブルクリックしてプログラムの設定を始めます。

プログラムの設定

プラグラムの位置

PC Viewerの設定プログラムはCDマニュアル内にあります。

AMISTADの設定ウィザードが開始

設定プログラムが始まると次の通りの画面が開きます。
次へボタンをクリックすると引き続き進行されます。
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PC Viewerの案内

設定フォルダーの選択

設定フォルダーを選択して
設定ボタンをクリックします。

AMISTAD の設定

設定状態を表示します。

AMISTAD のパッチ

必需構成項目を設定します。

AMISTAD コーデックの設定

動画再生のためのコーデック
を設定します。

設定完了

設定が終わると完了
ボタンをクリックします。

デスクトップのアイコン確認

設定完了後、画像の通りに
デスクトップにアイコンが
表示されます。
アイコンをダブルクリックして
AMISTADの使用を始めます。
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PC Viewerの案内



뷰어사용하기

PC Viewerの案内

部分名称 部分名称
1. 正面カメラ 正面カメラの映像を表示します。 16. Viewerプログラム情

報
Viewerプログラム情報を画面に表示しま
す。

2. バックカメラ バックカメラの映像を表示します。 17. 画面拡大 映像を大きく拡大します。

3. Google地図 自動車の位置を地図で表示します。 18. インポート 映像の読み込みをするボタンです。

4. 映像スクリーン 映像が再生される範囲です。 19. 停止 映像再生を停止します。

5. タイムスライド 映像の再生時間を表示します。 20. 前のシーン 前のシーンを再生します。

6. 明るさ調整 映像の明るさが調整できます。 21. 1秒前 1秒後のシーンから再生します。

7. ボリューム調整 ボリュームの大きさが調整できます。 22. 再生/ 一時停止 映像を再生する又は、一時停止します。

8. 常時録画 自動車の走行中の映像を録画します。 23. 1秒後 1秒後のシーンから再生します。

9. イベント録画 自動車に衝撃があった場合、映像を録画
します。

24. 次のシーン 次ぎのシーンを再生します。

10. 手動録画 任意で手動モードでの録画が可能です。 25. 倍速調整 映像の再生スピードを調整します。
基本的に1倍又は2倍速で再生可能です。

11. 駐車録画 駐車中の映像を録画します。 26. 車両スピード 車両のスピードを表示します。

12. 映像目次 駐車中の映像を録画します。 27. 復元 ファイルを復元します。

13. バック映像スク
リーン

バックカメラ/グーグルマップの画面が表
示される範囲です。

28. スクリーンキャプチャ 正面とバックカメラの写真をjpgファイルで
保存します。

14. 環境設定 ドライブレコーダーの環境を設定します。 29. 動画の保存 現在再生中の動画をaviファイルで保存し
ます。

15. Gセンサー 加速度センサーの値を画面に表示します。
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PC Viewerの実行

AMISTAD の実行

デスクトップの“AMISTAD”プログラムを実行します。

映像のインポート

映像 Viewer プログラムの映像読み込みボタンをクリックします。

ドライブ選択

映像が保存されているMicro SDカードを選択して確認をクリックします。

映像の再生

目次にあるファイル名をダブルクリックする又は、再生ボタンをクリックする
と映像が再生されます。
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PC Viewerの実行

録画フォルダーの表示

常時録画 / イベント録画 /手動録画 / 駐車録画などのフォルダーを選択して
映像を再生します。上端のタップをそれぞれクリックして再生目次を変更します。
再生目次にはファイル名/ 録画日付 / 映像サイズなどの情報が表示されており
ます。

フルスクリーン表示

映像ビューアープログラムの右側上端にあるフルスクーリンボタンを
クリックすると正面カメラの映像がモニターの全画面表示で再生されます。

正面/バック映像の交替

正面カメラ映像とバックカメラの映像を交替して表示します。
バックカメラタップをクリックすると正面カメラの映像スクリーンにバックカ
メラの画面が表示され、バックカメラの再生スクリーンに正面カメラの映像が
表示されます。

映像の明るさの調整

映像の明るさが調整できます。明るさアイコンの隣にあるスライドバーをド
ラッグすると画面の明るさが調整でき、明るさアイコンをクリックすると明
るさ調整を中止して元の明るさに戻ります。

ボリュームの調整

録音された音声の大きさを調整します。
ボリュームアイコンをクリックして音を消去します。
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PC Viewerの実行

ドライブレコーダーの環境設定

ドライブレコーダーの環境が設定できます。
(詳細事項は環境設定部分をご参照ください。)

Ｇセンサーグラフの表示

G センサーとは、自動車が一定のスピードで運行する途中、上下・左右・
前後の一定以上の衝撃を受けた場合、センサーが感知して自動車に衝撃が
あると判断し常時録画からイベント録画へ映像を転送し保存します。

バージョンの表示

AMISTAD プログラムのバージョンが確認できます。
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PC Viewer実行

画面の拡大

拡大ボタンが新たに表示されます。
拡大窓は、マウスカーソル部分の画面を拡大して表示します。
再生中の映像を大きくしたい時に使えます。

映像の制御

映像を読み込む又は再生するボタンです。

- 映像の読み込み:Micro SDカードに保存された映像を読み込みします。
- 映像の停止:再生中の映像を止めます。
- 前のシーンの再生:再生中の映像の前のシーンを再生します。
- 1秒前に移動:再生中の映像の1秒前のシーンから再生します。
- 再生/一時停止:映像を再生する又は一時停止できます。
- 1秒後に移動:再生中の映像の1秒後のシーンから再生します。
- 次ぎのシーン再生:再生中の映像の次ぎのシーンを再生します。

映像スピードの選択

映像の再生スピードが選択できます。
- 基本倍速は1倍速です。2X ボタンをクリックすると映像が2倍速で再生でき

ます。
- 2倍速時、ボタンの表示は1Xに変わります。ボタンをクリックすると、１倍

速で再生します。
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PC Viewerの実行

スクリ-ンキャプチャ

再生中の映像をスクリーンキャプチャし、JPGファイルで保存できます。
正面カメラとバックカメラの映像を同時に保存できます。

基本ファイル名は、SamplePlayer_front.jpg (正面カメラ),
SamplePlayer_rear.jpg (バックカメラ) として保存され、ファイル名は
ご使用になる方が自由に変更することができます。

動画の保存

再生中の映像をavi ファイルで保存できます。

再生中の動画のみをコンピューターに保存して使いたい時役立つ機能です。



뷰어사용하기
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PC Viewerの環境設定
衝撃センサーの敏感度

衝撃センサーの感度は 低/ 標準 / 高 の中から選択できます。
- 走行時 / 駐車中と分けて設定可能です。
- 基本設定値は標準となっております。

モーションセンサーの敏感度

モーションセンサーの敏感度は低 / 標準 / 高の中から選択できます。
- 駐車時、車両周辺から動きが感知された場合センサーが作動します。
- 基本設定値は標準と設定されております。

駐車モード時の録画時間の設定

車両バッテリーの放電を防止するため、駐車モード時の録画時間の設定が可能です。

- 6/ 12/ 24/ 48時間の中から選択できます。基本設定値は12時間です。

常時電源の電圧調整

常時電源接続時の電圧調整が可能です。

- 11.7V/23.7V と 11.9V/23.9V の中から選択できます。
基本は11.7V/23.7V です。

音声案内の設定

音声録音 / 音声案内/ 衝撃感知時の音声ガイドの設定可能です。

- 音声録音の基本設定値はONになっております。



뷰어사용하기
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PC Viewerの環境設定

キャンセル

設定値を変更しないまま環境設定画面を閉じます。

設定の初期化

設定を変えても最初の設定値に戻れます。
設定初期化ボタンをクリックすると最初の設定値に戻ります。
- 衝撃センサーの基本設定値は “標準”と設定されております。
- モーションセンサーの基本設定値は “標準”と設定されております。
- 音声案内の基本設定値は “ON”と設定されております。
- SDカードの自動初期化のお知らせ周期の基本設定値は“30日”と設定されてお

ります。

保存

設定値の変更を保存してから環境設定画面を閉じます。

保存範囲のパーティション設定

常時録画/イベント録画/駐車録画/手動録画/写真撮影と保存領域が変えられます。
Aタイプ/Bタイプ/Cタイプの中から選択して設定できます。
出荷時標準はAタイプに設定しています。

Micro SD カードの設定初期化

-Micro SD カードの初期化案内
機能を提供しております。案
内

音が鳴ってから10秒以内に録
音ボタンを押すと自動的に初
期化されます。

-SD 初期化ボタンをクリックす
るとユーザーが自由に
MicroSDカードの初期化を進
められます。

時間設定

ドライブレコーダー”の表示時間と同じ時間
に設定可能です。
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製品の仕様

仕様– チャンネル HD ドライブレコーダー /  1CH /  2CH ※2CHはｵﾌﾟｼｮﾝ

画角/ 照度/ LED 120度対角,2Mega Pixel / 最低照度 1Lux /高輝度2カラー LED(映像/音声、動作確認用)

VIDEO / AUDIO 1280 X 720P 1CH 30フレーム, 2CH 正面 20 フレーム 、バック 10 フレーム / 内蔵マイク

映像出力 AV-OUT / ミニ USB ケーブル連動

SD カードサポート 8GB ～ MAX 32GB

GPS SMART GPS 接続

録画種類 常時録画 / イベント録画 / 駐車録画 / 手動録画 /写真撮影

電源 車両用電源: DC 12[V] ～ 24[V] (Free voltage) / 
CUT OFF (12V 車両: 11.9V / 11.7V , 24V 車両: 23.9V / 23.7V

G センサー 3軸加速センサー

SD FORMAT 端末機Micro SD カードフォーマットボタンのサポート

セキュリティLED 高輝度正面LED適用 (保安機能)

再生方法 動画プレーヤーand 専用 Viewer プログラム

低電圧防止回路適用 車両バッテリーが設定電圧以下で一定時間持続する場合、自動的に電源OFF(駐車モード時 )

補充電源 スーパーコンデンサー適用(電源解除時、映像保存のための時間確保用）

モーションセンサー 駐車モード時の動作感知用

高温動作保護 周辺温度が80℃以上になると自動的に電源を切断する機能 (駐車モード時)



録画時間の目安

A type メモリーサイズ （MB) A type タイム（分）

手動録画 イベント録画 駐車場録画 写真 常時録画 合計 手動録画 イベント録画 駐車場録画 常時録画

8G
250 400 800 100 5,618 7,168 

8G 5 8 17 117 

16G
250 800 1,600 100 12,610 15,360 

16G 5 17 33 263 

32G
250 1,600 3,200 100 26,594 31,744 

32G 5 33 67 554 

B type メモリーサイズ （MB) B type タイム（分）

手動録画 イベント録画 駐車場録画 写真 常時録画 合計 手動録画 イベント録画 駐車場録画 常時録画

8G
250 800 1,600 100 4,418 7,168 

8G 5 17 33 92 

16G
250 1,600 3,200 100 10,210 15,360 

16G 5 33 67 213 

32G
250 3,200 6,400 100 21,794 31,744 

32G 5 67 133 454 

C type メモリーサイズ （MB) C type タイム（分）

手動録画 イベント録画 駐車場録画 写真 常時録画 合計 手動録画 イベント録画 駐車場録画 常時録画

8G
250 1,600 3,200 100 2,018 7,168 

8G 5 33 67 42 

16G
250 3,200 6,400 100 5,410 15,360 

16G 5 67 133 113 

32G
250 6,400 12,800 100 12,194 31,744 

32G 5 133 267 254 
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故障かな？

映像録画ができない.

Micro SDカードを確認してください。
Micro SDカードは一定の寿命を持っているため、使用時間が長

すぎると正常に作動しないことがあります。定期的にSDカー
ドを初期化して使うことを推奨いたします。

映像モニターとUSBケーブルが接続されている場合は、解除して
ください。

音声録画ができない。

音声録音をOFF設定になっていないかを確認してください。
音声録音の設定がONになっている場合は、ドライブレコーダー

上端にあるマイクの部分が詰まっていないかを確認してく
ださい。

電源が入らない。

電源コードに電気が通電しているか確認下さい。電気が通電し
ていない場合はヒューズを確認下さい。正常に通電してい
て電源が入らない場合、アース確認及び電源を製品から取
り外してから再度接続して見てください。それでも電源が
入らない場合、当社カスタマー窓口にご連絡ください。

Micro SD カードへのファイル複写ができない。

フォーマット化してから再度使ってください。フォーマット後
にもカードの複写ができない場合、当社のカスタマーセン
ターにご連絡ください。

画像が暗い

フロントガラス上部のフィルムの着色によって画像が暗くなる
可能性があります。この場合、ガラスフィルムの色の薄い
部分にドライブレコーダーを取り付ける又は Viewer プ
ログラムの明るさを調整してください。

Google マップが表示されない。

本製品はサポート台にGPSアンテナが内蔵されている仕組みです。
サポート台とドライブレコーダー本体を結びつける GPS ケーブルが

正しく接続されているかを確認してください。問題が解決できな
い場合、サポート台の取り付け場所が衛星との接続を遮る位置に
置かれていないかを確認してください。(GPSサポート台はOPTION 
製品です。)

リアカメラが表示されない。

リアカメラのケーブルがドライブレコーダー本体の映像入力に正
しく接続されているかを確認してください。また、バックカ
メラのレンズを遮るものがないかをご確認ください。

自動車走行時の映像が揺れる。

ドライブレコーダーサポート台がしっかり貼り付けているかを確認
してください。しっかり固定されず、揺れがある場合は両面
テープを新しい物に交換し、製品を固定してください。

録画した映像がぼやけている。

カメラレンズ表面に油・埃が付着している場合はクロス等でき
れいにしてください。また自動車のフロントガラスを常に
きれいにしてください。

商品に関してのお問い合せ


