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本製品をご使用になる前に必ず本説明書をお読みください。

取扱説明書



お客様の安全と製品を正しくご使用するための内容です。
必ずお読みになって正しくお使いください。
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この度はJSN-01をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱い説明書の記載事項に反して使用し、発生した全ての問題点について、当社は
責任を負いかねます。

製品保証と責任の範囲

取扱説明書の事項に反した使用により発生したけがなどの偶発的な事故又
は本製品への不適切な使用と操作によるその他の損害について当社は責
任を持ちません。

本製品はハードディスクによる保存方法ではなく、Micro SDカードによる保存方式
の電子製品であるため、お客様の持続的管理とご注意が必要です。
(付属Micro SDカードの保証期間は６か月です。)

本製品は車両の衝撃又は事件、事故時に録画/保存された映像を活用するため
の製品です。しかしすべての映像を録画/保存することは保障できません。
なお、本製品は、車両の安全運転の為の製品であり、事故発生時の全ての責任は、
当事者（使用者）にありますので、製品の趣旨をよく理解した上でご使用ください。
(事故発生時、道路環境及び周辺の状況によりセンサーの衝撃を感せず、 映像が自動録画されないことがあります。)

常時電源接続時、車両のバッテリーの放電及び火災などによる被害について
は当社では責任を負いかねます。

お客様の安全と製品を正しくご使用になるため、
取扱説明書を十分に理解した上でご使用ください。

本製品は機能性を高める為、継続的に機能を追加、更新、
変更しておりますので変更及び情報が予告なしにされる
ことがあります。
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製品をご使用になる前に



製品の電源は規定の電圧のみを使用してください。
製品故障の原因となり、火災の恐れががあります。

製品を分解したり、改造しないでください。
火災、感電及び製品不良の原因となります。
修理が必要な場合サービスセンターにご連絡ください。お客様による分解、修理
により発生した製品の問題は無料サービスを受けません。

車両内にほかの電子製品が装着された場合、端末機の電源が切れたり破損しない
ようにご注意ください。 製品故障の原因となり感電、火災の恐れがあります。

常時電源接続時、車両の状態及び周辺の環境により誤作動が発生することがある
ため、常時電源接続の際は専門の取付店を利用してください。
ハイブリット車両は電圧が不安定であるため、常時接続は避けてください。

寒い冬に常時電源を接続すると車両が放電する危険が高くなります。
車両を長時間運行しない場合、電源をOFFにしてください。

Micro SDカードを挿入又は外す場合、必ず電源をOFFにしてください。
その後Micro SDカードを取外し保存されたデーターを確認してください。

本商品に付属されたSDカードは、class10・MLCタイプのメモリーカードです。
商品の安定性の為、メーカー正規品のみを使用ください。
TLCタイプや海外ブランドで極性に安いものは模造品である場合があり、
ご使用されますと誤作動する場合があります。

Micro SDカードを無理に抜いたり製品の動作中にMicro SDカードを抜いた場合、
データーのトラブルの発生を引き起こし、Micro SDカード又は製品が故障する恐れ
があります。LEDランプが消灯した後、Micro SDカードを取りはがし、保存映像を
確認してください。

保管・運搬時、静電気及び外部の電圧によりデーターが破壊されることがあるため、
カードケースに入れて保管してください。

警告

Micro SDカード
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警告及び Micro SDカード



Micro SDカードを取外す

製品が正常に動作することを確認するため、１回以上データーを確認し、
月に２回以上Micro SDカードをフォーマットしてお使いください。

Micro SDカードのフォーマット後、製品に挿入すると自動的にフォルダーが生成され,
映像が録画/保存されます。

重要なデーターは必ずほかの保存媒体（HDD,CD,携帯式ディスク）
に保存、保管してください。

当社付属のMicro SDカードの保証期間は６か月です。
Micro SDカードは使用寿命があります。長時間使用する場合新しいデーターを保存で
きないことがあるため、別途、新しいメモリーカードを購入してください。
長時間の使用によるデーターの消滅及び保証期間が過ぎたMicro SDカードに発生
したトラブルについては、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

Micro SDカードを取り替える場合“MLCタイプ、10 class”以上のMicro SDカードを使う
ようにお勧めします。

端末機 LED 消灯確認 Micro SDカード取外し
(LED 消灯30秒後)

Micro SDカード挿入時

Micro SDカードの挿入方法

車両エンジンON電源ソケット接続

電源ソケットを抜く

Micro SDカード挿入

車両エンジンを切る又は本体を電源ソケットから抜くとと本体の電源が落ちます。
Micro SDカード挿入又は取外す場合は、本体の電源をOFFにしてから行ってください。

Micro SDカード挿入と取外し方法
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Micro SDカード



運転中、端末機への操作は避けてください。
前方への不注意により、交通事故の恐れがあります。
安全な場所に駐車した後、端末機を操作してください。

製品を絶対に分解したり、改造しないでください。
火災、感電及び製品不良の原因となります。
修理が必要な場合、カスタマー窓口に連絡してください。
製品の分解、改造により発生した製品不良、問題は修理が受けられません。

オイル又は水のついた手で、 Micro SD及び端末機に触らないでください。
火災及び感電、製品不良の原因となります。

製品に衝撃を与えたり異物を入れないでください。
製品不良の原因となります。

車両又は端末機の掃除時、水又は揮発性薬品の使用は避けてください。
製品の変色、破損、欠損などが発生し、製品不良の原因となります。

映像録画の妨害にならないように、フロントガラス上部がカラーグラデーションタイ
プの場合は取付位置を下げて取付ください。
録画された映像がぼんやりしたり、歪曲されることがあります。

製品の取り付け位置を変更するとカメラの角度が変わってしまうため、
製品を取り付けた後カメラの角度を調整したうえ、録画された映像をご確認ください。
車両運行を妨害する位置又は運転中の視野妨害になる位置に取り付けないで
ください。交通事故の危険が高まります。

ファームウェアのアップデートの途中にMicro SDカードを抜いたり、電源及び
エンジンを切らないでください。  
製品又はMicro SDカードの誤動作が起きるなど、データーの損失の原因となります。

Micro SDカードは当社指定の正規品カード又は勧奨カードのみを使ってください。
非正規のカードを使うとデーター損失の原因となります。他製品に使われる
Micro SDを端末機に使う場合、製品又はMicro SDカードの誤動作を引き起こ
すことがあります。

大事故によって製品本体が破損したり、電源が落ちた場合、事故当時の映像が録画
されないことがあるため、気をつけてください。
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ご注意



陸橋及び高架道路及び高層ビルなどが密集した場所では受信感度が弱く
なるため衛星測位が受信できない場合があります。

GPSモジュール(受信機+アンテナ一体式)の正常作動温度は摂氏0̊～50̊C です。
寒い冬又は暑い夏には受信トラブルが発生することがあるため、車両の適正温度
を維持してください。

本製品をはじめてご使用になる場合、又は3日以上の長時間使用しなかった場合、
製品が作動した状態で測位認識にかかる時間が少し延びます。

初めてGPSを接続した場合、受信まで約3～5分ほどかかりますが、その後は約
1分以内で受信できます。 

GPSはオプション
販売品 です。
(外付け式アンテナタイプ)

GPS(Global Positioning  System)はGPS衛星から発射した信号を受信し
てユーザーの現在位置を計算する衛星測位システムです。 

GPS (OPTION)
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常時録画
自動車の運行中イベント(衝撃)録画以外すべての映像を録画します。

イベント(衝撃)録画 
自動車に衝撃が発生するとドライブレコーダーに内蔵されたG-セン
サーが衝撃を感知して自動的にイベント録画が始まります。
(イベント発生時音声録音は自動的にON）

駐車録画
一定時間（5分間）車両に動きがなかった場合、駐車モードに自動転換します。
動きが感知されたり衝撃が発生した場合、駐車モードが自動的に解除されます。

モーション感知機能
駐車モード時に動きを感知して録画します。
(モーション感知時セキュリティーLED が1秒単位で 3回点滅)

音声録音 (ON/OFF可能)
製品の内部にコンデンサーマイク(C-MIC)が内蔵されているので、
映像録画時周辺の音と音声が同時に録音されます。

洗練されたデザイン
洗練された円柱型のデザインと前面LEDにより車両の内部をさら
に洗練された空間に。誰にでも簡単に操作できるデザインです。

G-センサー(Sensor) 内蔵
G-Sensor(G-センサー)を内蔵することで衝撃、加速、減速を感知し、
事故当時の映像及び情報を自動的に記録し保存します。

製品の特徴
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LED
製品前面にあるLEDにより、駐車時の車両へのいたずら・盗難予防効果があります。

専用ビューアープレイヤー
専用ビューアープレイヤーを使って保存された映像を確認すること
で便利で多様な付加機能が使用できます。

HD級の高画質を録画
最新H.264圧縮方式を適用、VGA/D1/720Pの高い画像度の映像が長く
録画できます。

音声案内
高性能スピーカが内蔵、動作状態をボイス音声で案内、安全運転に役
立ちます。

便利な映像確認
MP4形式で保存、普通の動画プレイヤーを使って容易に映像が
確認できます。Micro SDカードを適用することで、スマートフォンを
使って現場で直接映像が確認できます。

Micro SDカード
Micro SDカードを使って便利に録画/録音ができます。
書き重ね方式で古い映像から順番に削除、そして書き込む方式です。
(最大32Gまで使用可能)

ワンタッチフォーマット機能
MUTEボタンを5秒間押すとMicro SDカードがフォーマット(初期化)されます。
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GPS

DC-IN(電源)
V-OUT

カメラレンズセキュリティー
LED

MUTE ボタン
GPS LED

取付台

動作 LED

Micro SD
カード挿入口 
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製品の紹介



常時電源の接続は電装品の取付技術を持った業者に依頼してください。
(※ハイブリッド車両は電圧が不安定なため常時接続をしないでください。)

自動車の始動を切ってから始動キーを抜き出してください。
明るくて安全な場所に停車した後、始動をOFFにした状態で設定してください。

ドライブレコーダーに Micro SDカードを挿入してください。
Micro SDカードの取扱方法はP.2~3をご参照ください。

ドライブレコーダーの取付台の両側のテープを取り外した後取り付けて固定
してください。
☞ ドライブレコーダーを固定する場所の油分と油膜を乾燥した布できれい
   に拭いてください。
☞ 製品をガラスの熱線に取り付けると、解除時に熱線が損傷される恐
    れがあります。
☞ ルームミラーの後方部に取り付けることをお勧めします。運転者の視野妨
   害にならない位置に取り付けてください。
ドライブレコーダーの( DC IN )端子と自動車のシガーソケット電源ケーブル
及び直電ケーブルを接続してください。
駐車録画をする場合は常時電源を接続する必要があります。

電源ケーブルを整理整頓してください。
運転者の視野の妨げにならないように取付けてください。
ケーブルを車両の側面から回して整理整頓してください。

(P. 10 続き)

製品の装着
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製品の取付・設定及び注意



この取扱い説明書はユーザーの安全を守って財産への損害などを防止す
るための内容です。 必ずよくお読みになった上、正しくご使用ください。

走行中に製品を設定することは事故の原因となります。
車両を安全な場所に停車して後に本体の設定を行ってください。

シガーソケットから煙やおかしい臭いがする場合、使用を直ちに止めて、
当社又は販売店にご連絡ください。
シガーソケット内の埃は発熱及び火災の原因となります。

定期的に掃除してください。
本製品が正しく設定されているかを常に確認してください。

振動やその他の外部衝撃により製品が脱落して傷害及び損傷が発生する
ことがあります。

ユーザーの不注意による故障及び運転中に発生する製品の脱落等による損傷
又は傷害について弊社は責任を持ちません。

常時電源接続時の放電について当社は責任を持ちません。

ドライブレコーダーのカメラレンズの位置を調整してください。
☞ 地面と水平になるように調整してください。
☞ テスト運行後、保存されたデーターを確認して必要な場合レンズの
    位置を調整してください。

自動車の始動をONにした後、正しく設定されているかを確認してください。
左側のLED“P”ランプがグリーンに点灯すると正しく設定されたものです。

製品設定時のご注意
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(P. 12 続き)

製品の動作及び状態
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·      : 点滅· LED 動作表示は P, G のみに該当しますP G

動作状態 LED表示 案内放送

ファームウ
ェアーアッ
プデート

アップデート進行中なし

電源 OFF 製品から電源を遮断時録画が終了しました、
運転有難う御座いました。

録音 ON 音声録音を
開始します。

常時録画 開始時に1回
ビープ音

イベント録画 衝撃発生時 (イベント録画終了まで)運転ご注意くだ
さい。

衝撃センサーが5分以上変動値がない場合ビープ音

自動駐車
モード

モーションが感知された場合なし

出庫時設定録音ONビープ音

録音ON時の LED の表示

出庫時設定録音ON

常時録画状態

電源 ON

 

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。

電源 ON 

説明

Micro SD
カード未挿入

MUTEボタンを長押し５秒以上で
フォーマットを始めます。

Micro SDカード未挿入又は識別不能時
です。

メモリーカードを確
認してください。

メモリーカードを
フォーマットします。

Micro SD
カードのフ
ォーマット
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動作状態 LED表示 案内放送 説明

録音 OFF 録音 OFF時の LED 表示

録音 OFF 音声録音をしない場合は
MUTEボタンを早押し

音声録音を中止します。

常時録画 常時録画状態なし

イベント録画 衝撃発生時 (イベント録画終了時まで)なし

衝撃センサーが5分以上変動値がない場合

自動駐車
モード

モーションが感知された場合なし

駐車モードから車両が運行又は衝撃セン
サーが動作すると

ビープ音

録音 ON

GPS
(オプション
 販売）

GPS 受信ビープ音

GPSがないか又は受信ができない場合なし

GPS
（オプション
  販売）

GPS 受信ビープ音

GPSがない又は受信できない場合なし

·      : 点滅· LED 動作表示は P, G のみに該当します。P G

ビープ音



JSN-01

AV ケーブル

GPS ンテナ

Micro SDカード

ケーブルクリップ
(3ea)

3M 両面テープ
(取付台貼付用)

取付台

直結ケーブル
JSN-01 TYPE1は付属

DCシガーケーブル
JSN-01 TYPE2は付属

オプション (OPTION)

マニュアル

※ ご購入になった製品とパッケージ品を確認してください。
※ パッケージ品は写真と多少異なることがあり、事情により変更されることもあります。 
※ オプション品はパッケージ品ではないため別途でご購入ください。
※ 本体以外のメモリーカードと付属品は消耗品ですので、修理等のアフターサービス
     対象外です。

製品パッケージ
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JSN-01

本製品をご使用になる前に必ず本説明書をお読みください。

取扱説明書



車両モニターと車両用ドライブレコーダー(V-OUT)を映像ケーブル
を使って接続すると、録画中の映像をリアルタイムで確認できます。

V - OUT

Micro SDカードを挿入又は取外す場合、電源がOFFになった後 Micro SDカード
を取外して、映像を確認してください。

ナビゲーションによって AV 端子のケーブルの極性が異なるため、ナビゲーシ
ョン機種に合う AVケーブルを使ってください。

2番映像

3番GND

リアルタイム映像はオプションのV－OUTケーブルで確認できます。
(但し, 録画した映像の確認ができないため、Micro SDカードをコンピューター
 に接続して映像 を確認してください。)

V-OUT ケーブルはオプション品です。

音声録音のON/OFF :ボタンを短く一回押すことで音声録音のON/OFFができます。
                       (製品出庫時は音声録音がONになっております。)
Micro SDカードのフォーマット : ボタンを長く (5秒以上)押すとドライブレコーダー内で
Micro SDカードがフォーマットされます。
必ず駐車又は停車後フォーマットを実施してください。

MUTE

簡単なボタン機能 / フォーマット機能

※ 製品内でのフォーマット機能はMicro SDカードのエラー発生時に使う緊急措置として
     行い、フォーマット機能を使った後は必ずコンピューターで再度フォーマットして使って
    ください。
   (P. 24~25 参照)

※ 2.5Ø, 4極
※ V-OUT ケーブルは写真と多少異なることがあります。

製品説明
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Micro SDカードアダプター

スマートフォンでの映像確認

Micro SDカードを使うことで簡単に映像が確認できます。

Micro SDカードのアダプターはコンピューターに接続して映像確認する時に使
うもので、普通のSDカードと同様に使えます。

コンピューターで録画映像を確認する場合、SDカードスロットに挿入するかSDカード
リーダーを使用し、コンピューターに接続する必要があります。

※ 上記写真はわかりやすくするためのイメージとして、実際の製品と異なります。

※ 上記写真はわかりやすくするためのイメ
     ージとして、実際の映像とは多少異なります。

映像確認が必要な場合、スマートフォンを使って
映像が確認できます。
(一部のスマートフォンでは映像が確認できません。)

スマートフォンを使って映像を確認した後必ず
Micro SDカードをフォーマットして使ってください。
Micro SDカードをスマートフォンに接続すると自
動的にアプリケーションが設定されてMicro SD
カード又は製品との衝突が起きてエラーが発生
することがあります。

Micro SDカードをアダプ
ターに挿入します。

MicroSDカードアダプタ
ーをカードリーダーに挿
入します。

Micro SDカードを Micro SD
カードリーダーに挿入します。

Micro SDカードアダプター及び  SDカードリーダー接続方 Micro SDカードリーダー接続方
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INFINITY

上記保存時間は運行時間を基準としたもので、周辺状況及び録画環
境によって若干の差があります。 

メモリーカードの使用可能容量は 2G - 32Gまでです。 

EVENT

常時映像ファイルを保存

衝撃映像ファイルを保存

00

000000_000000_I1

映像録画ファイルフォルダー

映像録画ファイル

Micro SDカード容量による保存時間  

4G 16G 32G8G

““INFINITY”, “EVENT”フォルダーの中に映像録画ファイルフォルダーが “00”として
作成され、フォルダーの容量を超えると“01, 02, ..”の順番でフォルダーが作成され、
その中に映像録画ファイルが作成されます。

モーション（駐車）録画は“INFINITY”フォルダー内に作成され“年月日_時分秒_M1”
 ファイルに保存されます。 (イベントファイルは “年月日_時分秒_E1”ファイルに保存)

衝撃映像ファイルを保存

約 1時間ほど 約 2~3時間ほど 約4~6時間ほど 約 10~11時間ほど

(年月日　時分秒I1)

保存フォルダーの内容
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※720P（1280×720）の解像度でフレームレート30の場合の目安時間になります。
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専用ビューアー設定

該当項目をクリックしてダウンロードしてコンピューターに保存します。
ダウンロードして保存したビューアーファイルを右側のマウスをクリックして圧縮を解除します。

    プログラムをダウンロードするため
   <JET INOUE>のホームページ
   (http://www.jet-inoue.co.jp)に接続します。

取扱説明書ダウンロードをクリックして移動します。 取扱説明書ダウンロードの内容のうち該当 
(JSN-01 専用ビューアー)内容をクリックします。

< P. 18 続き > 

JSN-01と言うフォルダーが生成されファルダー内の内容は下記の通りです。

※注意：実行ファイルはフォルダー
内のみで作動するため、
他のフォルダーに移動しては
いけません。

取扱説明書ダウンロード
取扱説明書ダウンロードの内容からドライブレコーダーJSN-01
専用Viewer専用ファームウェア項目の「・Viewerこちらから」を
選択し開きダウンロードを行ってください。

JSN-01　「・Viewerこちらから」
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※ 専用ビューアーはアップデート内容により変更することがあるので、
ホームページで変更内容の確認及びアップデート適用してください。

Windows7.タスクバー及びスタートメニュー表示方法

ショートカットアイコンの作成方法
シートカット作成を指定し実行する。

該当アイコンをマウス
右ボタンクリック

タスクバーに専用ビューアーアイコンが表示されます。

上記方法はユーザーの使用方法に合わせて使用してください。

デスクトップへのショートカットアイコンの作り方 （ウインドウズXP.7.8)
該当アイコンをコピーしてデスクトップに貼り付けると専用ビューアーが実行しません。
SmartRecorderのアイコンの作り方（Windows XP.7.8対応）
したの赤枠をどれかを指定し、実行する。
※該当アイコンをコピーしデスクトップに貼り付けるとリンクせず機能しません。

SmartRecorder

SmartRecorder

SmartRecorder

ディスクトップもしくは同じフォルダーにSmartRecorder
のショートカットアイコンが作成されます。
同じフォルダーに作成された場合は切り取りディスクトップに移動し貼り付けてください。
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専用ビューア

専用ビューアープレーヤー

< P. 20 続き >

専用ビューアーは録画した映像を再生し管理するソフトウェアです。
(専用ビューアー画面）

詳細説明

① 映像画面 : カメラで撮影した映像を再生する画面です。
② G-センサーグラフ : G-センサーの衝撃感度を表示するグラフです。
③ 再生調整ボタン

④ 明るさ調整 ( -50 ~ 50 )
⑤ 再生映像倍速選択 ( 1/4倍速 , 1/2倍速, 1倍速, 1.5倍速, 2倍速)
⑥ ボリューム調節 ( 0 ~ 100 )
⑦           OPEN : 再生予定のフォルダ及びファイル開きます。
              SCREEN SHOT : 再生中の映像画面を写真で保存します。
              SCREEN SAVE : 再生中映像画面のうち必要な部分のみを編集して映像を保存します。
    

前のファイル

次のファイル

再生 一時停止ワンフレーム後ろ

ワンフレーム
前に移動

1

2

4
3

65

8

10

11

9

7
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環境設定

使用者が車両環境によって使って製品機能を選択します。

※ 1) 環境設定をクリックすると「フォルダを探す」というウィンドウが出ます。
          該当フォルダーを選択した後、確認ボタンをクリックします。
※2) 使用者が任意設定した内容はフォーマットしますと基本設定に戻ります。

             PRINT : 再生している映像画面と地図及び時間・各センサー情報を印刷出力する。
             OPTION : 使用者が車両環境によって使って製品機能を選んで使用する。
             映像全体画面：再生している映像を全体画面で映す。
             ABOUT : 専用ビューアープレーヤー情報
⑧ MAP : 再生している映像位置を衛星地図で表す。(GPSのない MODELは地図が実行されていない)
⑨ GPS 情報 : 再生している映像の緯度、経度、方位、時間を表す。
                    (GPSのない MODELは地図が実行されていない)。
⑩ 再生リスト：再生するファイルのリスト
⑪ 車両速度 : 走行録画の時、車両走行速度

専用ビューアーの環境設定

フォルダ検索

フォルダーを選択してください

デスクトップ
デスクトップ
マイドキュメント

マイネットワーク設定

ローカルディスク（ｃ：）
ローカルディスク（ｄ：）
DVD-RAMドライブ（E：）
リームバブルディスク（Ｆ：）
ＤＶＤドライブ（H：）
共有ドキュメント
Mobicomのドキュメント

確認 キャンセル
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感度設定

時間設定

G―センサー内蔵で衝撃、加速、減速を感知し、事故当時の映像及び
情報を記録・保存します。

ドライブレコーダー内に表示される時間を設定します。

 X, Y, Z値は、OFF及び1~10 まで設定可能です。

感度値が低いほど敏感に反応し、高いほど感度は鈍くなります。 

基本感度値の設定は左のイラストの数値になっています。

「ドライブレコーダーの時間を設定します」のチェックボックスをクリックします。

時間設定後、保存をクリックします。 (車両までの移動時間も入れて、時間設定をしてください ) 

右下の「保存」をクリックします。

保存が完了すると「setup.cfg」,「time.cfg」の２つのファイルが作成されます。

SDカードをコンピューターから外して端末機に挿入し、電源をONにします。

端末機内で自動的に変更値が識別され、日時設定変更が行われます。



駐車設定
駐車モードへの自動転換を設定します。

駐車モードへの自動転換が必要な場合、チェッ
クボックスにチェックを入れ、自動転換が必要
ではない場合は、チェックを解除してください。
(※ チェックを解除すると、駐車モードが自動転換)

自動転換設定時
(※ チェックを解除すると、駐車モードが自動転換
できないため、駐車モード映像が録画されません。） 自動転換解除時
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オーディオの設定

ビデオの設定

ドライブレコーダーのオーディオ設定及イベントのお知らせを設定します。

ドライブレコーダーのビデオ映像の解像度及びフレームを設定します。

音声録音の設定は、映像録画と同時に音声を録音するかを設定。チェックを解除した場合は、
「録音無し」状態に設定され音声録音がされません。

音声 録音設定基本値は「音声録音 ON」の状態です。

スピーカーのボリュームは「OFF,1~5」まで設定可能で、基本値は「3」です。

解像度とはビートマップ画像における画素密度を示す数値で数値が高いほど大きな画面
で綺麗な画像になります。本機は、「“VGA (640X480), D1(720X480), 720p(1280X720)」と設定可能です。
（基本値VGA）

録画品質は「高、中、低」に設定可能です。(基本値　高)

１秒あたりのフレーム数は「10, 15, 20, 25, 30」に設定可能です。 (基本値30)

(基本値  転換無し)



フォルダー設定後、該当リムーバルディスクを確認すると上記の「SDカードフォルダー内容」のとおり、
二つのファイルが作成されます。 (ファイルが作成されなかった場合、再度設定して保存してください)

Micro SDカードをコンピューターから完全に取外した後、ドライブレコーダーに挿入してください。
 (Micro SDカードをドライブレコーダーに挿入する時は、ドライブレコーダーの電源が OFFになっ
た状態で挿入してください。)

ドライブレコーダーの電源を入れると自動的に設定変更され、アップグレード中に 
Micro SDカードを抜いたり、電源を切ったりせず、設定変更の完了までお待ちください。 

※専用ビューアープレーヤーは機能を追加•更新を行う際、ユーザーへの事前予告な
しに機能を変更することがあります。

SDカードもしくはリムーバルディスクと表示
されているフォルダーをクリックした後、下の
「OK」ボタンをクリックすると保存されます。

感度及び時間設定、映像設定、駐車設定等各種設定を変更し保存する為の方法です。
設定する前に、設定方法を良く理解した上でご利用ください。

保存ボタンをクリックします。

SDカードフォルダー内容
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< P. 25 続き >

Micro SD カードをパソコンに接続してください。
(Micro SDカードの挿入及び取外し方法は 3ページをご参照ください。)

[リムーバル記憶域があるデバイス] の[リムーバルディスク]を右マウスでクリック

メニューバーにある [フォーマット]をクリック

[マイコンピューター] フォルダーをクリック
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Micro SD カードのフォーマット方法



スタートボタンをクリック

[フォーマット:外付けディスク]警告
ウィンドウが開いたら [確認]ボタン
をクリック

状態バー（進行中の意味）に進む
とフォーマット中になるので完了
までお待ちください。

フォーマットが完了したら [確認]
ボタンをクリック

※ MicroSDカードアダブター接続時にフォーマットができない場合、
    ロックされていないかをご確認ください。
    (ロックされている場合、フォーマットができません。)
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確認

フォーマット：リームバブルディスク（Ｊ)

フォーマットが完了しました。

フォーマット：リームバブルディスク（Ｊ)

容量（ｐ)

ファイルシステム（Ｆ）

アロケーション　ユニット　サイズ（A）

ボリュームラベル(L)

フォーマット　オプション（O)

3.75GB

FAT32

アロケーション　ユニット　サイズ

クイック　フォーマット(Q)
圧縮を有効にする
MS-DOSの起動dリスクを作成する

開始

確認 キャンセル

閉じる

フォーマット：リームバブルディスク（Ｊ)

警告：フォーマットするとディスクのすべてのデータが消します。
ディスクをフォーマットするには“確認”を、キャンセルするには“
キャンセル”を選択してください。

3.75GB

FAT32

アロケーション　ユニット　サイズ

クイック　フォーマット(Q)
圧縮を有効にする
MS-DOSの起動dリスクを作成する

開始 閉じる

容量（ｐ)

ファイルシステム（Ｆ）

アロケーション　ユニット　サイズ（A）

ボリュームラベル(L)

フォーマット　オプション（O)

フォーマット：リームバブルディスク（Ｊ)



RE :
Micro SDカードを識別できない又は、Micro SD
カード製品にエラーが発生している場合
も同様の状態になります。まずは、 Micro SD
カードが正しく挿入されているかを確認して
ください。フォーマットした後も同じ症状が発
生する場合、SDカードの故障及び本体故障が考え
られますのでカスタマー窓口にお問い合せください。
(Micro SDカードをフォーマットする前に重要な
ファイルを必ずバックアップしてください)

Micro SDカ
ードを挿入し
てもLEDに
赤いランプが
点灯します。

RE :

ドライブレ
コーダーと
取付台はど
のように取
外します
か？

RE :

製品の出荷時は録音状態に設定されております。
音声録音または音声録音OFFをしたい場合、
ドライブレコーダーの裏側にあるMUTEボタン
を一度押すと音声録音OFFになり、もう一度押す
と録音状態になります。  

(音声録音 ON → LED (G) ランプ赤色に点灯) 
 

専用ビューア
ーで映像を
確認する際、
音声が聞こえ
ません。

FAQ
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取付台の取外し方法
取付台左側のレバーを上
げた状態で製品を右側

に外します。



RE :

カメラレンズやフロントガラスにゴミやホコリ、
汚れがあると映像がはっきりしないことがあります。
レンズを乾燥した清潔な布できれいに拭き、
フロントガラスも同様にきれい拭いてください。

映像がぼん
やりしてはっ
きりしてませ
ん。

RE :

装着距離でのモーションセンサー
が感知する距離は人の場合、
約 20~25m, 車両の場合は
約 30~40m です。

モーショ
ンセンサ
ーの感知
距離がど
こまでか
知りたい
です。
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解像度

映像フレーム数 

画像圧縮方式

駐車モード　

保存方式

映像記録

動作ボタンボタン 

撮影角度衝撃センサー

衝撃センサー

 ボイス録音

データ出力

LED ポート

RTC

GPS

プロセッサ性能　　　　　　

映像出力

VGA/D1/720P

10～30fps/sec

MPEG4 (H.264)

30 fps/sec

Micsro SD CARD (2~32G)

衝突前後の15秒

一般映像は 60秒

MUTE, FORMAT

視野角度 120̊

3軸衝撃センサー (G-センサー) 

常時録音 / MUTE (録画無し)

Micro SD CARD カード 

(衝撃, 常時, 駐車)

常時, イベント動作, GPS, 

動作 状態

内蔵

外装式(オプション/別途販売品)

400MHz

NTSC

Time Stamp

撮影映像の削除　　

動作電圧

最小動作電圧

最大動作電圧

電流消耗

最大電流消耗

動作温度

保存温度

最低作動組図

PC 環境

Player

製品のサイズ

年, 月, 日, 時, 分, 秒

PCまたは自動削除 

12 ~ 24V

7V

28V

12V - 0.2A

12V - 0.4A

-20度 ~ 70度

-30度 ~ 85度

1 LUX 以上

XP.VISTA.7.8

Media Player

Gom Player

専用 Player

104 X 34 X 34 mm

製品仕様及び 規格
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本製品は厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で、保証期間内に万一故障をした場合は、保証規定に基づき
無償で修理させて頂きます。　お買上げの販売店に必ず保証書を添えて、ご依頼ください。

１．保証期間内に、正常なご使用状態において故障した場合に無償で修理させて頂きます。
２．使用上の誤り、不当な修理・改造・お客様ご自身による分解による損傷故障は保証対象外
      となります。
３．お買上げ後の輸送・移動、落下、その他天災地変などによる損傷・故障は保証書対象外と
      なります。
４．付属ﾏｲｸﾛＳＤカードＭＬＣタイプ８Ｇクラス１０の保証期間はお買上げから6ヵ月とな
      ります。
５．本保証書は、日本国内のみ有効です。また再発行等は出来かねませんので、大切に保管
      ください。
６．録画されたメモリーカードのデーター損失保証は出来ません。
　  重要なデーターは常にバックアップしてください。
７．事故・本体落下による破損・故障は保証対象外となります。

商品名       車両用ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰＪＳＮ－０１ 

保証期間             年        月        日    から1年間

お客様名   〒

電話番号

保証書

保証規定

端末機認証事項

機器の 名称 (モデル名) 

認証番号

車両用ドライブレコーダー(JSN-01)

KCC-REM-1MB-M-400H

KCC
A級機器 (業務用放送通信機資材)
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であることを
販売者及びユーザーにご注意いただき、家庭以外の場所で使用することを
目的としています。

店名・住所

販売店印もしくはレシート貼付け

カスタマー窓口

0120-596-332



0120-596-332
カスタマー窓口


