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ドライブレコーダーをご購入いただき、
ありがとうございます。

本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に”安全上のご注意”（P.4～5）”使用上のご注意”
（P.6～10）はご使用前に必ずご一読ください。

本製品の仕様（外観、付属品、ビューア画面等）は、改良
のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
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●安全に正しくご使用いただくため、ご使用の前によくお読みください。
●お読みになった後はいつでも確認できる場所（グローブボックスなど）に必ず保管
してください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未
然に防止するために、色々な絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みく
ださい。



使用時のご注意



電源が入ったままの状態で microSDHC カードの抜き差しを行うと録画された
ファイル、または microSDHC カードが壊れてしまうなど、ドライブレコーダー
が正常に動作しなくなる場合がありますので下記手順をお守りください。

<microSDHCカードの抜き方＞
1. ドライブレコーダーの電源をオフにして、LED が消灯したこ
とを確認します。

2.ドライブレコーダーからmicroSDHCカードを取り出します。
microSDHC カードを軽く押し込み、少し飛び出してから
引き抜きます。

＜microSDHCカードの挿し方＞
本体の電源が切れている状態で microSDHC カードを挿入し
ます。
microSDHC カードの向きに注意して、カチッと音がするま
で挿入してください。



・LED の信号機やテール / ストップ / ウィンカーランプ
は録画した映像で点滅、または消灯したように映る場
合があります。
・動作中に再起動し、「常時録画を開始します」のアナウ
ンスがあることがあります。
・G センサーは衝撃の方向によって検知が異なるため衝
撃検知録画ファイルが生成されない場合があります。



● microSDHCカードのフォーマットについて
本機で使用する microSDHC カードは専用のファイルシステムとなっており、基本
的にフォーマットを行う必要はありませんが、安心してお使いいただくため定期的
にmicroSDHCカードをフォーマットしていただくことをお勧めします。
PC など他の機器でフォーマットされた microSDHC カードを挿入すると、本機で
専用のファイルシステムに書き換えを行うため、保存されているデータが削除され
ます。ご注意ください。

※ 本機でお使いいただくmicroSDHCカードは、本機専用としてお使いください。
※ 本機で使用中の microSDHC カードを他の用途で使用すると正常に動作、録画が
できなくなる場合があります。

※ 他の機器で使用したmicroSDHCカードを使用すると本機でフォーマットされます。
データがすべて削除されますのでご注意ください。

※ microSDＨCカードは分解、改造、その他加工はしないでください。
※ 定期的にデータを読み出し、書き込みが正常かどうかご確認ください。
※ microSDHC カードを取り出す場合は、本機の電源を切り LED が消灯してから取
り出してください。

※ 大切なデータはパソコンや他の記録メディアなどにバックアップを作成してください。
※ microSDHCカードは消耗品です。2年程度の使用で交換することをお勧めします。
※ 使用できる microSD カードは 32GB までの microSDHC カード、64GB の
microSDXCカードです。スピードクラスはCLASS10以上をお勧めします。
microSDカード、64GBを超えるmicroSDXCカードには対応していません。

● パソコンでの表示容量について
専用のファイルシステムとなっているため、使用した microSDHC カードをパソコ
ンに接続した際、録画ファイル数が少なくても使用領域が多く表示されます。

録画ファイル数が少なくても使用領域が多く表示さます。



● 初めてご使用になるときや長い間電源を入れていなかったときなど、　内部
の二次電池が充電されていない場合、GPS 衛星から信号を受信し位置を測
位するまで長時間かかる場合があります。

● GPS 衛星からの信号を受信できない場所（トンネルや地下、ビル等に囲ま
れた場所など）では、位置情報が記録されません。

● 受信環境によって位置の測位に時間がかかる場合や、位置情報にズレが生じ
ることがあります。

● 熱線反射タイプ、または熱線吸収タイプのフロントガラスには電波を通さな
いものがあり、GPS 衛星から信号を受信できない場合があります。フロン
トガラスの種類、電波透過性の詳細については販売店やカーディーラーにお
問い合わせください。



製品を誤って扱った場合、重傷や死亡に至る危険な状況に繋がることがありますので、
お取り扱いには充分ご注意ください。

ドライブレコーダーを分解、改造しないでください
・感電や火災など車両破損及びデータ損失の原因となります。
・製品の点検、修理はお買い上げの販売店へお申し付けください。

運転中にドライブレコーダーの操作を行わないでください
・操作が必要な場合は安全な所へ駐車してから行ってください。

ドライブレコーダーを高温及び低温に長期間放置しないでください
・一定以上の高温下、低温下では異常な動作をする場合があります。
・結露のない状態でご使用ください。

ドライブレコーダーのレンズは常に清潔な状態でお使いください
・レンズが汚れますと画質が低下します。
・お手入れはレンズクロスなどで拭いてください。

ドライブレコーダーを長時間使用する場合、通風を良くしてください
・本体の温度が上昇し、変形や故障の原因になることがあります。

本製品のご使用により受信状態の悪い（微弱電波）のラジオ放送では雑音が入る場合
があります

バイザーはゆっくり下げてください
・本体に接触してカメラの向きが変わる可能性があります。

本体の掃除やお手入れの際には、水、ワックス、その他の洗剤をかけないでください
・故障や感電を引き起こす可能性があります。

ケーブルは動かないよう固定し、コネクターにしっかり挿入してください
ケーブルが傷んだ場合は使用を止め、修理を依頼してください



ご購入後、同梱品をご確認ください。

SD

ドライブレコーダー 本体

ブラケット

SDカードアダプター
microSDHCカード 32GB

サブカメラ（15cm）

GPSアンテナ（1m）

六角レンチ

取付要領書（保証書付き）

ギボシ端子 電源ケーブル（4m）

M3 ばね・平座金組込ねじ
（サブカメラ取り付け用）



サブカメラ端子

GPSアンテナ端子

電源端子

電源スイッチ

microSDカードスロット

カメラレンズ

スピーカー

マイク（底面）

LED

画面（タッチパネル）

録画中：緑点灯

■ ドライブレコーダー 本体

サブカメラ取り付け部



■ サブカメラ

明るさセンサー

カメラレンズ

赤外線 LED×4

周囲の明るさを検知して、暗くなると自動で赤外線 LEDが点灯します。
※ サブカメラの映像は赤外線カメラを使用しているため、実際の色味とは多
少異なることがあります。

※ 暗いところや夜間では赤外線 LED を点灯して録画するため、映像はモノ
クロとなります。

※ 赤外線 LEDは点灯しても目には見えませんが故障ではありません。



microSDHC カードの抜き差しを行う場合は、必ず本体の電源がオフになっていること
を確認してから行ってください。

● microSDHCカードの挿入
microSDHCカードは下図の向きでカチッと音がするまで挿入します。

● microSDHCカードの取り出し
microSDHC カードを取り出すときは、軽く押し込み、少し飛び出してから丁寧に引
き抜きます。
※ 無理な力で行うと破損の原因になります。

■ microSDHCカードの挿入、取り出し方法

挿入方向マーク

電源オフ



● 録画方式は常時録画、イベント録画（衝撃検知 / 手動録画）があります。

1．常時録画
本製品は電源をオンにすると自動的に常時録画を開始します。
開始は音声案内でお知らせします。
1つの録画ファイルは約60秒で作成されます。

2．イベント録画（衝撃検知 /手動録画）
常時録画中に G センサーが衝撃を検知、または手動録画アイコンをタッチすると
イベント録画ファイルを作成します。
検知、またはタッチしたタイミングから前10秒、後20秒、計30秒を1つのファ
イルとします。
イベント録画ファイルを作成後、常時録画に戻ります。
※ イベント録画開始時にブザー音（ポン・ポン）が鳴ります。

microSDHCカードの録画ファイルと構成についてはP.17～18を参照ください。

保存先フォルダ：Normal

保存先フォルダ：Event



microSDHC カードに録画できる容量は、録画方式によってそれぞれの容量が決められ
ています。
microSDHCカードの容量から、システム予約を除いた残りが録画可能容量となります。
録画可能容量の約 83％が常時録画、約 17％がイベント録画（衝撃検知 / 手動録画）
の容量となります。

■ 録画可能容量について

録画可能容量

microSDHCカード容量（32GB）

システム予約
約30MB

常時録画
約83％

イベント録画
約17％

■ 録画可能時間

※ イベント録画は衝撃検知 / 手動録画の合計となります。



● 常時録画中は約60秒毎に録画ファイルが作成されます。
microSDHC カードの常時録画容量がいっぱいになった場合は、古いファイルから
順次上書きされます。

※ 録画時間が 60 秒に満たない状態で電源を切った場合には、その時点までのファ
イルが作成されます。

※ 常時録画中にイベント録画（衝撃検知 / 手動録画）があった場合には、イベント
録画ファイルとして作成します。

※ 大切なファイルは上書きされないようバックアップを作成してください。

● タイムギャップ（ファイル間の無録画時間）は理論上約0.1秒あります。
ファイルの録画完了から新しいファイルに録画を開始するまでにタイムギャップが発生
します。タイムギャップ時のタイミングで衝撃が発生した場合、録画はできません。
※ データ保存のためには電源を切り、LED が消灯してから microSDHC カードを
抜き取ってください。

※ 実際のタイムギャップは約0.1秒より短くなる場合があります。

約60秒
約60秒 約60秒

microSDHCカード容量



Normal
（常時録画）

YYYY-MM-DD-12h-34m-56s_F_normal.mp4
YYYY-MM-DD-12h-34m-56s_R_normal.mp4

config.txt

Event
（衝撃検知録画）

Parameter
（設定値）

YYYY-MM-DD-12h-34m-56s_F_event.mp4
YYYY-MM-DD-12h-34m-56s_R_event.mp4

microSDHCカード内

YYYY-MM-DD-12h-34m-56s_F_normal.mp4

F ：フロントカメラ
R：サブカメラ

normal ：常時録画
event ：衝撃検知録画
manual：手動録画

Y/年、M/月、D/日

h/ 時、m/分、s/ 秒

・ ファイル名について

■ 録画ファイル構成

年月日+時分秒 +カメラ種類 +ファイル種類の組み合わせで作成します。

※ Parameterフォルダー、フォルダー内のファイルは削除しないでください。
変更した設定項目が失われ、初期設定値に戻ります。

・・・

・・・

（手動録画） YYYY-MM-DD-12h-34m-56s_F_manual.mp4
YYYY-MM-DD-12h-34m-56s_R_manual.mp4

・・・



■ 画面の構成

1．録画中アイコン
録画状態を表示します。
「REC」アイコンの点滅は常時録画中です。
Gセンサーが衝撃を検知、または手動録画を行うと「EVT」アイコンが点滅します。

2．フロントカメラ映像
録画中の映像を表示します。
画面をタッチするとメニュー画面へ移行します（P.20 参照）。

3．サブカメラ映像
PIP（子画面表示）がオンのとき、録画中のサブカメラ映像を表示します。
（設定P.22 参照）
サブカメラ映像をタッチすると、フロントカメラ映像と切り替わります。
※ サブカメラを接続していないと表示されません。

4．記録情報
日付や時刻などの情報を表示します。

［AN-R039:V0.01］2016.02.01 12:34:56 00Km/h
ファームウェアバージョン 日付と時刻 ※速度

※ 速度
速度GPSアンテナを接続していないと表示されません。
表示される速度はGPS信号からの算出値であり、実際の速度と異なる場合が
あります。



■ メニュー画面

1．フロントカメラ
フロントカメラの映像を表示します。

2．サブカメラ
サブカメラの映像を表示します。
※ サブカメラが接続されていないと映像は表示されません。

3．LCD OFF
画面をオフにします。

4．手動録画
手動でイベント録画を行います。

5．再生
録画した映像を再生します（P.21参照）。

6．設定
各種設定を行います（P.22 参照）。

メニュー画面表示中、約60秒操作がないと録画画面に戻ります。



メニューを終了します
（常時録画を開始します）

一つ上の階層に戻ります

■ 再生画面
録画した映像をドライブレコーダーで再生できます。

1．常時録画
常時録画のファイルリストを表示します。

2．イベント録画
イベント録画のファイルリストを表示します。

■ ファイルリスト画面



■ 設定画面
ドライブレコーダーの各種設定を行います。

設定項目   ※印は初期設定値です



■ スクリーンセーバー
設定した時間、操作を行わないとスクリーンセーバーを表示します（設定P.22 参照）。

2016 / 02 / 01
月曜日

1．録画中アイコン
アイコンをタッチするとイベント録画を行います。
イベント録画中はアイコンが点滅します。

2．音声録音切り替えアイコン
アイコンをタッチすると音声録音のオン/オフが切り替わります。

3．GPS受信アイコン
GPS衛星から信号を受信してると表示されます。

4．日付・時刻
現在の日付と時刻を表示します。
タッチするとスクリーンセーバーを終了し、録画画面を表示します。



■ ビューアソフト

ビューアソフトでは microSDHC カードに保存された映像と、走行した位置の確認がで
きます。

本製品で録画した映像は一般の動画再生プレーヤーでも再生できますが、走行した位置
情報は表示されません。
走行した位置情報を確認するにはビューアソフトが必要です。
※ 走行した位置を確認するにはインターネットの接続環境が必要です。
接続していないときは地図が表示されません。

動作必要条件

・対応OS
Windows Vista 以降（32＆64ビット）

・CPU
1.5GHz 以上

・GPU
DirectX 9.0c 以上が動作すること

・メモリー
1GB以上

・HDD空き容量
100MB以上

・ディスプレイ
WXGA+（1440×900）以上

・サウンド
Windowsで動作可能な再生機能

・その他
インターネット接続環境
microSDHCカードを接続できるメモリーカードリーダー、ライター

※ 条件を満たしたすべてのパソコンについて、動作を保証するものではありません。
※ お使いになるパソコン環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない
場合があります。



■ ビューアソフトをインストールする

1．ビューアソフトのインストールパッケージが入った microSDHC カードを、付属の
SDカードアダプターやカードリーダーなどを使用してパソコンに接続します。

2．コンピュータからmicroSDHCカード（リムーバブルディスク）を開きます。

3．「AN-R039 PCViwer-v×××.exe」をダブルクリックします。

A
d

a
p

te
r

※ ドライブのアルファベットは
ご使用の環境により異なります。

ビューアソフト インストールパッケージ
※ バージョン番号の数字は変更になる可能性があります。



■ ビューアソフトをインストールする（つづき）

4．セットアップウィザードが表示されますので、内容を確認し「次へ」をクリックします。
以降は画面の指示に従い、インストールを進めます。

5．ショートカットアイコンを作成する場合はチェックを入れます。

6．インストールが終わるとチェックを入れた場所にショートカットアイコンが作成され
ます。

ビューアソフトアイコン



■ 操作画面の構成

1．再生画面
ファイルを再生するとフロント/サブカメラの映像が表示されます。
ダブルクリックで画面のフルスクリーン（全画面表示）/操作画面を切り替えます。
また、再生画面の一部を拡大表示します。
再生画面上でマウスの左ボタンを押しながら拡大したい範囲を選択します。

2．Gセンサーグラフ
Gセンサーが記録したデータを表示します。

3．ファイルを開く
再生するファイルを選択します。
ファイルを読み込むとプレイリストが表示されます。

4．前のファイルへ
プレイリストで選択されている前のファイルを再生します。

5．再生 /一時停止
プレイリストで選択されているファイルを再生 /一時停止します。

バージョン番号



6．停止
再生を停止します。

7．コマ送り
再生しているファイルをコマ送りします。
押すたびに1フレームずつ進みます。
　　

8．次のファイルへ
プレイリストで選択されている次のファイルを再生します。

9．ファイルのコピー/スクリーンショット
再生しているファイルをコピー、映像を画像として保存、印刷します。

10．速度表示
GPS信号から算出した速度を表示します。
※ 実際の速度とは異なる場合があります。
※ ファイルにGPS情報が記録されていないと表示されません。

11．Gセンサーグラフ表示の切り替え
グラフの表示 / 非表示を切り替えます。

12．画像調整
画質を調整し、画像として保存します。
（P.33 参照）

13．走行位置表示の切り替え
走行位置の表示 / 非表示を切り替えます。

14．走行位置
インターネットの地図上に走行位置を表示します。
※ インターネットの接続環境が必要です。接続していないと地図は表示されません。
※ GPS 衛星からの信号の受信状況によって実際に走行した位置と地図上の位置に
ズレが生じたり、正しく表示されない場合があります。

※ 位置情報が記録されていないファイルを再生したときは表示されません。GPS
受信信号についての注意事項はP.9をご確認ください。

15．設定
ドライブレコーダーの設定を行います（P.34 参照）。

16．音量
バーをクリックしたまま左右操作で再生音量を調整します。

17．再生速度
バーをクリックしたまま左右操作で再生速度を調整します。



■ 動画の再生
録画した映像をビューアを使い再生します。

1．ドライブレコーダー本体から抜いた microSDHC カードを、付属の SD カードアダ
プターやカードリーダーなどを使用してパソコンに接続します。

2．ビューアのアイコンをダブルクリックしソフトを起動します。

3．ウィンドウ左下の「開く」をクリックします。
ドライブ/フォルダを選択します。



■ 動画の再生（つづき）

4．参照ウィンドウから読み込むドライブを選択して「OK」をクリックします。

5．microSDHCカード内のファイルが読み込まれます。
ビューアのプレイリストにファイルが表示されますので、再生したいファイルを選択し
て、再生をクリックします。

microSDHCカードのドライブを選択して
ください。

ドライブのアルファベットは
ご使用の環境により異なります。

種類 日付＆時間 フロント サブ

項目をクリックするとファイルをソート
（並べ替え）できます。



■ ファイルのコピー/スクリーンショット

● ファイルのコピー
再生しているファイルをコピーします。

1．再生中、または一時停止中にカメラアイコンをクリックして、ファイルのコピーを選
択します。

2．確認のダイアログが表示されますので、内容を確認し「はい」をクリックします。
保存先を指定して、ファイルをコピーします。



■ ファイルのコピー/スクリーンショット（つづき）

● スクリーンショット
ビューア画面に表示されている映像を画像として保存します。

1．再生中、または一時停止中にカメラアイコンをクリックして、スクリーンショットを選
択します。

2．保存先を決め、ファイル名を入力します。
ファイルの種類を選択して、「保存」をクリックします。
※ ファイル名の末尾にフロントはCH1、サブはCH2が追加されます。



■ 画像調整

画質の調整
バーをドラッグして

効果を調整します。

ビューア画面に表示されている映像を画像として取り込み、画質を調整し保存します。

1．再生中、または一時停止中に画像調整アイコンをクリックします。

2．ウィンドウが開きますので、画質を調整します。
調整した画像は「Save」で保存、「Print」で印刷できます。
※ 保存するファイル名の末尾にフロントはCH1、サブはCH2が追加されます。

画像の拡大 /縮小
＋：拡大
   ：拡大 /縮小のリセット

－：縮小



■ 環境設定

ビューアソフトからドライブレコーダーの設定を行います。

1．ドライブレコーダーからmicroSDHCカードを取り出し、パソコンへ接続します。

2．環境設定アイコンをクリックします。

3．ダイアログが表示されますので、microSDHC カードのドライブを選択して「OK」
をクリックします。



4．ドライブレコーダーの設定ファイルが読み込まれ、現在の設定値が表示されます。
設定ファイルはmicroSDHCカード内のParameterフォルダーの中にあります。
（microSDHCカード内の構成 P.18）

タブを切り替えて設定する項目を選びます。

設定ファイルを指定して読み込みます。

すべての項目を初期化します。

設定ファイルの保存先を指定します。

5．設定を変更したら「適用」をクリックして設定内容を保存します。
（microSDHCカード内の設定ファイルが上書きされます）

「完了」をクリックすると環境設定を閉じます。

■ 環境設定（つづき）



● 本製品に関する情報やファームウェア、ビューアソフトの更新時にはホームページ上で
お知らせいたします。

株式会社慶洋エンジニアリング
　ホームページ　http://keiyoeng.co.jp

● 保証書について
保証書は製品と同梱されている取付要領書とかねておりますので、大切に保管してく
ださい。



カメラ

録画サイズ

フレームレート

録画ファイル

録画時間

音声録音

GPS

Gセンサー

メモリーカード

電源

サイズ
（突起部除く）

質量

録画方式

その他 機能

画面サイズ

サブ

サブ

サブ

本体

サブ

本体

常時録画：約60秒　イベント録画：約30秒

常時録画、イベント録画（衝撃検知、手動録画）

3.5 インチ

オン/オフ 切り替え可能

有（外付け）

有

本体：マイク・スピーカー内蔵　　サブ：赤外線 LED

H.264

HD（1280×720）

VGA（640×480）

本体 /サブ　10fps

CMOS約30万画素

本体
90°（水平）65°（垂直）

CMOS約100万画素 センサー

画角

センサー

画角 120°（水平）70°（垂直）

DC12V / 24V（最大 300mA 12V 時）

microSDHCカード 16～32GB
microSDXCカード 64GBのみ
CLASS10以上

約 40g（ケーブル含む）

約99g（microSDHCカード、ケーブル含まず）

約 46(W)×25(H)×35mm(D)

約 98(W)×63(H)×33mm(D)

本体




