
CAR DASH CAMERA D100

【日本語ユーサーズガイド】



安全にお使いいただくために

警　告

注　意

視界の妨げになる場所、運転操作を妨げる場所には絶対に取付けないでください。
事故や怪我の原因になります。

エアーバッグのカバーや動作の妨げになる場所には絶対に取付けないでください。
動作したエアーバッグで本機が飛ばされ、事故や怪我の原因になります。

走行中に落下する事の無いように取付けに注意してください。

取付けには必ず付属の部品を使用してください。指定外のマウントや改造したマウントを
使用すると、落下により、事故や怪我の原因になります。

異臭や異音など通常と異なる機器の異常を感じられましたら、直ちにご使用を中止してく
ださい。そのままご使用になると事故、火災や感電の原因になります。

分解、改造をしないでください。事故、火災や感電の原因になります。

説明書に従って、正しく取付けてください。

電源コードを車両の可動部分ではさまないようにしてください。
通信異常の原因、断線、ショートの原因となります。

落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

高温になる場所に長時間放置しないでください。

機種のファームウェアのバージョンによって
機能、メニュー名称が異なることがございます。

水中での使用、バッテリーの火中への投入、異物の混入などは絶対にしないでください。

その他、車内用ドライブレコーダー以外の用途でのご使用はされないようお願いいたします。

細かい部品は乳幼児の手の届かないところに保管してください。誤って飲み込む等の事故に
つながります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



必ずお読みください

内蔵電池について

本機の内蔵電池で録画する時は約 10 分～ 15 分ほどの充電後の使用をお薦め

いたしますが、内蔵電池はあくまで事故などの際の給電停止による、動画未記

録防ぐ為の緊急用であり、本体を単体で使用する充電容量はございませんので、

付属のカーシガー電源アダプタに接続してご使用ください。

※使用言語が日本語になってない場合は、システム設定で言語選択を行ってく

ださい。

予備充電の必要性

発送時にも確認しておりますが、商品保管中に充電が放出させる場合があり、

この蓄電がない状態で予備充電をせずにいきなりカーシガー電源アダプタに接

続いたしますと、セルスタート時の過電圧で破損する可能性がまれにございま

す。エンジンをかけました後、接続、充電を行ってください。この商品に限ら

ずリチウムイオンを持った電化製品には、わずかではございますが可能性とし

てありうる症状であることをご理解ください。

本体と付属品

する時

吸盤 USB ケーブル カーチャージャー本体

※日本語版説明書はオンライン説明書のみとなります。



本体のオンとオフ

車の電源を入れてエンジンを始動してください。

イグニッションをオフにすると、ホストは自動的にシャットダウンします。

メモリカードを挿入し、充電器に接続すると、カメラが自動的に録画を開始し

ます。OK キーを押して録画を停止または開始します。

ご注意

１．8GB 以上のクラス 10 のマイクロ SD カードを使用してください。

２．記録プロセスのドライブレコーダーはサイクルモードであり、メモリカー

ドがいっぱいになると、前の画像ファイルが自動的に削除されます。

　　有用な画像または興味のある画像を確保するために、カメラは２つのケー

スでロックされ、ビデオファイルは削除されません。

１）録画プロセスでロックキーを押し、画面の右側にあるボタンを押すと、

ディスプレイにキーアイコンが表示されます。これは、ファイルが保

護されており、削除されないことを意味します。

２）スタンバイモードで メニューボタンを押し、G センサーを選択すると、

G センサーの感度を調整できます。

　　車の衝突が発生すると、ダッシュ カメラのディスプレイに鍵のアイ

コンが表示されます。これは、本体が現在の録画ファイルを自動的に

ロックし、上書きできないことを意味します。したがって、このファ

イルも検出されません。保護されたドキュメントは、EMERGENT ディ

レクトリの DCIM フォルダにメモリ カードが存在することです。

３． OK ボタンは確認ボタンです。すべての操作は OK ボタンで行う必要があ

ります。

基本操作方法



起動プロセス

１．メモリーカードを挿入する。

２．本体と車両のシガレットライターにケーブルを接続。

３．起動

４．本体を開くとシステムは自動的に記録を開始します

５．ビデオ録画は左上隅の画面で赤い点が点滅している、つまりビデオの通常

の状態で、OK ボタンを押して録画機能を閉じたり開いたりすることがで

きます。

OK

モード

緊急ロック

電源

SD カードスロット

アップ

メニュー

ダウン

ショートカットキー機能

１．ワンキーでファイルをロックします。録画中に緊急ロックキー長押しでファイ

ルロック機能をオン/ オフするキーです。

２．OK キーを長押しして、WiFi 機能をオン/ オフします。（WiFi エディション）

３．上ボタンを押して、オーディオレコードのオン/ オフを切り替えます。

４．メニュー キーを長押しして、スクリーン セーバーのオン/ オフを切り替えます。



microSD カード装着・取り出し

１．電源を OFF にした状態で、

　　microSD カード挿入口に

　　microSD カードを右図の

　　向きに合わせて押し込んで

　　ください。

２．取り出す際も電源を OFF にした状態で、本体に入っている microSD カー

ドをもう一度奥に押し込むことで取り出すことが可能です。

　　※勢いよく飛び出す恐れがございますので、ご注意ください。

　　※飛び出した際の microSD カードの紛失にご注意ください。

・必ず電源をOFFにしてからmicroSDカードの出し入れを行ってください。

・microSDカードは一方向にしか入りません。microSDカードを上記の図のように挿入して

  ください。無理に差し込むと、本体やmicroSDカードが壊れることがあります。

・microSDカードは必ず本機でフォーマットしてからご使用ください。

・本機は、8G-32GB Class10のmicroSDカードに対応しています。

・事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず電源をOFFにしてから

  microSDカードを抜いて保管してください。

ご　注　意



取り付け

１．取り付ける場所を選び、その場所の汚れや油分などをきれいに取り除いて

ください。

２．ブラケットの吸盤から保護フィルムをはがし、フロントガラスに吸盤をしっ

かり吸着させ、レバーを下ろして固定してください。

　　ブラケットに本体を装着したときに、電源コードが接続でき、ボタン操作

がしやすい場所に取り付けてください。

３．車の進行方向にレンズの角度を調整します。

※カメラのレンズに触れないように取り付けてください。レンズに触れてしま

うと、レンズが曇り、鮮明な映像が取れなくなる恐れがあります。

取付に関する注意

□ 視界の妨げにならないようにフロントガラスの上部20％の範囲内に取り付けてください。
□ ワイパーのふき取り範囲内に取り付けてください。
□ ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取り付けてください。
□ 車検証ステッカーなどに重ならないように取り付けてください。
□ エアバッグの動作や運転に妨げにならないように取り付けてください。
□ ナビ（地デジアンテナ等）やETCの配線と本機、また本機の電源コードを極力離して配線を行ってください。
　 ※電波干渉の対策がされていない機器に影響が出る恐れがあります。



ビデオモード

ビデオを停止した後、メニューキーを押してシステム設定に入ります。

２回押すと設定メニューが表示されます。

設定方法

解像度 

ループ録画

露出

動体検知

オーディオの録音

日付ラベル 

G センサー

駐車モード

日付 / 時刻

自動電源オフ

スクリーン セーバー

ビープ音

言語設定

光周波数

フォーマット

デフォルト

バージョン

解像度オプション：Wi-Fi 車のカメラを使用する場合は、アプリを使用

して車のカメラを接続します。720P または WVGA を選択してください。

よりなめらかになります。

1080FHD：1920*1080 / 1080P：1440*1080 / 720P：1280*720

録画モード オプション。（オフ /1 分 /２分 /３分）

露出補正をオンにします

（+2.0　～　+1.0　～　+0.0　～　-1.0　～　-2.0）

フロントカメラの動体検知機能をオン / オフします。

オーディオの録音のオン / オフを切り替えます。

ビデオ ファイルに日付と時刻をオン / オフします。

G センサーの感度設定。（オフ /2G/4G/8G）

運転するときは車両、外力ダッシュを満たすと、ファイルはロックされ、

削除されなくなります。(G センサーレベルを 4G に設定してください。

2G はあまりにも機密性が高いため、多くのファイルがロックされます。)

駐車監視をオン / オフします。

日時を設定します。

自動オフ時間の設定

スクリーン セーブ時間を設定します。（オフ /３分 /５分 /１０分）

ビープ音のオン / オフ

複数の言語をサポート

50HZ/60HZ

メモリカードをフォーマットします。

フォーマット前にファイルをバックアップしてください

デフォルト設定に戻します

バージョン番号の確認



写真撮影モード

モードボタンを押して写真モードに入り、OK ボタンを押して直接写真を撮ります。 

メニューボタンを押して、カメラパラメータ設定に入ることができます。

解像度 

バースト

画質

切れ味

ホワイトバランス

ISO

露出補正

アンチシェイク

画像の解像度を設定します。(2048*1536/1920*1080/1280*960)

オン / オフ

高品質 / スタンダード / 経済的

シャープネスを追加して、画像をより鮮明にすることができます。

ストロング / スタンダード / 柔らかい

自動、日光（太陽光）、曇りの日、タングステン（白熱灯）、蛍光灯

5 つのライトモードはオプションです。

自動 /100/200

+2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1/0 -4/3 -5/0 初期設定：+0.0

手ぶれ補正オン / オフ



再生モード

１．モードボタンを押してスタンバイモードで写真モードに入り、 を押します。

　　もう一度モードボタンを押してビデオ表示モードに入ります。

２．上または下ボタンを押して、再生したい録音を選択します。

３．OK ボタンを押してビデオの再生を開始します。

４．OK ボタンをもう一度押すと、再生が停止します。

５．上または下ボタンを押して音声を制御します。

動画を削除

１．録画を停止したら、モードボタンを 2 回押してビデオ再生に入り、写真モー

ドを表示します。

２．上下ボタンを押して、削除したいビデオを選択します。

３．モードボタンを押して、ビデオまたは写真の削除に入ります。

４．フォーマットする前に、保護されたファイルをバックアップしてください。

パソコンで再生する

1080p 30fps 再生時の PC スペックのアドバイス

Intel Core 2 Duo / Ghz 以上の CPU / 2G 以上の DDRII メモリ / DirectX 10 

以上の仕様のメモリーカードを推奨。



ビデオモード

ビデオを停止した後、メニューキーを押してシステム設定に入ります。

２回押すと設定メニューが表示されます。

仕様

CPU

センサー

画面

ビデオ解像度 : 

視野角 

レンズ 

ビデオフォーマット

記録媒体

バッテリー

インターフェース

使用電圧

主な機能

付属品

GP6248

GC1054

3 インチ IPS

1920*1080P 25FPS ( 補間 ) リアル 720P

140 度

ガラスレンズ 4 枚、幅 17mm

avi

8GB-32GB C10 SD カードをサポート

180mah リチウムポリマーバッテリー

ミニ USB

5V 1A

ループ録画、G センサー、動体検知、簡易駐車モードなど

カーチャージャー、吸盤、USB ケーブル、取扱説明書（英語版）



【カスタマーサポート】

本機についてこ不明な点や技術的なこ質問、故障と思われるときのご相談については、ご購入モール
（Amazon・Yahoo・楽天）経由で当店までご連絡ください。
最善の努力を尽くしてお客様をサーポト致します。

【保証につきまして】

本機は、製造時の欠陥による故障に対して、ご購入日より１ヶ月の製品保証を提供させていただいて
おリます。製品ユーザーガイドの記載事項にしたがった正常なこ使用状態で故障した場合、本保証書
に記載された内容に基づき、修理または返品の対応について、当店にご連絡をお願いいたします。
※保証書に関しましては別途お渡ししておりませんが、ご購入モールの購入履歴にて、管理させてい
ただいておりますので、ご安心くださいませ。

【保証適応外事項】

１．お買い上げの後の輸送、移動時の落下、衝撃などが原因で発生した故障及び損傷。
２．お取り扱い上の不注意、誤用、接続している他の機器に起因で発生した故障及び損傷。
３．保管上の不備（高温多湿の場所など）や手入れの不備による故障。
４．火のそば（熱による影響を含める）、化学薬品、放射性物質、液体による破損の場合。
５．地震、水害、落雷などの自然災害、および異常電圧等による故障、破損の場合
６．当店および当店が指定するサービス機関以外の第三者による修理、調整、改良がされた場合。

保証とサポート

□ Amazon　 □ Yahoo
□ 楽天　　　□ その他

購入メモ

購入日 モール名

ショップ名 注文番号


