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【日本語ユーサーズガイド】
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必ずお読みください

②

ご注意ください
本機は 5V1A 対応となっており、付属したカーシガー電源アダプタでカー電圧の

12～ 24V を 5V1A に変圧して給電しております。

通常の使用では問題ありませんが、ディーラー・工場などでシガーソケット以外

からの給電加工をする場合は必ず、5V1A で給電するように工事施工者にお伝え

ください。

※過給電によるショートの呼称は保証対象外であり、検査で簡単に判明しますの

で、ご了承よご理解をお願い申し上げます。

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殿下製品に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。



安全にお使いいただくために

③

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。



④

本体と付属品

当店では官民データ活用推進基本法や環境保護の
観点からペーパーレスを導入しており、商品に説
明書は添付せず Web にて説明書や使用動画を閲
覧して頂けるようにしております。
各ブラウザに「https://110.bz/」と URL をご
入力頂くか、右上のＱＲコードをスマホ等のカメ
ラで読み取って頂くと各種説明書をご覧頂けます。

QR コードで説明書へ簡単アクセス ➡
110.bz

総合取扱説明書Web版



各部の名称と働き

⑤

①

① USB 端子
カーシガー電源アダプタの接続、
パソコンへの接続を行います。

② MODE/ モードボタン / 電源ボタン
長押して電源オン / オフ、
または動作モードを変更します。

③ 録画ボタン /OK ボタン
録画開始、選択などを行います。

④ アップボタン

⑤ ダウンボタン

⑥ MENU/ ホールドボタン
メニュー画面へ移動します。

⑦ SD カード挿入口
microSD カードを挿入します。

⑧ リセットボタン
出荷時の状態に戻します。

②

③
④
⑤
⑥

⑦

⑧



基本操作方法

⑥

１）電源 ON/OFF

同梱のシガー電源アダプタを接続します。

シガー電源アダプタの miniUSB 端子を本体に繋ぎシガープラグをお車のシガーライターソ

ケットに差し込んでください。

エンジンをスタートすると電源が供給されて、本機の電源が自動的に入ります。

microSD カードが挿入されている状態でエンジンスタート、ストップすることでカーシガー

電源が ON/OFF する為、連動して自動的にビデオ録画を開始、終了させることができます。

２）ビデオ録画

①録画中にOKボタンを押すと録画中のファイルを保存後に停止します。
②録画停止をするとビデオ録画スタンバイ状態となります。
③ビデオ録画スタンバイ状態で OK ボタンを押すと録画を開始し、ファイルを分割して保存し
ます。（分割時間は自動上書き設定で変更できます。）
④録画中は液晶画面の左上の赤丸が点滅し、右上に録画経過時間を表示します。
録画中に選択ボタン（上）を押すと録音機能をON/OFF することができます。

３）モード切替（ビデオ録画、静止画撮影、再生）

動作にはビデオ録画、静止画撮影、再生の３つのモードがあり、①の電源ボタンを押すと変わ
ります。（液晶画面の左上にモード表示）
モードはビデオ録画、静止画撮影、記録ファイルの再生の順に切り替わります。
現在のモードは画面左上のマークで確認することができます。

４）リセットボタンについて

動作しなくなったり、誤動作を起こしたときは、本体左側のリセットボタンを先のとがった物
で押してシステムを再起動させてください。



⑦

５）取付け

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（両面テープ）から保護フィルムをはがし、フロントガラスに取り付けます。

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。

吸 盤 の 場 合　取り付け場所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。

両面テープの場合　固定力を強くするために本体を取り付けずに 24 時間以上放置してくだ

さい。貼りなおしはテープの粘着力を弱め脱落する恐れがあります。

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。

□ 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。
□ 両面テープは所定の位置に、しっかり取り付けてください。
□ 視界の妨げにならないよう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。

取り付けに関する注意



⑧

microSD カードの装着・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『カチッ』と音がするまで

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、8GB以上、32GB以下のmicroSDHCカードに対応しています。
  （SD スピードクラス　「Class10」以上）

・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

microSDカード端子面



⑨

本機で初めて使う microSD カードは必ず本機にてフォーマット（初期化）を行ってからご使
用ください。
※本機でフォーマットを行わないと、正しく記録されないおそれがございます。

設定方法　① 録画中に OK ボタンを押すとビデオ録画スタンバイ状態になります。
② スタンバイ状態でメニューボタンを 2 回押します。
③ 下矢印を押して「フォーマット」を選択します。
④ OK ボタンを押して決定します。
⑤ SD カードと表示されますので、下矢印を押して「確認」を選択します。
⑥ OK ボタンを押して決定します。
⑦ 画面に「お待ちください」と表示されます。その状態で何も操作をせずお待

ちください。メニュー画面に戻るとフォーマット完了です。

フォーマット

日付は画面に表示させたて記録することも可能です。また、記録されたファイルの日時として
も利用されるものですので、ご使用になる前に日時設定を行ってください。

　設定方法　① 録画中に OK ボタンを押すとビデオ録画スタンバイ状態になります。
② スタンバイ状態でメニューボタンを 2 回押します。
③ 下矢印を押して「日 / 時刻」を選択します。
④ OK ボタンを押して決定します。
⑤ 任意の数値を上下矢印ボタンを押して選択します。
⑥ 年、月、日、時、フン、秒の設定毎に OK ボタンを押して、次項へ進めます。
３段目のYY/MM/DDは日付の並び順を表します。設定が完了したらメニュー
ボタンを押すとその時点から時間が進み始めます。

日時設定

録画中にメモリーカードの容量が満杯近くになると、
録画フォルダー内の古いファイルを順次削除して、再
度データを記録していきます。
ループ録画を使用する場合は設定値で１つの録画ファ
イルの長さを設定することができます。
※設定を「オフ」にするとファイルの上書きはされま
せん。ファイルが容量を満たした時点で電源が OFF
になる恐れがあります。

ループ録画

最大 32GBまで対応



⑩

　設定方法　① 録画中に OK ボタンを押すとビデオ録画スタンバイ状態になります。
② ビデオ録画のスタンバイ状態でメニューボタンを押します。
③ 下矢印を押して「ループ録画」を選択します。
④ OK ボタンを押して決定します。
⑤ 任意の数値を上下矢印ボタンを押して選択します。オフ /１分 /２分 /３分 /
⑥ OK ボタンを押し、設定完了です。設定が完了すると一つ手前のメニュー画

面に戻します。

一定以上の振動を検知すると録画しているファイルをロックし、容易には消去できないように
します。ロックされるショックの程度は初期設定で設定します。

　設定方法　① 録画中に OK ボタンを押すとビデオ録画スタンバイ状態になります。
② ビデオ録画スタンバイ状態でメニューボタンを押します。
③ 下矢印を押して「G センサー」を選択します。
④ OK ボタンを押して決定します。
⑤ 任意の数値を上下矢印ボタンを押して選択します。

オフ /２G/４G/８G/ から選択いただけます。
⑥ OK ボタンを押し、設定完了です。設定が完了すると一つ手前のメニュー画

面に戻します。

G センサー

ビデオ録画中に設定時間が経過すると液晶画面のみを消灯させる機能です。
夜間など液晶画面の光が眩しく、運転に支障をきたす恐れがある場合に設定をすることが可能
です。※液晶画面が消えても録画は継続されます。

　設定方法　① 録画中に OK ボタンを押すとビデオ録画スタンバイ状態になります。
② スタンバイ状態でメニューボタンを２回押します。
③ 下矢印を押して「スクリーンセーバー」を選択します。
④ OK ボタンを押して決定します。
⑤ 任意の数値を上下矢印ボタンを押して選択します。

オフ /３分 /５分 /10 分 / から選択いただけます。
⑥ OK ボタンを押し、設定完了です。設定が完了すると一つ手前のメニュー画

面に戻します。
※MENU ボタンを長押しするとスクリーンセーバーとなります。

スクリーンセーバー（Screen protection）



⑪

記録ファイルの読出しについて
各ドライブレコーダーで記録した画像や映像は、パソコンで扱うことができます。

　microSD カードを直接パソコンと接続する

① microSD カードに対応しているカードリーダーをパソコンに接続します。
※microSD カードを直接接続できるパソコンの場合は、カードリーダーを接続する必要は
ありません。また SD カードへの変換アダプタを利用してパソコンへ接続することも可
能です。

② microSD カードをカードリーダーに挿入します。
③ パソコン上で認識されたmicroSD カードを開き、DCIMフォルダを開きます。
④ 目的のファイルをダブルクリックします。
※Windows 標準のWindows Media Player で再生することができます。
Mac の場合はQuick Time Player などで再生できます。

　ドライブレコーダーを直接パソコンと接続する

① 付属のUSB ケーブルを使いドライブレコーダー本体のmini-USB からパソコンのUSB 端子
に接続します。
※microSD カードの抜き差しは必ず本機器の電源をOFF にした状態で行ってください。
データの破損、およびメモリーエラーになる事があります。。

② ドライブレコーダーが接続を確認すると電源が入り「メモリ」画面が表示されます。
パソコン側でドライブレコーダーをカードリーダーとして認識します。
パソコンでDCIMフォルダを開き、目的のファイルを再生することが可能です。

ファイルについて

記録ファイルはmicroSD カードの容量により記録時間が異なります。
記録されたファイルは microSD カードの容量がいっぱいになると古いものから順に上書きさ
れます。
※記録時にファイルホールド機能をを使うことで上書きされずファイルを残す事が可能です。



⑫

動画記録モード
　動画記録モードの表示

動画記録モードでは、電源オンからオフまでの間、連続して動画を記録します。（常時録画）

※ファームウェアのバージョンにより、内容が変更されることがあります。

① モード表示
② 自動上書き設定
③ WDR
④ 露出設定
⑤ 日時
⑥ 録画状態
⑦ ファイルロック
⑧ 録音
⑨ 駐車監視

⑩ 録画時間

⑪ 記録画像サイズ
⑫ microSD カードの有無

⑬ 電源状態

現在のモードを表示します。
自動上書きが設定されていることを表示します。
WDR が設定されていることを表示します。
現在の露出設定を表示します。
日時を表示します。
ビデオ録画がされている場合に点滅します。
表示ファイルをロックされていることを表示します。
録音機能が OFF の時に表示されます。
駐車監視機能を ON に設定している際に表示されます。
記録時間が表示されます。
スタンバイ状態では記録時間の累計が表示されます。
現在の記録サイズを表示します。
microSD カードが挿入されている際に表示されます。
電源の状態を表示します。
カーシガー電源から給電されている場合、
図のような絵が点滅します。

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨
⑩
⑪

⑫
⑬



⑬

　動画記録モード時のボタンの機能

ボタン
MODE ボタン

MENU ボタン

OK ボタン

電源ボタン

説明
動作モードを変更します。
スタンバイ時に動作します。1 回押すと動画記録モードの
設定メニューへ。もう一度押すと、共通の設定メニューへ
動画記録中に押すと、動画記録を停止します。
スタンバイ時に押すと、動画記録を開始します。
長押しすると電源のオン / オフが行えます。



⑭

☆は初期設定値です

メニューとその機能

録画スタンバイ状態でメニューボタンを押す事で、各種設定を確認 /変更することができます。

1080FHD
1080P（☆）
720P
WVGA
VGA
オフ
１分
２分
３分（☆）
５分
１０分

オン / オフ（☆）

＋2.0

±0（☆）

ー 2.0

オン / オフ（☆）

解像度

項目 設定 説明

ループ録画

WDR
（HDR）

露出

動体検知

動画記録の解像度を選択します。
※1080FHD が一番大きく撮影できますが、
その分ファイル容量が大きくなります。

１つの録画ファイルの長さを選択します。

WDRモードのオン /オフを選択します。
※暗いところを明るくし明暗を平均化する機能です。
暗い部分を補正するため、画像が劣化することがあります。

露出（明るさ）の選択をします。
※数字が大きいほど明るく撮影することが可能です。
※明るくしすぎると画面全体が白くなってしまし、
綺麗に撮影できないことがあります。

動体検知のオン /オフの選択をします。
動体検知をオンにする場合、画面に動体を検知すると、
自動的に録画を開始します。
※運転席の近くに設置する場合は、動体検知機能は
オフにすることをお勧めします。
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　設定操作時のボタンの機能

※ファームウェアのバージョンにより、内容が変更されることがあります。

ボタン
▽ボタン
△ボタン

OK ボタン
MENU ボタン

　　　　　　　　　　　　説明
項目や設定値を選択します。
項目や設定値を選択します。
項目や設定値を決定します。
共通の設定メニューまたは、動画記録画面へ戻ります。

オン（☆）/ オフ

オフ（☆）
高い（2G）
ミディアム（4G）
低い（8G）

オン（☆）/ オフ

音声録画

項目 設定 説明

G センサー

日付表示

録画中の音声録音のオン / オフの選択をします。

Gセンサーの感度を選択します。
・強い衝撃を感じた際に、録画中ファイルが容易に削除
　されないようロックする機能です。
※高いに設定すると段差や悪路などでも反応することが
　あります。

記録動画への日付の表示のオン /オフ
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静止画記録モード
　静止画記録モードの表示

静止画記録モードにすると、デジタルカメラのように静止画像を撮影することができます。

※ファームウェアのバージョンにより、内容が変更されることがあります。

① モード表示
② 露出設定
③ ホワイトバランス
④ ISO 感度
⑤ 手振れ防止アイコン
⑥ 連射
⑦ 撮影可能枚数
⑧ 解像度
⑨ 画質アイコン
⑩ microSD カードの有無

⑪ 電源状態

現在のモードを表示します。
現在の露出設定を表示します。
現在のホワイトバランスを表示します。
現在の ISO 感度を表示します。
手振れ防止が ON の時に表示されます。
連射モードが ON の時に表示されます。
残りの撮影可能枚数が表示されます。
設定中の解像度が表示されます。
記録画質が★の数で表示されます。
microSD カードが挿入されている際に表示されます。
電源の状態を表します。
カーシガー電源から給電されている場合、
図のような絵が点滅します。

①
②
③

④

⑤ ⑥
⑦
⑧
⑨

⑩
⑪
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☆は初期設定値です

メニューとその機能

静止画記録モードの設定を確認・変更します。
静止画記録モード時にメニューボタンを押すことで設定可能です。

12M

8M

VGA（☆）
オン / オフ（☆）
ファイン
ノーマル（☆）
エコノミー
オフ（☆）
２秒
５秒

解像度

項目 設定 説明

連写

画質

プレビュー

　静止画記録モード時のボタンの機能

ボタン
MODE ボタン

MENU ボタン

OK ボタン
電源ボタン

説明
モードボタンを押すと、モードを変更します。
1 回押すと動画記録モードの設定メニューへ。
もう一度押すと、共通の設定メニューへ
静止画を撮影するシャッターボタンとなります。
長押しすると電源のオン / オフが行えます。

静止画記録の解像度を選択します。
※12M が一番大きく撮影できますが、ファイル容量が
大きくなるため、撮影可能枚数が少なくなります。

５枚連写のオン /オフを選択します。
画質の設定をします。
※ファインが一番綺麗に撮影できますが、ファイル容量が
大きくなるため、撮影可能枚数が少なくなります。

プレビューの時間をオフ /2 秒 /5 秒で選択できます

　設定操作時のボタンの機能

ボタン
▽ボタン
△ボタン

OK ボタン
MENU ボタン

説明
項目や設定値を選択します。
項目や設定値を選択します。
項目や設定値を決定します。
共通の設定メニューまたは、動画記録画面へ戻ります。
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※ファームウェアのバージョンにより、内容が変更されることがあります。

☆は初期設定値です

ストロング
ノーマル（☆）
ソフト
オート（☆）
晴天
曇天
タングステン
蛍光灯
ノーマル（☆）
モノクロ
セピア
オート（☆）
100
200
＋2.0

±0（☆）

－2.0
オン / オフ（☆）
オフ
日時
日 /日時（☆）

シャープネス

項目 設定 説明

AWB
ホワイト
バランス

カラー

ISO

露出

手ぶれ補正

日付表示

静止画撮影の風合いの調整を行います。

ホワイトバランスを設定します。

静止画撮影のカラーの選択を行います。

明るさを調整します。
※数字が大きいほど明るく、撮影することが可能です。
※明るくしすぎると画面全体が白くなってしまい、
綺麗に撮影できないことがあります。

ISO 感度を選択します。

手ぶれ補正のオン /オフの設定を行います。

日付表示の設定を行います。

（　 　）



再生モード

⑲

　再生モードの表示

再生モードにすると、記録した動画ファイル、静止画ファイルを再生することができます。

※ファームウェアのバージョンにより、内容が変更されることがあります。

① モード表示

② 再生アイコン

③ ファイル番号
④ 解像度
⑤ 日付
⑥ 時間

⑦ 電源状態

現在のモードを表示します。
再生モード時に本体のボタンに割り当てられた機能を
表示します。
ファイルに割り当てられる番号を表示します。
撮影時の解像度が表示されます。
撮影日を表示します。
撮影時の時間を表示します。
電源の状態を表します。
カーシガー電源から給電されている場合、
図のような絵が点滅します。

①

②

③
④

⑤
⑥
⑦
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　再生モード時のボタンの機能

ボタン

△ボタン

▽ボタン

MENU ボタン

OK ボタン

動作
ファイル選択時
ファイル再生時
ファイル選択時
ファイル再生時

-

-

説明
次のファイルを表示
長押しすると巻き戻し
前のファイル
長押しすると早送り
再生モードの設定メニューを開きます。
もう一度押すと、共通の設定メニューが開きます。
動画ファイルの再生 / 一時停止
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メニューとその機能

再生モード表示中に、メニューボタンを押すことで下記のメニューが表示されます。

表示ファイルを削除

全て削除

表示ファイルをロック
ロックを解除
全ファイルをロック
全ロック解除

削
除

保
護

項目 設定 説明

表示中のファイルを削除します。
SD カード内のすべてのファイルを削除します。
※ファイルが保護（ロック）されていると
ファイルは削除されません。削除する場合は
すべてのファイルの保護を解除してください。

表示中のファイルを保護します。
表示中のファイルを保護を解除します。
全てのファイルを保護します。
全てのファイルを保護を解除します。

※ファームウェアのバージョンにより、内容が変更されることがあります。

設定操作時のボタンの機能

ボタン
▽ボタン
△ボタン

OK ボタン
MENU ボタン

説明
項目や設定値を選択します。
項目や設定値を選択します。
項目や設定値を決定します。
共通の設定メニューまたは、動画記録画面へ戻ります。
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共通設定

メニューとその機能

スタンバイ状態でMENUボタンを 2回押すと設定を確認・変更することができます。

※ファームウェアのバージョンにより、内容が変更されることがあります。

☆は初期設定値です

オフ（☆）
高い（2G）
ミディアム（4G）
低い（8G）

　　　ー

オフ /1 分 /3 分

オン / オフ（☆）
日本語（☆）
English
その他言語

50Hz（☆）
60Hz

オフ（☆）
３分
５分
10 分

確認 /キャンセル

確認 /キャンセル

　　　ー

駐車監視

項目 設定 説明

日 / 時刻

オート
パワー OFF

電子音

言語

電源周波数

スクリーン
セーバー

フォーマット

バージョン

デフォルト
設定

駐車中に衝撃や動体を感知すると、衝撃後 30 秒の映像を
記録します。
Gセンサーの感度を選択します。
・強い衝撃を感じた際に、録画中ファイルが容易に削除
されないようロックする機能です。
※高いに設定すると段差や悪路などでも反応することが
あります。
日時を設定します。
電源を節約するためにスタンバイの時に、
１分 /３分後に自動的に電源オフになります。

メニュー表示の言語を選択します。

ボタン操作時の音のオン / オフの切り替えをします。

使用している地域の商用周波数に合わせてください。
東日本：50Hz　西日本：60Hz
記録撮影時に蛍光灯などのちらつきを防止し記録します。

常時録画時、液晶モニターのみを消す際に設定します。
（任意ボタンを押せばウェイクアップ可能です。）

全ての設定を商品出荷時の状態に戻します。
動作がおかしい場合などにご使用ください。
現在のソフトウェアのバージョンを確認します。

挿入されているmicroSD カードを初期化します。
初回使用時、または他で使用されたmicroSD カードを
使用する際は必ずフォーマットを行ってください。
メモリーエラー表示時もフォーマット処理を行ってください。



その他

㉓

トラブルケース

録画出来ない。画面表示しない…
充電操作を行ってください。

・充電中パソコン USB ポートが有効であるかどうか、パソコンの省電力設定で電源が供給さ

れない設定になっていないことをお確かめください。

・充電供給時はフロントパネルの LED ランプが赤になります。

・パソコンの USB ポートへ差し込むときは、電源 OFF の状態で差し込んでください。

また、機器認識まで時間を要する場合があります。

30 秒程度お待ちいただくか、再度差し込んでください。

（特殊なドライバーのインストールは必要ありません。）

車始動時にカーシガー電源アダプター接続の場合、画面が自動的に立ち上がりますが、車種に

よって電源の供給力設定が違うため、まれに電力不足で画面が映らない事例がございました。

その際は一度 miniUSB、カーシガー電源アダプタなどを外していただき、再起動などをさせ

てみてください。

不具合の原因が本体ではなく、カーシガー電源アダプタ、miniUSB ケーブルにある可能性も

ございます。

独自の判断をせず、ご購入モール経由（Amazon・Yahoo・楽天市場）より弊社サポートまで

ご相談ください。

　おかしいな？と感じたら（動作異常）

１）動作がおかしくなった場合、リセット穴をクリップの先端などで押してリセット処理をし

てください。機器がリセットされ初期動作可能な状態に復帰する場合があります。

また本体の内蔵全治が充電されているか確認後、充電されていない場合は充電をしてください。

２）メモリーカードのメモリー空き容量が少なくなると、記録された古いファイルを削除して

記録していきますので、古いファイルで保存が必要な録画記録は、あらかじめ別の媒体に

コピーしておいてください。

３）未フォーマット、他の機器で使用した microSD カードを差し込むと「メモリーエラー」

の表示が出る事があります。初回使用の際は必ずフォーマット処理を行ってからご使用く

ださい。
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トラブルシューティング

・録画が出来ない！
・録画が開始するとすぐに停止してしまう！
・録画が開始すると本体の電源が落ちてしまう！

この様なトラブルの場合に考えられる原因といたしまして、micro SD カードの容星がいっぱ
いになってしまっていることが考えられます。

自動上書き（循環録画）機能がついているのになぜ？と思われるお客様もいらっしゃると思い
ますので、その理由と対処方法をこ説明させていただきます。

当店のドライブレコーダーには、自動上書き設定の他に様々な機能がこざいます。
・Gsensor (G センサー）
・Screen protection（スクリーンセーバー）
これらの機能の特性上、引き起こされる症状である場合が多くあります。

１．G-sensor

Gsensor 機能は、ある一定以上の衝撃が本体に加わると記録中のファイルをロックし自動上 
書き機能では削除できないようにする機能です。
事故など大きな衝撃が加わった瞬間の録画テータを保護する目的の機能ですが、このロックさ
れたファイルも動体検知機能と同様に、蓄積されると microSD カードの容置を圧迫する原因
となります。そのデータで microSD カード内がいっぱいになってしまうと、適常の録画がで
きなくなってしまいます。
録画が出来ない状態のカードとドライブレコーダーが認識してしまうと、 録画を開始してもす
ぐに停止してしまったり、本体の 電源を強制的にオフにするなど誤作動の原因となります。
Gsensor は感度を調節することが可能です。
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■ Gsensor の感度を調整する方法

　設定方法　　① 録画スタンバイ状態で動画記録モードになっていることをこ確認ください
② メニューボタンを 1 度押して動画設定メニューに進んで下さい。
③ 下矢印ボタンを 7 回押してカーソルを「Gsensor 」に合わせてください。
④ OK ボタンを 1 度押して下さい。
⑤「オフ」「高い」「ミディアム」「低い」の中から「高い」※1 を選び
OK ボタンを押すとメニュー画面に戻り設定完了です。

※ 1 ここでの「高い」が表す意味は、どれだけの衝撃を受けた際にこの機能を発動させ
るかを示したものです。「高い」に設定することで、大きな衝撃がドライプしコーダー
本体に伝わった時だけ動作するようになるため誤作動が減りトラブルの予防になりま
す。「低い」に設定されると、ちょっとした段差でも機能してしまう恐れがあります。

２．Screen protection

Screen protection 機能は、スクリーンセーバーの役割をする機能です。
録画中であっても、一定時間ボ タン操作が行われないと LED 液晶画面をオフにする機能で、 
LED 液晶画面が付いていると気になってしまい運転の集中力が散漫になってしまうことを防ぎ
ます。画面が消えても録画はされ続けます。
しかし、画面が消えることで故障であると思われるお客様も多くいらっしゃいます。少しでも
不安のあるお客様はこの機能をオフにして常時液晶画面を点灯させておく事をおすすめします。

■ Screen protection 機能をオフにする方法

　設定方法　　① 録画スタンバイ状態で動画記録モードになっていることをご確認ください
② メニューボタンを 2 度押して共通設定メニューに進んで下さい。
③ 下矢印ボタンを 4 回押してカーソルを「Screen protection 」に合わせてく
ださい。

④ O K ボタンを 1 度押して下さい。
⑤「オフ」「3 分」「5 分」「10 分」の中から「オフ」を選び OK ボタンを押し
て下さい。 O K ボタンを押すとメニュー画面に戻り設定完了です。
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以上の内容に当てはまらない場合に考えられることといたしまして、microSD カードが本ド
ライブレコーダー用にフォーマット（初期化）されていない事があります。また、容量がいっ
ぱいになってしまった際にも記録データをパソコンなどに移動させた後、再度フォーマットを
してから こ使用になることをおすすめしています。

■ microSD カードのフォーマット（初期化）方法

　設定方法　　① 録画スタンバイ状態で動画記録モードになっていることをこ確認ください。
② メニューポタンを 2 度押して共通設定メニューに進んで下さい。
③ 下矢印ボタンを 8 回押してカーソルを「フォーマット」に合わせてください。
④ OK ボタンを 1 度押して下さい。
⑤「SD カード」と表示されたら、そのままもう一度OK ボタンを押して下さい。
⑥「全てのデータが削除されます」と表示されますので、下矢印ボタンを
１度押し て「確認」を選んで下さい。

⑦ OK ボタンを押して下さい。
⑧ 画面に「お待ちください」と数秒間表示されフォーマット作業が行われます。
⑨ フォーマット作業が終了するとメニュー画面に戻り設定完了です。

※SD カードは 1 ヶ月に一度ほど、出来るだけフォーマットをしてご使用ください。
また SD カードの耐年数は使用料にもよりますが、約 1 年ですので消耗品とお考えいた
だき一定期間での交換をお勧め致します。
耐年数を過ぎた SD カードのこ使用は機器の不具合、未録画にもつながる事がこざいま
す。
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保証とサポート

【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。

□ 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


	はじめに
	必ずお読みください
	安全にお使いいただくために
	本体と付属品
	各部の名称と働き
	基本操作方法
	取り付け方法
	microSD カードの装着・取り出し

	基本機能の設定方法
	フォーマット
	日付設定
	ループ録画
	G センサー
	スクリーンセーバー
	記録ファイルの読出しについて

	動画記録モード
	動画記録モードの表示
	動画記録モード時のボタンの機能
	メニューとその機能

	静止画記録モード
	静止画記録モードの表示
	動画記録モード時のボタンの機能
	メニューとその機能

	再生モード
	再生モードの表示
	再生モード時のボタンの機能
	メニューとその機能

	共通設定
	メニューとその機能

	その他
	トラブルケース
	おかしいなと感じたら
	トラブルシューティング
	保証とアフターサービス




