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このガイドについて 
 本書の内容は情報の記載を目的としており、予告なく変更することがあ

ります。当社ではこのユーザーガイドの正確性と完全性には万全を期し

ていますが、 

情報の内容に一切誤りや欠落がないという保証はありません。  

メーカーは技術仕様を予告なく変更する権利を保有しています。 

規制の通知 
このユーザーガイドでは、本製品のために国／地域固有の非無線および

ワイヤレスの規制に関する通知やコンプライアンス情報を提供致しま

す。これらの通知の一部は、お客様の製品に適用されない場合がありま

す。  

電波干渉について 
この装置とアンテナは、他のアンテナや送信機と同一場所に設置したり、一緒に

操作したりしないでください。  

WEEE指令 
EUの個人の家庭におけるユーザーによる電気および電子機器またはバ

ッテリー廃棄物の廃棄 

製品または梱包物にあるこのマークは、家庭ごみとして廃

棄できないことを示しています。電気および電子機器また

はバッテリーのリサイクルのため、装置またはバッテリー

のごみは適切な引き取り組織に引き渡して廃棄しなければ

なりません。本製品またはバッテリーのリサイクルの詳細

情報については、お住まいの市区町村役場、本製品を購入

した販売店、またはお近くの家庭ごみ廃棄サービスにお問

い合わせください。材料のリサイクルは天然資源の保護に

繋がり、人間の健康および環境を守ります。 
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CE規制の通知 
本製品は、電池指令2013/56/EU、無線機器指令2014/53/EU、および有害

物質使用制限指令2011/65/EUで求められる要求事項に適合しておりま

す。 

EU健康保護：本装置は、取り付ける際、または作動させる際、ラジエー

ターと人体の間を最低20cm離す必要があります。 

バッテリー警告 
 バッテリーを分解、破壊したり、穴を開けたり、ショートさせたり

しないでください。バッテリーは高温になる場所に置いておかない

でください。バッテリーが液漏れ、または膨張した場合は、使用を

やめてください。 

 常に付属の純正ケーブルを使用して充電してください。不適切なタ

イプのバッテリーに交換すると、爆発する危険があります。 

 バッテリーはお子様の手の届かない所に保管してください。 

 バッテリーは火にさらすと爆発する可能性があります。バッテリー

は絶対に焼却処分しないでください。 

 バッテリーの交換は、決して自分では行わないでください。 

 使用済みバッテリーは、地域の規制に従って廃棄してください。 

取付におけるご注意 
1. フロントガラスの可視エリアの面積を測定し、ドライバーの視界を遮ら

ないように、本体をバックミラーの裏側に取付てください（フロントガ

ラスの上部20%以内に取付てください）。画面に空と地面が50％ずつ

映るようにして、ブラケットを固定し、次に車線が画面と揃うように本

体を調整することを推奨します。適切に取付することで、運転アシスト

機能がより正確にご利用できます。 

2. 雨の場合でもクリアな視界を確保できるよう、レンズがワイパーの拭き

取り範囲内にあることを確認してください。 
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3. 指でレンズに触れないでください。レンズが汚れると録画画像や静止画

が不明瞭となる原因になります。レンズは定期的に清掃してください。 

4. 本体は着色フィルム装着のガラスには取付ないでください。着色フィル

ムが損傷する恐れがあります。 

5. 本体の取付場所が着色フィルムの影響を受けないことを確認してくだ

さい。 

6. 本体は明るいフロントガラス、または薄い色の耐熱フィルム装着ガラス

に適しており、暗色ガラスあるいは暗色の耐熱フィルム装着ガラスに取

付すると録画画質の低下につながります。 

7. カーアダプターは付属の製品のみを使用してください。機器の焼き付き

やバッテリーの爆発を防ぐため、他社製のカーアダプターは使用しない

でください。分岐ソケットは使用しないでください。 

8. 本体には本体取付用のブラケットが2種類付属しています。 吸盤ブラケ

ットは熱等の問題で落ちることがありますのでシールブラケットをお

勧めします。HPおよびHPの公認パートナーは、 ブラケットの不適切な

取付や、吸盤ブラケットの吸着力低下による落下で生じた本体破損また

はデータ損失に対し、いかなる責任も負いません。 

使用上のご注意 
 地域の法律と車両安全考慮事項に基づき、運転中は本体を操作しな

いでください。 

 標準時間帯、時刻および日付を正しく設定してから本体をご利用く

ださい。 

 E-Mapが正常に機能するような状態で、SuperCarソフトウェアを使用

してください。 

 本体の機能はあくまでも参照用です。ドライバーは実際の道路状況

に基づきご自身の判断で運転してください。 

 GPS測位の結果はあくまでも参照用であり、実際の運転状況を左右

すべきものではありません。また、本体は位置測定の精度を保証す

ることはできません。 
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 GPS測位の精度は天候や場所、例えば高層建築、トンネル、地下、

森林などによって異なる場合があります。GPS測位は、（ガラス以

外の）固体を通り抜けることができません。着色ガラスもGPS測位

の受信性能に影響があります。 

 GPSの受信性能は装置によって異なります。本体では、異なるハー

ドウェアによる位置測定結果の精度を判断することはできません。 

 本体に表示される値（速度や位置など）は、周辺環境の影響により

不正確となる場合があります。あくまでも参考情報としてご利用く

ださい。 

 本製品は、適用される法律で許容される最大限度内で、非営利目的

でのみ使用されます。製品の使用によるいかなる損失も、当社はそ

の責任を負いません。 

 本体は使用中に熱を持ちますが、これは正常な状態です。 

 製品の不適切な使用または操作は、製品または付属品の損傷の原因

となることがありますが、この場合は保証の適用外となります。  

 操作中に発生したいかなるデータ／コンテンツの損失に対しても、

当社は一切の責任を負いません。 

microSDカードお取り扱い時のご注意 
 ・SDカードは消耗品です。 

 ・SDカードの書き換え回数には上限があり、書き換えを繰り返すこ

とで正常に保存ができなくなり、データを破損して読み込みができ

なくなります。 

 ・SDカードは最低でも月一回のフォーマットを実施してください。 

 録画・保存やフォーマットもできない状態では、新しいSDカードへ

の交換をお勧めいたします。 

 ・電源オンにした状態や駐車モード中にmicroSDカードの抜挿しを

行わないでください。microSDカードの破損や録画データの破損の
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原因となります。必ず電源をオフにし、LEDが消灯したことを確認

後、microSDカードの抜挿しを行なってください。 

LED信号機録画のご注意（LED信号機との同期を防ぐ為に） 
 ・東日本は、30fpsをお選びください。 

 ・西日本は、27.5fpsをお選びください。 

 LED信号機はLEDが高速で点滅しますので、同期しないように設定す

る必要があります。 

メニュー操作時のご注意 
 メニュー画面を開くと、システムにより録画が中断されますので、

操作完了後【戻る】ボタンを押して頂き録画画面に戻してください。 

 

本製品の利用を開始することで、上記の内容に同意した

ものと見なされます。 
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1 はじめに  
この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品

は、運転中の映像・音声などを記録する車載装置（カメラ）です。 

1.1 特長  
• スーパーキャパシター搭載 

• 画素数：フル HD 1920×1080 

• モニター：3.0 インチ IPS-LCD カラーモニター※文字もハッキリ 

• 視野角：138.8°の最大記録視野角 

• Ｇセンサー搭載 

• 駐車モード搭載安全運転支援機能(3 モード)搭載 

1.2 梱包内容 
梱包には次のアイテムが入っています。足りないもの、または破損した

ものがある場合は、ただちに販売店にご連絡ください。 

ドライブレコーダ

ー 

ブラケット 

×2 種類 
CD-ROM ユーザーガイド 

    

カーアダプター リアカメラ microSD カード 
簡単取付コード

クリップ 
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別売オプション 

C-100 C-501 

ACC 電源コード 常時電源ケーブル 

注意： 

取付場所が確定している場合は、シールブラケットをご使用ください。 本体をバックミラーの裏側

に取付てください（フロントガラス上部20%以内に取付てください）。 HPおよびHPの公認パート

ナーは、 ブラケットの不適切な取付や、吸盤ブラケットの吸着力低下による落下で生じた本体破損

またはデータ損失に対し、いかなる責任も負いません。 

1.3 製品の概要 
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番号 項目  番号 項目 

1 LED インジケーター  8 スピーカー 

2 LCD カラーモニター  9 広角レンズ 

3 メニュー／[戻る]ボタン（ ／ ）  10 電源ボタン 

4 
スピードカメラ登録／[上]ボタン  

（ ／ ） 
 

11 マイク 

12 電源コード接続端子 

5 静止画撮影／[下]ボタン（ ／ ）  13 microSD カードスロット 

6 緊急録画／ [確定]ボタン（ ／OK ）  14 リセットボタン 

7 画面表示切り替えボタン（ ／2CH） 
 15 リアカメラ接続端子 

 16 ブラケットソケット 

注意： 

番号(3~7)の項目については、画面に表示される図の指示に従ってボタンを押してください。 
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2 ご使用の準備 
2.1  microSDカード 
2.1.1  micro SDカードの挿入 
本体の画面を前方に向け、SDカードの金属端子面を下にしてmicro SDカ

ードを挿し込みます（下図を参照）。※カチッと音がします 

 

2.1.2  micro SDカードの取り出し 
本体の電源がオンの場合、まず電源を切り、本体の電源が完全にオフに

なるまで待ってから、micro SDカードを取り出してください。  

注意：  

1. 本体の電源が入っているときは、micro SDカードを取り出したり、挿入したりしないでください。

これにより、micro SDカードが損傷することがあります。  

2. SDHC/クラス10および容量8GB以上（最大32GB）対応。 

3. microSDカードの向きを注意して挿入してください。 

4. micro SDカードを初めて使用するときは本体でフォーマットしてください。本体のフォーマット

ファイルタイプはFAT32ファイルです。 

5.本体でmicro SDカードを定期的にフォーマットを行ってください（推奨頻度：1ヶ月に一度） 
※本製品は30日フォーマット喚起機能がついております。) 
6. 記録時間（常時録画1920×1080 HDR）※これは、参考値です。※前後撮影データ合算値。 
8GB 約 31 分 / 16GB 約 62 分 / 32GB 約 123 分  
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2.2 取付 
2.2.1 フロントガラスへの取り付け 

1. ブラケットを本体上部のブラケットスロットに、カチッという音

が聞こえるまで挿し込みます。 

 

2. シールブラケットからビニールの保護シートを剥がします。 

（吸盤タイプブラケットの場合は、予め吸盤の汚れをふき取り下

さい） 
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3. フロントガラスにブラケットを配置し、しっかりと押し付けます。

ベース部が所定の位置に確実に固定されていることを確認してく

ださい。 

(吸盤タイプブラケットではフロントガラスにしっかりと押し付け

ながら、レバーを押して固定します) 

※あらかじめフロントガラスの汚れ、脂分をよく落とし慎重に取

り付けてください。 
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2.2.2 本体角度の調整 

1. 【ノブ】を締めて緩めて本体を垂直または水平方向に回し固定し

ます。 

    

2. 次に【ノブ】を締め、本体が所定の位置で固定されていることを

確認してください。 
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2.3 電源への接続 
本体への電源供給には、付属のカーアダプターのみを使用してください。  

 

1. 本体の電源コード接続端子にカーアダプターの一方の端を接続しま

す。入力：DC 5V／1A 

2. カーアダプターのもう一方の端子を車両のシガーライターソケッ

トに挿し込みます。車のエンジンが始動すると、自動的に本体の

電源が入ります。入力：DC 12／24VLEDインジケーター 

本体の状態 LED インジケーターの色 

電源オフ、外部電源接続中 赤 

電源オン、スタンバイ中 緑 

操作中/メニューや操作画面の状態時 緑 

録画中／録画中で画面オフ 赤点滅 
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2.4 本体への電源オン／オフ 

2.4.1 自動電源オン／オフ 
本体が車の電源に接続されている場合、車のエンジンが始動すると、本

体の電源が自動的に入り録画が開始されます。 

車のエンジンを切ると、本体は自動的に録画を保存し、10秒以内に電源

がオフになります。 

 

2.4.2 手動電源オン／オフ 

手動でも[電源]ボタンを2秒以上長押しすると、

電源のオン、オフができます。  

 

 

 

2.4.3 リセット 

本体をリセットするには、ピンまたはクリップを

使ってリセットホールに差し込み、5秒以上長押し

してください。 
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2.5 本体設定 
メニュー画面から本体の設定をカスタマイズ（お客様が選択）し、使用

することができます。 

注意： 

録画中に ボタンを押し、メニュー画面が開くとシステムにより録画が中断されます。 ボ

タンを押すと、録画画面に戻り録画が再開されます。 

2.5.1 標準時間帯の設定 
標準時間帯の設定方法は以下のとおりです。 

1. ボタンを押して、メニュー画面を開きます。 

2. または ボタンを押して、標準時間帯の設定を選択し、

ボタンを押して機能メニューを開きます。 

3. または ボタンを押して現在の標準時間帯を設定し、 ボ

タンを押して設定を完了します。 

4. ボタンを押して録画画面に戻ります。 
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注意：  

1. 衛星時刻同期がオンの場合、本体の時計は、時間帯設定の設定に基づき、衛星の時計信号によ

り調整されます。  

2. 衛星時刻同期がオフの場合、本体の時計はユーザーが設定した時刻に基づいて動きます。(衛星

時刻同期の初期設定はオンになっています。) 

3.本体の初期設定は、日本の時間帯になっています。  

2.5.2 日付と時刻の設定  
正しい日付と時刻の設定方法は以下のとおりです。 

1. ボタンを押して、メニュ

ー画面を開きます。 

2. または ボタンを押し

て、日付／時刻を選択し、続

いて ボタンを押して機能

メニューを開きます。 

3. または ボタンを押して数字を合わせ、 ボタンを押して

次のフィールドを設定します。 

4. ステップ 3 を繰り返して日付と時刻の設定を完了します。 

 

注意： 

録画ファイルの時刻を正確に保つため、バッテリーの残量がなくなった、本製品を7日間以上使用

しなかったときには、日付と時刻を再設定してください。(衛星時刻同期をオンにしている場合は、

GPSが測位すると日付と時刻は自動設定されます。) 
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3 ドライブレコーダーの使用 
3.1 自動録画 
車のエンジンが始動すると、本体の電源が自動的に入り録画が開始され

ます。 

エンジンを切ると録画は自動的に停止します。 

 

注意：  

1. 一部の車ではエンジンの始動に連動して電源供給が自動的にオン／オフにならないことがあり

ます。車のエンジンにあわせて本体の電源を自動的にオン／オフできない場合、本体の電源を手動

で車の電源に接続して電源をオンにする、または、本体の電源を手動でオフにしてから車のシガー

ライターソケットから外すようにしてください。 

2.ビデオファイルの保存を30秒、1分、3分おきに行うよう設定できます。 

3. すべての録画および画像はmicro SDカードに保存されます。micro SDカードがいっぱいになると、

ループ録画機能により、最も古い録画ファイルから上書きされます。 
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3.1.1 録画画面 

 

番号 アイコン 項目 説明 

1 00:10  録画時間 現在の録画時間を示します。  

2  日付／時刻 現在の録画日時を示します。 

3  メニューボタン 
ビデオ録画中、 ボタンを押して

メニュー画面を開きます。 

4 
 

スピードカメラ位

置の登録 

ボタン 

録画中、 ボタンを押すとスピード

カメラの位置が登録できます。 

5  静止画ボタン 
を押すと、録画中の静止画が撮影

できます。 

6 
 

緊急録画ボタン 

録画中、OK ボタンを押すと緊急録

画モードに入り、データは緊急録画

ファイルに保存されます。  
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7 

  
衛星測位 

アイコン 

衛星測位の受信状況を示します。ア

イコンが赤色の場合、本体が衛星測

位できていないことを示します。 

8  速度 現在の運転速度 

9 
 

録音機能 

アイコン 

音声録音がオフに設定されている

ことを示します。この時、音声は録

音されません。 

10 
 

解像度、補正機能 

アイコン 

録画の解像度、補正機能を示しま

す。 

11 
 

microSDカード 

アイコン 

互換性のある micro SD カードが挿入

されると、画面には が表示されま

す。 

micro SDカードが挿入されていな

い、またはmicro SDカードが損傷し

ている／互換性がない場合は、画面

には が表示されます。  

12 
 

電源アイコン 
本体が電源に接続されてる事を示

します。 

13 
 

二画面表示 

フロント、リアカメラの録画画面を

表示します。 

(4モード：フロントのみ、リアのみ、

フロントリア、リアフロント) 
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3.1.2 緊急録画 
緊急録画の開始方法は以下のと

おりです。 

1. Gセンサーが衝撃を検知す

ると、本体は自動的に緊急

録画を開始します。(※Ｇセ

ンサーはp.29で説明) 

2. 通常録画中、OK ボタンを押すと緊急録画モードになります。直後

に「緊急録画」メッセージが画面左上に表示され、データは、緊

急録画ファイルに保存されます。 

3. 緊急録画の録画時間は、録画ファイル単位の設定と同じになりま

す。緊急録画が完了すると、それ以降は通常録画になります。  

 

 

注意：  

1.緊急録画データは、自動的に緊急録画ファイルに保存されます。通常録画データによる上書きは

されません。 

2.緊急録画ファイルがいっぱいになると、最も古い緊急録画データから上書きされますので、必要

なデータをバックアップしてください。 

3. 緊急録画ファイルには、micro SDカードの使用可能な容量の40％が使われ、フロントとリアで

20％ずつの割合となります。※録画時間一覧表は、p.11を参考にしてください。 

4.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microSDカードを抜いて保管し

てください。 
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3.2 スピードカメラ位置の登録 
本製品では、スピードカメラ位置を手動で登録できます。 

1. GPS測位が完了している状態で、 を押してスピードカメラ位置を

登録します。 

2. 本体では、スピードカメラ位置を最大で200ヶ所登録することがで

きます。それ以上追加しようとすると、「位置登録がいっぱいで
す。」というメッセージが表示されます。 

注意： 

スピードカメラ位置を削除したい場合、スピードカメラ位置管理メニューから最新登録位置削除ま

たは全登録削除をどちらか選択し、登録したスピードカメラ位置を削除できます。 

全位置削除を選択すると、既存のスピードカメラ位置のすべてが削除されることにご注意くださ

い。※ご参考：予め約570カ所が登録済です。 

3.3 録画中の静止画撮影 
本製品を使用して、録画中の静止画を撮影することができます。 

1. 録画中、 を押して、録画し

ているフロント画面の静止画

を撮影します。 

2. のアイコンが画面中央に

表示されれば、静止画の撮影

は完了です。 

 

注意：  

1. 静止画の画像解像度は録画解像度設定によります。  

2. 画像の解像度は対象物の速度により限界があり、周囲の明るさによって変化します。静止画撮

影機能は、事故場面の静止画の撮影、または信号で車が止まっているときに使用してください。 
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3.4 安全運転支援機能 

  
 

注意：  

1. 安全運転支援機能が2種類警告を同時に発することができない。2. スピードカメラアラート、ス

ピードカメラ位置手動登録、制限速度アラート、などの機能を使うためには、まずGPSが測位して

いる必要があります。 

使用する前に、GPSが測位していることを確認してください。 

 

3.4.1 スピードカメラアラート 

スピードカメラアラート機能はGPS測位により車の位置が特定され、車

がスピードカメラに接近すると、本体はアラートと画面のメッセージで

警告します。 

スピードカメラアラートをオンにする手順は以下のとおりです。 

1. ボタンを押して、メニュ

ー画面を開きます。 

2. ／ ボタンを押して、

スピードカメラアラートを選

択し、 OK ボタンを押して

機能メニューを開きます。 

3. ／ ボタンを押してオンを選択し、 OK ボタンを押して機

能をオンにします。 

4. ボタンを押して録画画面に戻ります。 

5. 制限速度を超える速度で運転している場合、警告画面が赤色に変

わり、速度を落とすよう警告します。 

 

以下の安全運転支援機能はあくまでも参考のためのものです。ドライバー

は、実際の道路状況に基づいて判断し運転するようにしてください。 
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注意：  

1.スピードカメラアラート機能には、日本の速度取締り状況に基づき設定されており、他の国で本

体を使用する場合、この機能は使えません。 

2.予め登録されておりますが、全てのスピードカメラの位置情報が登録されている保証はありませ

ん。 

3.4.2 制限速度アラート 

制限速度アラート機能がオンの場

合、GPSにより車の位置が特定され

ており、その走行速度が設定した

制限速度を超えると、本体はアラ

ートと画面のメッセージで警告し

ます。 

制限速度アラートを設定する手順は以下のとおりです。 

1. ボタンを押して、メニュー画面を開きます。 

2. ／ボタンを押して制限速度アラートを選択し、OK ボタンを

押して機能メニューを開きます。 

3. ／ ボタンを押して[オフ／50～200km/h(30~125 mph)]から

制限速度アラートの警告を発する条件を設定し、OK ボタンを押

して設定を完了します。 

4. ボタンを押して録画画面に戻ります。 

5. 制限速度を超える速度で運転している場合、警告画面が赤色に変

わり、速度を落とすよう警告します。 
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3.4.3 長時間運転アラート 

長時間運転アラート機能がオンの場合、本体は録画開始から1時間後に

アラートと画面のメッセージで警告し、その後30分ごとに警告を繰り返

します。 

長時間運転アラートをオンにする手順は以下のとおりです。 

1. ボタンを押して、メニュー画面を開きます。 

2. ／ ボタンを押して、長時間運転アラートを選択し、OK ボ

タンを押して機能メニューを開きます。 

3. ／ ボタンを押してオンを選択し、 OK ボタンを押して機

能をオンにします。 

4. ボタンを押して録画画面に戻ります。 

5. 長時間運転アラートが作動すると、本体はアラートと画面のメッ

セージで警告します。 
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3.5 駐車監視モード 
駐車中に車両を監視するため、①パーキング録画、②動体検知および衝

撃検知、または③タイムラプスを作動することができます。 

※駐車モードを利用する為には、オンにする前に、カー用品取付専門店
等にてオプションの常時電源ケーブル(C-501)を取り付けてください。  

駐車モードの設定を変更する手順は以下のとおりです。 

1. ボタンを押して、メニュー画面を開きます。 

2. ／ ボタンを押して、駐車モードを選択し、 OK ボタンを

押して機能メニューを開きます。 

3. ／ ボタンを押して、駐車モード（パーキング録画／動体検

知および衝撃検知／タイムラプス／オフ）を設定し、OK ボタン

を押して設定を完了します。 

4. ボタンを押して録画画面に戻ります。 

注意：常時電源ケーブル(C-501)はパッケージには含まれていません。詳細については販売代理

店までお問い合わせください。 
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3.5.1 パーキング録画  
- 通常録画中に[電源]キーを3秒間長押しすると、画面に「10秒後

に駐車録画を開始。OKを押すと電源オフ」というメッセージが表

示されます。本体が自動的に駐車録画を開始するまで10秒間お待

ちください。画面は一時的に消えますが、録画状態は続いていま

す。衝撃や振動が検知されると、本体は自動的に緊急録画を開始

します。  

- 通常録画に戻すには、いずれかのボタンを押し画面を表示させ、

もう一度いずれかのボタンを押すと通常録画が再開します。 
注意： 

1. このモードで撮影された録画データは、通常録画と同じくデータは「通常録画」ファイルに

保存されます。緊急録画データは「緊急録画」ファイルに保存されます。 

2. 録画ファイル単位は本体設定のとおりです。 

3. 駐車モードを利用する為には、カー用品取付専門店等にてオプションの常時電源ケーブル

(C-501)を取り付けてください。 

3.5.2 動体検知および衝撃検知  
- 通常録画で、[電源]キーを3秒間長押しすると、画面に「10秒後

に動体検知および衝撃知を開始。OKを押すと電源オフ」というメ

ッセージが表示されます。本体が自動的に動体検知および衝撃検

知を開始するまで、10秒間お待ちください。10秒後画面は消え検

知を開始します。前方で動きを検知した際、または振動／衝撃を

検知した際、録画が開始され状況を記録します。  

- 通常録画に戻すには、いずれかのボタンを押し画面を表示させ、

もう一度いずれかのボタンを押すと通常録画が再開します。 

注意：  

1. このモードで撮影された録画データは「緊急録画」フォルダに保存されます。  

2. このモードでは、状況は10秒間の録画データで記録されます。また、状況が10秒以上継続

した場合、本体は最大1分間まで録画を続行します。 

3．駐車モードを利用する為には、カー用品取付専門店等にてオプションの常時電源ケーブル

(C-501)を取り付けてください。 
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3.5.3 タイムラプス  
- 通常録画モードで、[電源]キーを3秒間長押しすると、画面に「10

秒後にタイムラプスを開始。OKを押すと電源オフ」というメッセ

ージが表示されます。本体が自動的にタイムラプスを開始するま

で、10秒間お待ちください。10秒後画面は消え、タイムラプス録

画を開始します。  

- 通常録画に戻すには、いずれかのボタンを押し画面を表示させ、

もう一度いずれかのボタンを押すと通常録画が再開します。 
注意：  

1. このモードで撮影された録画データは、通常録画と同じくデータは「通常録画」ファイルに

保存されます。 

2. このモードでは、1 秒につき 1 フレームの割合で録画されます。例えば、30 分間の記録は

1 分間で保存されます。 

3. 録画ファイル単位は本体設定のとおりです。 

４．駐車モードを利用する為には、カー用品取付専門店等にてオプションの常時電源ケーブル

(C-501)を取り付けてください。 

3.6  Ｇセンサー 
衝撃検知機能がオンの場合、衝撃が検知されると本体は緊急録画を開始

します。衝撃検知機能の感度は、出荷設定時では「標準感度」に設定さ

れていますが、衝撃検知の設定を変更したい場合は、次のように操作し

ます。 

1. ボタンを押して、メニュー画面を開きます。 

2. ／ ボタンを押して、衝撃検知を選択し、続いて OK ボタ

ンを押して機能メニューを開きます。 

3. ／ ボタンを押して本体の衝撃検知の感度（高感度／標準感

度／低感度／オフ）をお好みに合わせて変更し、続いて OK ボタ

ンを押して設定を完了します。 

＊出荷時は標準感度設定です 

4. ボタンを押して録画画面に戻ります。 
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3.7  録画と静止画の再生  

1. 録画中の場合は、 ／

ボタンを押して録画を停止し、

再生メニューを開きます。 

2. または ボタンを押し

て再生したいファイルカテゴ

リーを選択し、 ボタンを

押します。 

＊ファイルカテゴリー：前方録画/後方録画/前方緊急録画/後方緊

急録画/前方静止画/後方静止画の６種類 

3. または を使って再生したい録画または静止画を選択し、

ボタンを押して選択を確定します。または、 を押して画

面表示を変えます。  
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3.7.1 再生画面 

 
 

番号 項目 説明 

1 ファイル名 ファイル名 

2 
再生時間／ 

総録画時間 
録画再生の経過時間／総録画時間を示します。 

3 戻る 

ボタンを押すと録画または静止画のプレビュー画

面に戻ります。 ボタンをもう一度押すと録画画面

に戻ります。 

4 
前のファイルボ

タン 
ボタンを押すと、再生中の動画を巻き戻せます。 

5 
次のファイルボ

タン 
ボタンを押すと、再生中の動画を早送りできます。 

6 
再生／ 

一時停止ボタン 

OK ボタンを押して、録画を再生または一次停止しま

す。 

7 
レンズ切り替え

ボタン 
再生モードで、 ボタンを押すと、リアカメラ表示

に切り替えられます。 

8 日時表示 日付と時刻を表示します。 

9 ファイル 現在のファイル／ファイル総数 
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10 microSD カード 

互換性のある micro SD カードが挿入されると、画面には

が表示されます。 

micro SD カードが挿入されていない、または micro SD カ

ードが損傷している／互換性がない場合は、画面には

 が表示されます。  

11 バッテリー バッテリー残量を示します。  

12 日付と時刻 撮影した日付と時刻 
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3.8 ファイルの削除  
ファイルを削除する手順は以下のとおりです。 

 

1. ボタンを押して録画を

停止し、メインメニューを開

きます。 

2. または ボタンを押し

てファイル削除を選択し、

ボタンを押して確定し

ます。  

3. または ボタンを押し

てフォルダを選択し、 ボ

タンを押して確定します。  

4. または を使って削除したい録画または静止画を選択し、

ボタンを押して選択を確定します。  

 

項目 説明 

1ファイル削

除 
現在選択しているファイルを削除します。 

すべて削除 
このフォルダ内のすべてのファイルを削除

します。 

 

5. ボタンを押して削除を確定します。 
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注意： 

1. 削除されたファイルは復元できません。保存しておきたいファイルは、削除する前に必ずバッ

クアップをしてください。 

2. フロントカメラとリアカメラで同時に撮影したファイルの場合、フロントカメラフォルダまた

はリアカメラフォルダのどちらからであっても録画または静止画を削除すると、フロントカメラフ

ァイルとリアカメラファイルの両方が削除されます。  

3.9 30日フォーマット喚起機能  
こちらはmicroSDカードフォーマット

を30日毎にをお知らせする機能です。

本体をオンにしている場合、フォーマ

ットしてから30日後にアラートと喚

起メッセージが出ます。その際にフォ

ーマットするかに関して「はい」か「い

いえ」が表示されます。どちらかを選択すると通常録画に戻ります。 

定期的なフォーマットをお願いしておりますが、「はい」を選択します

とファーマットと同時にデータが消去されますので、必要なデータは必

ずバックアップをするようにお願いします。 

また録画/保存ができない、フォーマットができない等の場合は、新し

いSDカードへの交換をお勧めいたします。 

※SDカードのお取り扱いに関しては、弊社ＨＰでもご案内しております

ので、ご参考になさって下さい。 

注意：  

1.フォーマット喚起の表示中は録画していません。 

2.microSDカードは消耗品ですので、定期的なフォーマットが寿命を延ばす効果を保たらします。 

3. フォーマットするとmicroSDカード内のデータが全て削除されますので、ご注意ください。削除

されたデータは復元できません。 
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3.10 リアカメラの取付と使用 
リアカメラは車内の後ろガラスに取り付けます。操作方法下の図をご確

認下さい。  

 

1. リアカメラの microUSB をフロントカメラの 2CH のところに挿します(フロン

トカメラは電源オフの状態で行ってください) 

2. フロントカメラ電源オンにして、リアカメラの映ってる映像は右下に確認出

来ます。2CH を押してフロントとリアの画像切り替える事が出来ます。 
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4 設定の調整 
4.1 メニューの使用 
メインメニューから全般的な設定をカスタマイズできます。 

1. ボタンを押して、メニュー画面を開きます。 

2. ／ ボタンを押してメニュー項目を選択し、 OK ボタンを

押して機能メニューを開きます。 

3. ／ ボタンを押して値を選択または調整し、 OK ボタンを

押して設定を確定します。 

4. ボタンを押して録画画面に戻ります。 

 

4.2 メニュー項目 
メインメニューと機能の詳細については、下表をご覧ください。 

メニュー項目 説明 選択肢 

ファイル再生 
再生したいファイルのカテゴ
リーを選択します。 

録画（フロントカメラ） 
録画（リアカメラ） 
緊急録画（フロントカメラ） 
緊急録画（リアカメラ） 
静止画（フロントカメラ） 
静止画（リアカメラ） 

衛星信号ステータス  
現在の衛星信号受信状態を示
します。 

 

速度単位 
設定した速度単位で表示され
ます。 

KM/H／MPH 

スピードカメラアラ
ート 

スピードカメラアラート機能
をオンにした場合、GPS測位に
より車の位置が特定され、車が
スピードカメラに接近すると、
本体はアラートと画面のメッ
セージで警告します。 

オン／オフ 
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メニュー項目 説明 選択肢 

スピードカメラ位置
登録 

登録：GPS測位によりスピード
カメラの位置を手動で追加で
きます。最大50ヶ所のスピード
カメラ位置を登録できます。 
最新登録削除：最後に登録した
スピードカメラ位置を削除し
ます。 
全登録削除： 
すべての登録したスピードカ
メラ位置を削除します。 

登録／最新登録位置削除／全
登録削除 

制限速度アラート 

最高制限速度を任意で設定し
ます。車の速度が設定した最高
速度を超えると、アラート音が
自動的に鳴り始め、警告メッセ
ージが画面に表示されます。 

／ ボタンを押して制限
速度を設定します。オフに設
定、または制限速度を50～
200km/hに設定できます。 

時間帯設定 
標準時間帯 
を設定します。 

／ ボタンを押して、標
準時間帯を設定します。GMT 
-12:00～GMT +14:00の間で選
択し設定できます。※各国の
標準時間帯は、「時間帯設定」
のページをご確認ください。 

日付／時刻 日付と時刻を設定します。 

／ ボタンを押して数字
を合わせ、 OK ボタンを押し
て次のフィールドを設定し
て、設定を完了します。 

言語  言語の設定 
実際の出荷先地域に準じま
す。 

日時表示 
日時表示がオンの場合、録画デ
ータまたは静止画に日付と時
刻が表示されます。 

オン／オフ 

解像度 
録画の解像度の設定 
※東日本は30fps、西日本は

27.5fpsにしてください。 

1080P 30 fps、HDR 
1080P 27.5 fps、HDR 
720P 30 fps、HDR  
720P 27.5 fps、HDR 
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メニュー項目 説明 選択肢 

明るさ 露出を設定します。 
／ ボタンを押して露光

値を設定します。-2～+2の間
で設定可能です。 

LCD設定 

走行中に本体電源は切らず、デ
ィスプレイの画面を省電力の
ために自動的に非表示にする
機能です 
設定時間後に液晶ディスプレ
イが消えスタンバイ時間にな
ります。液晶を復帰したい場合
には、いずれかのボタンを押し
てください。 
（画面がオフでも録画には影
響がありません。） 

オン／7秒後にオフ／1分後に
オフ 
※出荷時はオン設定です 

録音機能 録音機能を設定します。 オン／オフ 

音量 音量を調整します。 
／ ボタンを押して音量

を設定します。0～10の間で設
定可能です。 

操作音 
電源オンの音とキーの操作音
をオン／オフにします。 

オン／オフ 

録画ファイル単位 
保存される録画データの長さ
単位です。設定した時間で録画
データは分割し記録されます。 

30秒／1分／3分 

駐車モード 
いずれかの駐車モードがオン
の場合、エンジンを切った 10
秒後に駐車モードに入ります。  

オフ／パーキング録画／動体
検知、衝撃検知／タイムラプ
ス 

Gセンサー 
Gセンサーがオンの場合、衝撃
が検知されると本体は緊急録
画を開始します。 

高感度／標準感度／低感度／
オフ 
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メニュー項目 説明 選択肢 

長時間運転アラート 

長時間運転アラートがオンの
場合、本体の電源がオンになっ
てから1時間後にアラートと画
面のメッセージで警告し、その
後30分ごとに警告が繰り返さ
れます。 

オン／オフ 

ファイル削除 ファイルを削除します。 

録画（フロントカメラ） 
録画（リアカメラ） 
イベント（フロントカメラ） 
イベント（リアカメラ） 
静止画（フロントカメラ） 
静止画（リアカメラ） 

フリッカレス 

国内の電源供給は地域によっ
て異なります。正しい設定につ
いては、「各地の電圧と周波数」
をチェックすることをお勧め
します。 
※東日本：50Hz、西日本：60Hz 

60Hz／50Hz 
※東日本：50Hz、西日本：60Hz
に設定願います 

SDカード初期化 
本体に挿入されたmicro初期化
します。カード内のファイルは
すべて消去されます。 

はい／いいえ 

SDフォーマット喚
起機能 

装置に挿入されたmicro SDカー
ドを30日毎にフォーマットを
お知らせする機能です。※詳し
くは「本ガイドのp.36「30日フ
ォーマット喚起機能」を参照下
さい。 

はい／いいえ 
＊定期的フォーマットをお願
いしてますが、フォーマット
する前に必要なデータはバッ
クアップして下さい 

設定初期化 
本体を初期化し、工場出荷時の
設定に戻します。 

はい／いいえ 

ファームウェアバー
ジョン 

現在のファームウェアのバー
ジョンを示します。 

※定期的に弊社ホームページ
で最新ファームウェアをご確
認し、更新をお願い致します。 
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5 ソフトウェアのインストール  

1. 付属のCD ROMをPCで読み込みます。  

2. CDが自動的に実行されない場合は、PCのファイル検索機能で、CD

内のInstall_CD.exeファイル開いてください。  

 

次の画面が表示されます。

 
 

3. [メニュー]項目を押し、画面の指示に従ってインストールを開始し

ます。 
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6 SuperCarソフトウェア 

 
番号 項目  番号 項目 

1 フロントカメラ再生  9 G センサー 

2 ファイルパス  10 速度計 

3 スクリーンショット  11 リアカメラ再生 

4 巻き戻し  12 ソフトウェアバージョン 

5 再生／一時停止  13 E-Map  

6 早送り  14 ファイルリスト 

7 音量  15 言語及び地図の切り替え 

8 再生時間／総録画時間    

注：  

1. E-Map上にルートを表示するには、ビデオの再生を始める前に必ずインターネットに接続してく

ださい。 

2. SuperCarソフトウェアは、Windowsオペレーティングシステムにのみ対応しています。 



42 

7 仕様 
項目 説明 

液晶サイズ 3インチ LCDフルカラーIPS 液晶 

撮影素子 1/2.7”CMOSセンサー 

有効画素数 1920x1080 Full HD 約200万画素 

最大記録画角 対角138.8°(水平110°垂直56.4°)  

F値 2.1 

記録解像度 Full HD(1920x1080)、HD(1280x720) 

記録方式 常時録画/緊急録画/手動録画 

フレームレート 30fps、27.5fps 

記録媒体 microSDカード8GB~32GB対応 class10推奨 
(NANDタイプ「MLC」推奨) 

録画ファイル単位 30秒、1分、3分 

録画ファイル形式 MOV(動画)/JPG(静止画) 

記録映像再生方法 専用ソフト(Webサイトよりダウンロード)、Media Playerなど 

GPS O 

Gセンサー O (3段階調整可) 

Wi-Fi X 

リアカメラ対応 O 

30日フォーマット 
喚起 

O (SDカードのメンテナンスを30日ごとにお知らせしま
す)on/off可能 

録音機能 O (on/off可能) 

駐車モード O 

電源電圧 DC 12V/24V 

消費電力 フロントのみの時消費電力3W、フロントリアの時4.5W 

バッテリー スーパーキャパシタ 

動作温度範囲 -10℃~60℃ 

製品保証期間 1年(消耗品は除く) 

本体サイズ 87.6x30.7x54mm 

重量 約78g（microSDカード含まず） 

付属品 本体、カーアダプター、ブラケット2種類 (吸盤、シールタイ
プ)、簡単取付コードクリップ(13個)、microSDカード(MLCタ
イプ16GB)、取扱説明書、保証書、CD-ROM 
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リアカメラ 

項目 説明 

センサー 1/3”  CMOS センサー  

有効画素数 1280 (H) x 720 (V) 

レンズ 
広角固定フォーカスレンズ 

レンズ口径：最大 F2.8 

フォーカス範囲 1.5m～無限大 

録画 
解像度：1280 x 720 25 fps 

フォーマット：MOV 

静止画（写真） 
解像度：1280 x 720  

フォーマット：JPG 

動作温度範囲 0℃ ~ 60℃ 

寸法 25.5 x 24.75 x 64 mm (含支架) 

重量 約 28ｇ (50cm コードを含む) 

※上記は、ドライブレコーダー協議会表示ガイドラインに基づく表記です。 
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8 お客様サポートについて 
当商品について、ご不明な点がございましたら、下記サービスセンターへお問い

合わせください。 

hpドライブレコーダーサービスセンター 

0570-073-047 

受付時間：9:00~17:00 月曜日~金曜日 

(祝祭日、年末年始当社指定期間を除く) 

 

※本体および付属品は仕様の変更を行う場合があります。 

※上記はドライブレコーダー協議会表示ガイドラインに基づく表記です。


