初期設定
1. 表示言語の設定
メニューボタンを２回押し共通設定メニューを表示します。
DOWN ボタンを１回押し、OK ボタンを押します。
UPボタン、DOWN ボタンを使用して日本語を選択します。
OK ボタンを押すと設定が完了し、共通メニューにもどります。
※最初から表示が日本語の場合は、この設定は必要ありません。

2. 日時の設定
共通設定設定メニューから UPボタン、DOWN ボタンを使用して「日付設定」を選択し、OK ボ
タンを押します。
左から年→月→日→時→分の順に設定します。
UP ボタン、DOWN ボタンを使用して設定したい数字に合わせて OK ボタンを押すと、次の
項目に移動します。
分の設定が終わって OK ボタンを押すと設定が完了し、
共通設定メニューに戻ります。
メニューボタンを押すと共通メニューが閉じます。
※時刻はズレることがあります。定期的に日時設定の確認をお勧めします。

3. ループ撮影の設定
microSD カードがいっぱいになった時に、保存されている古いファイルから順に削除・上書き
して、録画が停止しないようにする機能です。
動画モード時（画面右上に マークが表示されます）にメニューボタンを１回押すと動画モー
ドの設定メニューが表示されます。
（動画モードでない場合はモードボタンで動画モードに
切り替えてください。）
「上書録画時間」を選択し、OK ボタンを押します。
オフ/1 分/３分/5 分/10 分のいずれかを選択し、OK ボタンを押すと設定が完了し、動画モー
ドの設定メニューに戻ります。
メニューボタンを２回押すとメニューを閉じます。
※録画中に何らかの影響で機器に問題が起きた場合、
5 分に設定していると前後 5 分間の
録画ファイルが保存されない可能性があります。
1 分に設定した場合、問題が起きた前後1 分間以外の録画ファイルは保存できるため、
大事な場面が残せる可能性が高くなります。
（ただしファイル数が多くなります）
※オフを選んだ場合、容量がいっぱいになっても古いデータが削除されず、データが上書き
されないため、録画が停止されます。
ループ撮影を行う場合は、オフには設定しないでください。
※動画データをロックした場合は削除されず microSD カードに残り続けます。
ロックされた動画データが溜まると、
録画できなくなりますのでご注意ください。

4. 動体検知の設定
物体の動きを検知して撮影を開始する動体検知の設定をします。
動画モードの設定メニューから「動体検知」を選択し、OK ボタンを押します。
オフの場合、エンジン始動時に自動的に録画が開始され、オンにすると、動体を感知したら
自動的に録画を開始するようになります。
いずれかを選択し OK ボタンを押すと設定が完了し、動画モードの設定メニューに戻ります。

再生モード（続き）
●サムネイル
実行�するとを選択すると保存されているデータをサムネイル表示します。
サムネイルから確認したいデータを選択して、OK ボタンを押すと再生されます。
メニューボタンを押すと設定画面に戻り、自動的にサムネイル表示が解除されます。

動画モード
動画を撮影します。
車のエンジンをかけると電源が入り自動的に録画が開始され、エンジンを切ると電源が切れ
ます。
（録画中は液晶画面の上部中央に赤い●が点滅します）
設定等の操作中は録画が停止します。録画を再開する際は OK ボタンを押してください。
動体検知をオンに設定した場合は物体の動きを検知後自動的に録画再開します。

OK ボタンを押すと静止画を撮影します。

動画モードの設定

●解像度
静止画をダウンロードした際の画面のサイズ ( 解像度 ) を設定します。
Q-VGA…1280x960 ピクセルにて静止画を記録します。
HD…1280x720 ピクセルにて静止画を記録します。
VGA…640x480 ピクセルにて静止画を記録します。
QVGA…320x240 ピクセルにて静止画を記録します。
※本商品のカメラは約 30 万画素になります。

動画モード（画面右上に マークが表示されます）でメニューボタンを1 回押すと動画モード
の設定画面になります。
●解像度
動画をダウンロードした際の画面のサイズ ( 解像度 ) を設定します。
Q-VGA…1280x960 ピクセルにて動画を記録します。
HD…1280x720 ピクセルにて動画を記録します。
VGA…640x480 ピクセルにて動画を記録します。
※本商品のカメラは約 30 万画素になります。
●日付表示
録画データの日付と時刻表示のオン、オフを設定します。
●動体検知
物体の動きを検知して撮影を開始する動体検知の設定をします。
オフ…エンジン始動時に自動的に録画が開始されます。
オン…動体を感知したら自動的に録画を開始するようになります。
●上書録画時間
microSD カードがいっぱいになった時に、保存されている古いファイルから順に削除・上書き
して、録画が停止しないようにする、ループ撮影の設定をします。
オフ/1 分 /３分 /5 分 /10 分
それぞれ 1 つの動画ファイルの録画時間になります。
※録画中に何らかの影響で機器に問題が起きた場合、
5 分に設定していると前後 5 分間の
録画ファイルが保存されない可能性があります。
1 分に設定した場合、問題が起きた前後 1 分間以外の録画ファイルは保存できるため、
大事な場面が残せる可能性が高くなります。
（ただしファイル数が多くなります）
※オフを選んだ場合、容量がいっぱいになっても古いデータが削除されず、データが上書き
されないため、録画が停止されます。
ループ撮影を行う場合は、オフには設定しないでください。
※動画データをロックした場合は削除されず microSD カードに残り続けます。
ロックされた動画データが溜まると、
録画できなくなりますのでご注意ください。
●録音
録画時の同時録音のオン、オフを設定します。

共通設定メニュー（続き）
●USB
使用しません。
●バージョン
ドライブレコーダーの情報を表示します。

●音量
使用しません。

共通設定メニュー
全モード共通の設定をします。
いずれかのモードでメニューボタンを２回押すと共通設定メニュー設定が表示されます。
●フォーマット
挿入している microSD カードをフォーマット（初期化）します。
※保存されている全データが消去されますのでご注意ください。
●言語
日本語、英語、中国語など、表示言語を設定します。
●パワーオフ
一定時間操作しない場合に自動的に電源がオフになる時間を設定します。
オフ…自動オフしません。
1min.…1 分間操作がない場合、自動的に電源がオフになります。
3min.…3 分間操作がない場合、自動的に電源がオフになります。
5min.…5 分間操作がない場合、自動的に電源がオフになります。
※動画撮影中は、設定した時間を過ぎてもオフになりません。
●システムの復元
初期設定に戻します。
日時の設定は初期化されません。
●電源周波数
周波数を設定します。東日本は 50HZ、
西日本は 60Hz です。
●日付設定
左から年→月→日→時→分の順に日時を設定します。
UP ボタン、DOWN ボタンを使用して設定したい数字に合わせて OK ボタンを押すと、次の
項目に移動します。
分の設定が終わって OK ボタンを押すと設定が完了し、共通メニューに戻ります。
メニューボタンを押すと共通メニューが閉じます。
※時刻はズレることがあります。定期的に日時設定の確認をお勧めします。

静止画モード

トラブルシューティング
故障かな？と思ったら、まずご確認ください。

電源が入らない

●電源ケーブルは挿さっていますか？接続状況をご確認ください。
●シガー電源ケーブルのランプは点灯していますか？シガーソケットに正しく挿していても
赤いランプが点灯していない場合はシガー電源ケーブルが故障している可能性があります。

映像が記録できない / ループ撮影ができない

●microSD カードは正しく挿入されていますか？
●保護 ( ロック ) したファイルで microSD カードがいっぱいになっていませんか？
●microSD カードのスピードクラスは Class10 以上ですか？
●microSD カードをフォーマットしてください。それでも解決しない場合は他の microSD
カードに交換してみてください。

日本語以外の言語で表示されている

●共通設定の言語設定で日本語に設定してください。

静止画モードの設定
静止画モード（画面右上に マークが表示されます）でメニューボタンを 1 回押すと静止画
モードの設定画面になります。

録音モード
OK ボタンを押すと録音を開始し、もう一度押すと終了します。
音声モードの設定はありません。

再生モード
UPボタン、DOWN ボタンで撮影したデータを順番に確認できます。
動画と録音データの音声はドライブレコーダーでは再生できないため、microSD カード内の
データをパソコン等で再生して確認してください。

再生モードの設定
再生モード（画面右上に マークが表示されます）でメニューボタンを1 回押すと再生モード
の設定画面になります。
●削除
シートを削除する…現在選択中のデータを 1 件削除します。
すべて削除する…保存されている全てのデータを削除します。
( ロックされているデータは削除されません )
●ロック/ アンロック
ロック…現在選択中のデータを 1 件ロック（保護）します。
全てロック…保存されている全てのデータをロック（保護）します。
ロック解除…現在選択中のデータ 1 件のロック（保護）を解除します。
全てロック解除…ロック（保護）されている全てのデータを解除します。

製品仕様
液晶サイズ

約 2.2 インチ

対応言語

日本語、中国語、英語

ファイル形式

動画：AVI

ビデオ解像度

最大 1280x960

静止画解像度

最大 1280x960

ライト

LED ライト２個

マイク

高感度マイクロフォン内蔵

対応メディア

microSD/microSDHC カード（4 〜 32GB）※Class10 以上推奨

電流周波数

50Hz ／ 60Hz

PC 接続
インターフェース

ミニ USB
（別売）

サイズ

約 90×55×30mm

重量

約 210g

製品内容

本体、シガーソケット電源コード、吸盤スタンド、ステッカー
取扱説明書 ( 本書 )

動画に音声が記録されていない

など

静止画：JPG

●消音設定で録画していませんか。

フリーズするときがある

●充電量が不足している場合フリーズすることがあります。
しっかりと充電してみてください。
●microSD カードの書き込み速度が遅いと保存時にフリーズする可能性があります。
Class10 以上の microSD カードに替えてみてください。

リセットボタンについて

フリーズしたり誤作動を起こした場合は、ピンなどの先の細いものでリセットボタンを
押して再起動してください。
リセットしても microSD カード内のデータは消去されません。
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対象年令15歳以上
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