前後２カメラドライブレコーダー

※STARVIS は、ソニー株式会社の商標です

CMOSイメージセンサーに 「STARVIS™」 を フロント・リア共に搭載。
リア共に搭載。
センサーのピクセルサイズが2.9μm角と大きいため、わずかな光
わずかな光
も捉えます。 そのため、街灯の少ない夜道でも周囲の状況を明
街灯の少ない夜道でも周囲の状況を明
瞭に記録できます。

プライバシーガラス・スモークフィルム 対応
リアはフロントに比べて常に暗い状態。 STARVIS非搭載モデ
STARVIS非搭載モデル
デル
では黒つぶれして映らないことも …。本機は リアに適した設計・
センサーを採用しているので、 昼夜とも鮮明記録！

無線 LAN を搭載しているので、専用アプリ（無料） を通してスマートフォンや
タブレット端末と接続ができます。ドライブレコーダー本体の設定はもちろん、
記録映像の確認 ・ ダウンロードなどが手元で操作できるので便利です。

S Dカードあんしん機能
NEW!

[SDカード フォーマット不要]

無 料 専用アプリ https://www.yupiteru.co.jp/app/dry-remote-c/

DRY Remote TypeC
iOS 9/10/11/12/13 Android 5/6/
7/ 8/9
（ Google Play対応 ）

※ I n t e l A t o mプロセッサ 搭 載モデルを除く※2020年1月現在

専 用 アプリ
の詳 細は
こちら

その他、安心の機能充実
[HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載]

特許出願中

従来は上書き （記録⇔削除） の繰り返しで断片化が起き、
エラーが発生するため、定期的なフォーマットを必要とし
ていましたが、 本機は断片化が起きない独自のファイル
システムを採用。 面倒な定期フォーマットは不要です。

エラーが
起き にくい！

[ＳＤカードチェック機能]
SD カードの破損や不具合を見つけたら音でお知らせ 「記録できていなかった！」
を防止。

白とびや黒つぶれを抑え、より鮮明に記録。 逆光
やトンネルなど明暗差が激しい場面で活躍します。
本機はフロント・ リアともに搭載しています。

HDRあり

HDRなし

[GPS搭載]
場所、日時、速度情報など映像以外の情報も記録。PC用の専用ソフト (無料) で
確認ができます。 また、GPS 機能を活用し時刻の自動補正も行います。

[バックアップ機能]

[Gセンサー搭載]

スーパーキャパシタを搭載しているため、 録画中に突然電源が断たれても記録
データの破損を抑えることができます。

衝撃を検知した前後数秒の映像を、上書きを繰り返す常時録画フォルダとは別
に、G センサー記録専用フォルダに記録します。

駐車中も安心 ! 駐車記録機能

[ オプション ]

「駐車記録用オプション」 の追加で、 エンジン OFF 後も記録。 最大約12 時間の駐車に対応。
当て逃げや車上荒らしなどの対策として。

[タイムラプスモード]
記録フレームレートを 1コマ/秒に変更。長時間の記録に対応しています。

タイムラプスモード
切替ボタン

注意: 電圧監視機能付ですが、
車両バッテリーの状態などの起因により、バッ
テリー上がりを起こす可能性があります。バッテリー上がりに関して、弊社
は一切の責任を負いません。

■フロントカメラ

■リアカメラ

35mm

30mm

104mm

57mm

記録時間の目安 ( 常時録画 )

F：フロントカメラ ／ Ｒ：リアカメラ

【F・R】1080P HD
（1920×1080）
28コマ/秒
14コマ/秒

【F・R】720P（1280×720）
28コマ/秒
14コマ/秒

３２GB

約108分

約176分

約208分

約326分

１６GB
（付属品）

約54分

約87分

約103分

約162分

８GB

約26分

約43分

約51分

約80分

※記録時間は目安で、絶対保証値ではありません。
※お使いの状況により、録画時間は変化します。

機能・仕様

F：フロントカメラ ／ Ｒ：リアカメラ

【F】10 4
（幅 )× 35 (直 径 )mm ※取付けブラケッ ト
（テープ貼付) 装着時50(高さ)mm＊1

外形寸法
(突起部除く)

【R】57
（幅)× 30（直径)mm ※取付けブラケッ ト
（テープ貼付) 装着時39(高さ)mm＊1

本体重量

【F 】約89g (m i c r o S D カ ー ド 含 む ) 【 R 】約 28g

記録媒体
フロン ト・
リアカメラ
ユニット

microSDカード（16GB付属）8GB〜32GB（Class 10以上）
撮影素子
レンズ 画角
最大記録画角＊2
F値

記録解像度

最大200万画素

200万画素カラーCMOS（STARVIS技術搭載）
【F 】対角158°【 R 】対角15 8°
【F 】対角158°
（ 水平130°、垂直67°）
【R】対角158°
（水平130°、垂直67°）
【F】2.0 【 R 】2.0
1080P HD（1920×1080）
720P（1280×720）
Gセンサー

GPS

有

画質

HDR（ハイダイナミックレンジ）

記録方式

＊3
常時録画／イベント記録（Gセンサー記録、ワンタッチ記録〈手動録画〉）／ 駐車記録（タイムラプス）
＊4
＊4
音声
ON／OFF可能
単位
30秒、7分 、14分
28 、
14、1コマ ＊4／ 秒
映像ファイル形式
MOV

録画ファイル構成
フ レ ーム レ ート

有（感度設定可能）

記録映像
再生方法

・専用アプリ「DRY Remote TypeC」
（対応OSは下記注意書きをご確認ください）
・専用ビューアソフト ＊5（弊社HPよりダウンロードできます）
・Windows標準の映画＆テレビ＊5

電源電圧
動作温度範囲

DC12V（5V入力）
−10℃〜＋60℃

消費電力
製品保証期間

5W
3年（消耗品は除く）

＊１窓ガラス 25°想定の場合。
＊2 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
＊3 駐車記録には別途オプションが必要です。
＊4 タイムラプスモード中のみ。
＊5 Microsoft Windows 10 のみ対応。

●付属品：5Vコンバーター付電源直結コード〈約4m〉（1）、 フロントカメラ用 [ブラケット（1）、 ナット (1)、 両面テープ(1)]、 リアカメラ用 [ブラケット (1)、 ナット (1)、 両面テープ(1)]、
リアカメラケーブル〈約9m〉(1)、 microSDカード〈16GB〉（1）、 ドライブレコーダー搭載ステッカー (1)、 取扱説明書・保証書（1）
●別売りオプション：AC アダプター OP-E368: 本体3,000 円＋税、 マルチバッテリー OP-MB4000: 本体23,000 円＋税、 電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01: 本体6,000 円＋税
●商品コード：71326 ●ＪＡＮコード：4968543713268 ●ＩＴＦコード：24968543713262 ●パッケージサイズ：208（W）×160（H）×66（D）mm ●パッケージ重量：約738g ●入り数：20個入
●カートンサイズ：434（W）×193（H）×680（D）mm ●カートン重量：約16.1kg

ドライブレコーダーの取付け位置について

フロントガラス上部からフロントガラス
全体の20％以内に取付けてください。

【フロントカメラユニット】●ドライブレコーダーをフロントガラス上部に取付ける場合、保安基準により接着部等がフロントガラス上部から20％以内になるように規定されています。また、
ドライブレコーダー本体が視界の妨げにならな
いように十分注意して取付けしてください。● 両面テープは所定の位置に、
しっかり取付けてください。●ワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取付けると、降雨時等に、鮮明に記録できない
可能性があります。● ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取付けてください。● 車検証ステッカー等に重ならないように取付けてください。●フロントガラス縁の着色部や視界の妨げとなる場所を避けて取付けてください。●
エアバッグの動作や運転の妨げにならないように、取付けてください。● 衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けて
ください。● 取付け前に、取付け位置で電源コードなどが接続でき、ボタン操作がしやすい位置か確認してから行ってください。
【リアカメラユニット】●リアガラスが可動する車両やリアガラスにフィルムを貼っている車両の場合、
リ
アカメラユニットはリアトレイなどに取付けてください。●リアガラスにプライバシーガラスやスモークフィルムを貼られている車両は、夜間や暗い場所では記録映像が見づらくなる場合があります。● ハイマウントストップランプの光
や、後続車両のライトにより録画した映像が見えづらくなる場合があります。●リアワイパーが装着された車両の場合、
リアワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取付けると、降雨時等に、鮮
明に記録できない可能性があります。● 両面テープの貼付け面がリアガラスの電熱線と重ならないように取付けてください。●ラジオアンテナ付近にカメラケーブルの配線を行うとラジオの受信感度が下がる場合があります。

使用上のご注意 ● 本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。● 本機の故障や本機
使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いま
せん。● 本機は事故の証拠として、
効力を保証するものではありません。● 本機は取扱説明書に従って正しく取付けしてくださ
注意
い。誤った取付けは、
道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。●リアカメラの設定を鏡像にした
場合、記録映像も鏡像となります。● 運転者は走行中に操作することは禁じられています。運転者が操作する場合は必ず安
全な場所に停車して行ってください。● LED式信号機対策により、完全消灯状態で撮影されることはありませんが、LED式信号機は高速点滅しているため、点滅して記録される場合があります。また、天候や信号機の条件により一定時間消灯状態で記録される
場合もあります。● L ED 式信号機は点滅して撮 影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負 い ません 。● 被写体や周辺環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。
● 本機の近くに GPS 機能を持つ製品や VICS 受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。● 車載テレビ等のアンテナの近くで使用すると、
テレビ受信感度の低下 、
ちらつき、
ノイズの原因となる可能性があります。● 本機は日本
国内仕様です。海外ではご使用にならないでください 。● 本機は断片化しない独自システムを採用しておりSDカードの定期的なフォーマットは不要です。● S Dカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。●付属品以外のSDカード
を使用する場合は、必ず初回起動時に本機でフォーマットしてください。また、解像度とフレームレートを変更する際も本機でのフォーマットが必要になります。● GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。● GPS 衛星は
米 国 国 防 総 省によって管 理されており、故 意に精 度が 変 更されることがあります。●タイムラプスモードは動 作 状 況 によっては、使 用 時 間が 短くなる場 合があります。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
本機の設定を行うには、スマートフォン等のアプリが必要です。あらかじめお使いのスマートフォンで専用
アプリがインストールできるか確認してください。
車への取付は、必ず付属の「取扱説明書」に従いしっかりと固定してください。

※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。
「Microsoft Windows10／Intel Core i3相当、2.7GHz以上／4GB以上のメモリー
（CPU性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時作動等の環境の起因によって動画再
生のコマ落ち等不具合が起きることがあります）」※「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。※製品の色等は、実際と異なることがあります。※記載されている各種名称・会社名・商品名など
は各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMやⓇなどの記号を記載しない場合があります。※特にことわりのない場合、
「microSDカード」
を
「SDカード」
と表記しています。※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あ
らかじめご了承ください。

