主な仕様

使用上のご注意

品番
商品名
ディスプレイ
フロントカメラ イメージセンサー
最大記録画角
フレームレート
f値
リヤカメラ
イメージセンサー
最大記録画角
フレームレート
f値
ループ録画時間
録画ファイル容量 ※1
緊急録画上書き設定
動画解像度 ※3
静止画解像度 ※3
WDR
駐車監視モード ※4
安全運転支援機能
音声録音
Gセンサー
GPS
専用ビューワー
ファイル圧縮方式
電源電圧
消費電流
動作温度
保存温度
内蔵電池（有無/容量）
本体サイズ
本体重量
リヤカメラサイズ
リヤカメラ重量
対応SDカード

DRT-200MA
リヤカメラ付ドライブレコーダー
3.0インチ
SONY STARVIS™ CMOS sensor
167°
27.5fps
f1.8
SONY Exmor CMOS sensor
153°
27.5fps
f1.8
1分/2分
常時：約60分（※2）
・緊急：20ファイル・駐車監視：40ファイル
◯
フロント：1920×1080/1280×720・リヤ：1920×1080
フロント：1920×1080/1280×720・リヤ：1920×1080
◯（フロント・リヤ）
○
○
○
○
○
○（ホームページよりダウンロード）
動画：MOV・静止画：JPEG
DC12V〜24V
フロント：約600mA・リヤ：約450mA
-20℃ ~ +70℃
-30℃ ~ +80℃
スーパーキャパシタ
約89.8 (W) x 26.8 (D) x 55.7 (H) mm
約83g
約73 (W) x 26 (D) x 36 (H) mm
約28g
16GB/Class10以上

※1 静止画ファイルの保存データ数や録画データの内容によっては、変動する場合があります
※2 microSDが16GBの場合
※3 リヤカメラが接続されていない場合（フロントカメラのみ）、1280×720の設定が可能となります
※4 駐車監視機能を使用する場合は、駐車監視モード設定を「オン」にする必要があります

● 本機を使用中の交通事故、交通違反に関しては、一切の責任を負いかねます。安全運転をお心がけください。
● 本機はすべての状況においての映像を記録することを保証する物ではありません。
● 記録された映像やデータの損傷、破損による損害に関して弊社は一切の責任を負いかねます。
● 本機は事故の証拠として､効力を保証する物ではありません。
● 本機を取り付けたことによる車両や車載品の故障、事故などの損害に関して弊社は一切の責任を負いかねます。
● 高温になる場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。

安全に関するご注意
● 誤った使い方や取り付け､配線は重大な事故を招く恐れがあります。
その場合､弊社は一切の責任を負いかねます。
正しい取
り付け、
配線は販売店様または専門業者様にご相談ください。
● 走行中、
運転者はモニター画面の注視や操作を行わないでください。
道路交通法違反で罰せられる可能性や交通事故の原
因となる可能性があります。
● 水や湿気、
ホコリが多い場所に設置しないでください。
事故や火災の原因になることがあります。
そのような場所へ設置し、
本製品が故障しても弊社は一切の責任を負いかねます
（保証期間内でも無償修理対象外）
。
● 本製品はDC12Vおよび24V、
マイナスアース車専用です。
● プラスアース車などに取り付けると故障や火災の原因となります。
● エアバッグが装着されている車に取り付ける場合、
絶対にエアバッグのカバーおよび動作時の妨げとなる場所には取り付
けないでください。
万が一の場合、
エアバッグが正常に動作しなかったり、
動作したエアバッグで本製品が飛ばされるなど､
事故や怪我の原因となります。
● 本製品は車載機専用および日本国内専用となります
（海外での使用はできません）
。

リヤカメラ付きドライブレコーダー

DRT-200MA

●製品の仕様は、
製品改良のため予告なく変更することがあります。
● 画像やイラストはイメージのため、
実際とは異なる場合があります。
●カタ
ログに掲載されている商品画像、取付例およびビジュアル等は全てカタログ表現上のイメージとなります。画像や写真の色などは実際の色と異
なって見える場合があります。
●各画面の画像はハメコミ合成であり、
色および仕様等は実際とは異なる場合があります。
●商品の希望小売価格
（税
別）
には取付価格は含まれておりません。
取付や取外しに関する費用のお問い合わせは販売店でご確認ください。

microSD カード記録時間
ループ録画設定
1分
2分

ループ録画・静止画
12GB
10GB

緊急録画

駐車監視録画

20 ファイル（2GB 相当）40 ファイル（2GB 相当）
20 ファイル（4GB 相当）40 ファイル（2GB 相当）

販売元：

株式会社イノベイティブ販売

※付属品のmicroSDカード：16GBの場合となります
※本機は通常フォルダ（静止画ファイル含む）、イベントフォルダ、駐車監視フォルダをパーティション分けしています
※通常イベントと駐車監視録画フォルダは共有フォルダとなります
※上記数値は理論値であるため、目安となり、被写体や撮影条件等により変動します

サービスや修理に関するお問い合わせ先
サービスセンター：
〒343-0003 埼玉県越谷市船渡68-8
ＴＥＬ：048-970-5027
（平日9:00〜12：00、13：00〜17：00

付属品
●本体

土日祝祭日除く）

●本体取り付けステー ●リヤカメラ ●リヤカメラ延長ケーブル（約8m）

●microSDカード
（16GB） ●常時電源ケーブル（電圧監視機能付き） ●取り扱い説明書（保証書付き）

常時電源ケーブルについて
●必ず、付属されている専用ケーブルおよび付属品をお使いください。付属品以外を使用した場合、電圧差等により本製品
もしくは車両が損傷する場合があります。
●安全に運転するため、運転手の視界を妨げたり運転を妨害することがないようにケーブルを配線してください。
●端子の向きにご注意ください。
また、無理に接続したり外そうとすると、本体端子およびケーブル端子が破損する場合があります。
●駐車監視モード中は車両の常時電源（車両バッテリー）を使用するため、車両バッテリーへの負荷がかかります。定期的な車両バ
ッテリーの点検を行なってください。
●次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますので、駐車監視モードのご使用を控えてください。
・毎日走行しない方
・1 日の走行が 1 時間以下の方
・車両バッテリーを1 年以上使用している方
※上記はあくまで目安ですので、バッテリーのコンディションを確認するようにしてください
●本機を使用したことによる車両バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
●取り付けおよび配線の取り回しは運転の妨げにならないように行なってください。
●車両自体の安全装置(エアバッグや安全運転支援システム等)に影響がない場所へ取付けてください。
●長時間録画を行う場合、録画データが上書きされる場合がありますので、
ご注意ください。
●電源が供給されている間は、microSDカードへ録画記録を続けるため、microSDカードの寿命が短くなる可能性があります。
●取り付けには専門の知識と技術が必要となりますので、販売店または専門技術者へ依頼してください。

製品紹介ムービーはこちらから！
販売店名
フロントカメラ
200万画素CMOS

駐車監視モード
（衝撃感知）

リヤカメラ
200万画素CMOS

16GB microSD
（付属品）

前後撮影

常時電源ケーブル
（付属品）

Gセンサー搭載

画像補正

GPS搭載

安全運転支援

音声録音

PCビューワー

高画質・高精細のフルハイビジョン録画

フロントカメラおよびリヤカメラは高画質・高精細のフルハイビジョン（1080P）で録画。
昼夜問わず、ナンバーをしっかりキャッチします。
※走行状況や環境により映像画質が低下する場合があります
フロントカメラ

Full HD

リヤカメラ

駐車監視機能搭載

常時電源ケーブル
（付属）
を使用するので、駐車中も安心の録画が
可能。衝撃を感知した瞬間の映像を30秒間録画するので、
「もしも」
の時をしっかり見守ります。
また、常時電源ケーブルは、電圧監視機能を搭載しているので、駐車
監視中もバッテリー上がりを防止します。一定の電圧になった場合
は車両バッテリーからの電源供給をストップさせます。
※電圧監視＝11.9（12V車）/23.9V（24V車）

映像イメージ

本体液晶画面に表示するモードをお好みに応じたモードで表示
することができます。

REC

フロント＋リヤ
（ワイプ）

リヤ＋フロント
（ワイプ）

フロント

リヤ

200万画素と100万画素の映像比較

夜間も鮮明な映像を記録するSTARVIS 搭載
TM

夜間の映像も鮮明に記録

DRT-200MA

自動フォーマット機能

microSD カードのフォーマット忘れを防ぐ「自動フォーマット機能」
を搭載。毎月 1 日に本機の電源がオンした際に、自動的に micro
SD カードのフォーマットを行う旨をお知らせするメッセージ画面が表
示されます。

装着イメージ

本体、リヤカメラは専用ブラケットで簡単設置が可能。

通常FHD（当社製品比）
夜間等の低照度の環境下において、対象物の色・形を
認識することが可能なほどの高感度特性により、照明の
ない夜間や暗部の走行時でも鮮明かつ高品質な映像
が記録可能です。

WDR搭載（フロントカメラ・リヤカメラ）

白飛び、黒つぶれを抑える WDR（ワイドダイナミックレンジ）
搭載。ノイズが少なく鮮明な映像を記録できます。また、逆光や
トンネルの出入り口など、明暗差が大きいシーンにおいて、白飛
び、黒つぶれの少ない高品質な映像記録が可能です。

前後広範囲の視野角

153°

フロントカメラ

リヤカメラ

専用PCビューワー

フロントカメラおよびリヤカメラは、広角レンズを採用しているので、上下左
右方向の広範囲視野を映し出すことができます。

167°

※ファイルを再生する際、録画ファイルはフロントとリヤで別々に分かれており、1画面に
おける分割表示での再生はできません

GPSを搭載しているので、付属の専用PCビューワーソフトを利用
して、
ドライブの走行映像とともに日時や地図上の自車位置など
を表示することができます。
※走行状況や天候等の環境により効果が発揮できない場合があります

スーパーキャパシタ採用

バックアップ用電源のスーパーキャパシタを採用しているので、電
源喪失時でも確実にデータを保存します。

※WindowsOS(8.1/10) ※PCスペックにより動作しない場合があります

フロント167°
（水平135°/垂直71°）、リヤ153°
（水平127°/垂直66.5°）の広角レンズを搭載。

リヤカメラ付きドライブレコーダー

DRT-200MA

