


GoogleMap/
GoogleEarth に
出力可能

Ｇセンサー機能赤外線ライト液晶モニター

2インチ

GPS 画素数

120
万画素

視野角

120°

デュアルレンズ

前後の撮影が可能なデュアルレンズ

GPS機能の「場所」と「速度」をデータとして取得。より詳
細な走行状況が記録、把握、管理ができます。
またGPSから取得したログを、専用ソフト「CANSONIC」
を使うことにより、わかりやすく、見やすく、管理することが
可能になります。
GPS情報（緯度経度）、日付、時間、方角、場所、走行ルート
（マップで表示）、速度、ショックセンサー等、様々な情報が閲
覧でき動画データの管理ができる動画プレイヤーになります。
さらに専用ソフトからKMLデータ出力ができるので、
GoogleMap や GoogleEarth での閲覧も可能になります。

前後に2台のカメラを搭載し、前後同時に撮影が可能。また、
赤外線 LEDライトを前方・後方カメラに6個搭載しているので、
夜や暗い場所での撮影も可能です。

撮影データは、2台分のカメラの映像を左右に2分割
し、1ファイルとして保存できます。動画は
1280×480pixel、約 120万画素。コーデックは高
画質高圧縮のH.264を採用。なめらかできれいな動
画を撮影することができます。

運転中に衝突されるなどのショッ
クを感知して、録画中のデータを
保護（ロック）するGセンサー機
能完備。

自動ループ撮影
データはカードの容量がいっぱい
になると、自動的に古いデータか
ら上書きします。

自動的に録画オン
エンジンを掛けるだけで自動的に
録画が開始されます。エンジンを
切ると、自動的に撮影を終了し、
データがmicroSDカードに保存
されます。

緯度経度

走行ルート ショックセンサー

日付

速度

時間 方角

前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダーGPS2
前後に赤外線 LEDライトを搭載。GPS機能で「場所」と「速度」のデータを取得

前後赤外線LED付き
デュアルレンズドライブレコーダーGPS2

本体サイズ

本体重量

電源

モニター

保存形式

画素数

視野角

撮影時間

付属品

124×46×24 (mm)

98g

12V/24V 両対応
シガーソケットから給電

2 インチ

動画 :AVI 静止画 :JPEG
※専用内蔵ソフト使用

120 万画素

120 度

32GB の microSD 使用で約 14 時間

ドライブレコーダー本体、吸盤アタ
ッチメント、 両面テープアタッチメ
ント、GPS アンテナ、シガーケーブ
ル、USB ケーブル、AV ケーブル、
予備シール（GPS 用 1 枚・アタッチ
メント用 2 枚）、日本語説明書

型番：X9DVRDL

HDMI 出力

14,800 円 ( 税込 )
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11,800 円 ( 税込 )

前後を同時に撮影できるデュアルレンズ、赤外線 LEDライトを搭載

124×46×24 (mm)

98g

12V/24V 両対応
シガーソケットから給電

2 インチ

動画 :AVI 静止画 :JPEG
※専用内蔵ソフト使用

120 万画素

120 度

32GB の microSD 使用で約 14 時間

ドライブレコーダー本体、吸盤アタ
ッチメント、 両面テープアタッチメ
ント、GPS アンテナ、シガーケーブ
ル、USB ケーブル、AV ケーブル、
予備シール（アタッチメント用 2 枚）、
日本語説明書
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※パーキングモード最大待機時間 約 8 時間

12,800 円 ( 税込 )

事故などいざという時に必要な映像は、ナンバープレートや状
況がはっきりと分かるものでなくては意味がありません。
この超高感度ドライブレコーダーは、今までのドライブレコー
ダーと比べて画面が非常に明るく、尚且つ晴天の日陰でも真っ
暗になる事がなく、画面全体がクリアな映像を残す事が可能な
のです。撮影できる画像は最大1920×1080の200万画素。
ストレスなくくっきりと美しい映像で、決定的瞬間を逃しませ
ん。
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※パーキングモード最大待機時間 約 1 時間

9,800 円 ( 税込 )

駐車して、車から離れている時に当てられた。こんな時に活躍す
るのがパーキングモードです。ドライブレコーダーにはバッテ
リーが内蔵されており、エンジンがかかっていない時でも、衝撃
を感知すると自動的に電源が入り、録画を開始します。
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※パーキングモード最大待機時間 約 10 時間

5,980 円 ( 税込 )

ルームミラーに隠れるぐらい極小サイズのドライブレコーダー
で、運転中の視界を妨げません。
5cm 四方の極小サイズですが機能面は充実しています。
駐車中に衝撃を感知すると自動的に電源が入り、録画を開始す
るパーキングモード、運転中に衝突されるなどのショックを感
知して、録画中のデータを保護する G センサー機能も完備。
赤外線 LED ライトを搭載しており、夜間の撮影も可能です。
ドライブレコーダーが初めての方にもおすすめのモデルです。
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15,800 円 ( 税込 )
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63,800 円 ( 税込 )
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69,800 円 ( 税込 )

12,800 円 ( 税込 )

対応機種：MR699GPS

バイブレーション装置が内蔵されたクッションを、
アイキャッチプリクラッシュアラームとつなげる
と、連動して振動します。大音量警告音と振動の2
つで、居眠り防止を強化します。スイッチで振動レ
ベルのHI( 強 ) と LO( 弱 ) を選べます。
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※交通量が多い道路で利用すると誤動作する場合があります。

※通常ドライブレコーダーは指定した時間毎に区切って録画されます。録画ファイルの構成につい
ては仕様一覧「録画ファイル構成」を参照。

赤外線ライト

LDWS＆FCWS GPS

視野角

170°

デュアルレンズ

Ｇセンサー機能

ループ撮影
∞

WDR

WW
DD
RR

ide
ynamic
ange

1080PフルＨＤ

P
パーキングモード

ナンバープレートまでハッキリ写せる！
しっかりと証拠を残したいなら必須の機
能です。

1920X1080の高解像度で録画します。ナンバープレートのよ
うな小さい部分もニジミだりボケること無くハッキリと録画でき
ます。

駐車中にも車を監視。車に振動を感じた
ら録画を開始、何が起こったかを映像に
記録します。

車が停止している間もカメラがスリープ状態となり、一定の振動
を感じると録画を開始する機能です。駐車場などでぶつけられた
時などに自動的に録画を開始します。一定時間録画すると自動的
にスリープモードへ以降。バッテリーの消費を最小限に抑え、待
機します。

肝心な証拠をうっかり消さない為に、
Gセンサーが大切なファイルをロックし
ます。

事故などでドライブレコーダーに衝撃が加わった時、その時点で
録画しているフォイルを自動的にロックし、消去不可にします。
誤って事故発生の証拠を消去しない為にもドライブレコーダーに
は必須機能の1つです。

高画質センサーでより鮮明に、にじみの
無いクリアな映像で記録できます。

ワイドダイナミックレンジの名前が示す通り、高感度センサーの
機能で暗い部分もより明るく撮影できます。1080PフルHD機
能と組み合わせる事で、コントラスト（明暗）のくっきりした
鮮明な画像で録画することができます。

ドライブレコーダーが車間距離の異常や
車線のはみ出しをドライブレコーダーが
検知、運転者に知らせます。

カメラと特殊なプログラムの組み合わせにより、車間距離が少な
い場合や車線をはみ出し、蛇行運転の様な状態の時に運転者に
お知らせする機能です。
LDWS：車線のはみ出しを検知する機能
FCWS：前方との車間距離以上を検知する機能

人工衛星のデータを利用し、現在位置を
特定。運転した軌跡や事故現場の特定な
どに役立ちます。

カーナビゲーションシステムと同様、人工衛星を利用し現在位置
記録や日時の補正を自動的に行う機能です。事故が発生した場合
「いつ」「どこで」発生したのかを正確に記録する事ができます。
また、運転時のスピードも同時に記録する事が可能です。

車外だけでなく、車内も同時に録画。運
転者の様子も録画できます。営業車など
業務用途には必須の機能です。

1台のドライブレコーダーに2台のカメラを内蔵。前方だけでなく、
車内の様子も同時に録画できます。車内の様子も録画する事でド
ライバーの居眠りなど健康状態も同時に記録できます。
機種により2台のカメラの向きを自由に設定出来るので、前方と
側面・左右側面など任意の方向を同時に録画できます。

カメラの映る範囲を決定します。数値が
大きいほど人間の視野角（約180度）
に近い映像が記録できます。

一般的なドライブレコーダーは約140度、広視野角タイプだと
170度以上の角度で録画できます。170度以上の広視野角モデ
ルなら、人間の視野角に近い映像が録画でき、運転手が見ている
状況をそのまま録画する事ができます。

夜間撮影の強い味方。明かりが少ない場
所でも鮮明に録画できます。

目に見えない「赤外線」を照射し、暗い場所、特に夜間の車内等
でも鮮明に録画する事ができます。夜間も運転している長距離ト
ラックなどに取り付ける場合、必須の機能です。

常に録画を続ける為の繰り返し録画機能。
ドライブレコーダーならではの特殊機能
です。

SDカードの容量一杯まで録画した後、初めに録画したファイルを
上書きしながら録画を続ける機能です。SDカードを取り替える事
無く録画を続ける事ができます。

※ロックされたファイルは上書きされません。

1920X7201920X720

1920X1080P
フルHD

1920X1080P
フルHD ※写真はイメージです。

ドライブレコーダーの主な特徴ドライブレコーダーの主な特徴▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲▲ ▲▲ ▲

サンコーのドライブレコーダーには様々な機能が搭載されていますサンコーのドライブレコーダーには様々な機能が搭載されています
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