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仕様詳細につきましては、巻末の比較表でご確認下さい。

前と後ろにカメラレンズが搭載されているので、車の前方と車内を同時に撮影できるドライブレコーダー
です。 フロントカメラは解像度 1440×1080、リアカメラは解像度 1280×720。高画質高圧縮の
H.264 を採用。WDR（ワイドダイナミックレンジ）搭載。 車のナンバープレートもはっきりと認識でき
るクリアな映像を記録できます。また赤外線LEDライトはリアカメラのみ4灯搭載ですが、 高画質なので、
街中などではライトが必要ないぐらいにキレイな映像を撮影する事が出来ます。

リアカメラは上下に動かせる為、
車内の様子も確実に撮影できます。

本製品は、撮影したデータを特別なソフトなしでパソコンで見る事ができます。 専用ソフトが必要な製品だと、会社などで使用する場合、管理者権限がないのでソフトがイン
ストールできなかったり、 システム上使えないなどの問題があります。しかしこのドライブレコーダーならば、パソコンに繋げばそのまま動画として 再生する事ができます。

リアカメラには赤外線 LED ライト 4 灯搭載

高画質前後撮影
GPSドライブレコーダーPremier

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

65×83×32 (mm)

107g

12V/24V 両対応
シガーソケットから給電

2.4 インチ

動画 :MOV 静止画 :JPEG
※専用内蔵ソフト使用

1200 万画素

フロント 150 度 リア 130 度

32GB の microSD 使用で約 3 時間半

ドライブレコーダー本体、吸盤アタ
ッチメント、シガーケーブル、USB
ケーブル、AV ケーブル、日本語説明書

型番：DUALCAR4
15,800 円 ( 税込 )

フロントカメラ映像 フロントカメラ映像

リアカメラ映像 リアカメラ映像

専用再生ソフト不要で動画確認ができる、デュアルレンズ搭載高画質ドライブレコーダー
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Ｇセンサー機能赤外線ライト液晶モニター

2.4インチ

GPS 画素数

1200
万画素

視野角

150°

デュアルレンズ

自動ループ撮影2.4インチモニター搭載
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。

液晶モニターサイズは 2.4 イ
ンチカラー。日本語メニュー
で表示されるので、操作方法
が分からないといった心配は
ありません。また詳細な日本
語説明書が付いていますので、
安心してお使いいただけます。

自動で録画オン
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。

HDMI 出力対応
HDMI ケーブル（別売）を繋
げば TV やモニターに映像を
出力する事が可能です。

高画質前後撮影GPSドライブレコーダーPremier
デュアルレンズ GPS 機能付き。高画質な動画が特別なソフトなしで見れる高品質ドライブレコーダー

HDMI 出力

GPS機能で走行状況が一目瞭然

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。
専用ソフトを使うことにより、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ます。

※撮影動画の確認のみの場合は、専用ソフトを使わずに見る事が可能です。

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

8h

フロントカメラ
リアカメラ

ショックセンサー

走行ルート

速度 方角

邪魔にならないコンパクトサイズ、設置工事不要、簡単設置

設置工事などは一切不要。ドライブレコーダーを吸盤で取付、ケーブルを繋ぎ、車のシガー
ソケットに差し込むだけです。あとはエンジンをかければ、自動的にドライブレコーダーも
スタートします。また高さ約 8cm のコンパクトサイズなので、運転中の視界を妨げる事が
ありません。

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。また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。

※パーキングモード最大待機時間 約 8 時間
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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

310×100×30 (mm)

242g

12V/24V 両対応
シガーソケットから給電

5 インチ

動画 :MP4 静止画 :JPEG

300 万画素

360 度

32GB の microSD 使用で約 5 時間半

ドライブレコーダー本体、シガーケ
ーブル、取付バンド（2 本）、
日本語説明書

仕様詳細につきましては、巻末の比較表でご確認下さい。

Ｇセンサー機能液晶モニター

5インチ

画素数

300
万画素

視野角

360°

マルチウインドウフロント＆バック

球面ワイドアングル

360度撮影と4つのカメラモード

タッチパネルで簡単操作

本商品のカメラレンズはドーム型で、カメラから下半分を球体状に 360 度撮
影します。カメラの映像は 4 つのカメラモードで確認ができます。通常のド
ライブレコーダー映像に近い「ワイドアングルモード」球体状に表示される「球
面モード」上下 2 画面で前後の映像を一度に見る事ができる「フロント＆バッ
クモード」、前後左右を 4 つの画面で一度に表示する「マルチウィンドウモー
ド」となり、再生時でも簡単にカメラの切替が可能です。

このドライブレコーダーは、電源ボタン以外は全てタッチパネル
での操作なので、誰でも簡単に使う事ができます。 カメラの映像
を手で直接動かす事もできるので、直感的に操作する事が可能で
す。

ワイドアングル…通常のドライブレコーダーに近い映像
球面…球体状に表示された映像
フロント＆バック…上下 2 画面で、正面と車内の映像を表示
マルチウィンドウ…前後左右の映像を 4 画面で表示

オプションのバックカメラ

ミラー型 360 度全方位ドライブレコーダーのメイン
画像と切り替えて使用します。 駐車時にはバックカメ
ラの映像をタッチする事で拡大表示。 簡単に切り替え
る事ができます。 また、専門的な知識があればケーブ
ルを車に接続する事で、バック時に自動的にカメラの
切替を行う事も出来るようになります。

ＰＣ用専用ソフト
録画したデータをパソコンで再生、
出力するための専用ソフトが付属
しています。

パーキングモード＆Gセンサー
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。待機時間
最大 8 時間。また運転中に衝突さ
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
サー機能完備。

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。

1440×1440

24fpsH.264

ミラー型360度全方位ドライブレコーダー
360 度全方向を撮影。前後左右全て逃さずに撮影するルームミラー型ドライブレコーダー

ミラー型360度全方位ドライブレコーダー
型番：CARDVR36

4 つのカメラモード

19,800 円 ( 税込 )

1,980 円 ( 税込 )

専用バックカメラ
型番：REARCAM3

8h

GoogleMap/
GoogleEarth に出力可能

インストール不要の映像＆GPSログ再生ソフトが付属。GPSで場所と速度データを取得します。

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「CANASONIC」
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。

走行ルート ショックセンサー速度

緯度経度 日付 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

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

GPS情報 速度 方角 カメラの切替 マップ

ショック
センサー

イベント
ファイル

音量調整 KML出力・映像回転等保存削除 動画操作

専用ソフト【CANASONIC】操作画面
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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

インストール不要の映像＆GPSログ再生ソフトが付属。GPSで場所と速度データを取得します。

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「CANASONIC」
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。

120万画素H.264採用

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。

Gセンサー搭載
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 )



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

310×100×30 (mm)

242g

12V/24V 両対応
シガーソケットから給電

5 インチ

動画 :MP4 静止画 :JPEG

300 万画素

360 度

32GB の microSD 使用で約 5 時間半

ドライブレコーダー本体、シガーケ
ーブル、取付バンド（2 本）、
日本語説明書

仕様詳細につきましては、巻末の比較表でご確認下さい。

Ｇセンサー機能液晶モニター

5インチ

画素数

300
万画素

視野角

360°

マルチウインドウフロント＆バック

球面ワイドアングル

360度撮影と4つのカメラモード

タッチパネルで簡単操作

本商品のカメラレンズはドーム型で、カメラから下半分を球体状に 360 度撮
影します。カメラの映像は 4 つのカメラモードで確認ができます。通常のド
ライブレコーダー映像に近い「ワイドアングルモード」球体状に表示される「球
面モード」上下 2 画面で前後の映像を一度に見る事ができる「フロント＆バッ
クモード」、前後左右を 4 つの画面で一度に表示する「マルチウィンドウモー
ド」となり、再生時でも簡単にカメラの切替が可能です。

このドライブレコーダーは、電源ボタン以外は全てタッチパネル
での操作なので、誰でも簡単に使う事ができます。 カメラの映像
を手で直接動かす事もできるので、直感的に操作する事が可能で
す。

ワイドアングル…通常のドライブレコーダーに近い映像
球面…球体状に表示された映像
フロント＆バック…上下 2 画面で、正面と車内の映像を表示
マルチウィンドウ…前後左右の映像を 4 画面で表示

オプションのバックカメラ

ミラー型 360 度全方位ドライブレコーダーのメイン
画像と切り替えて使用します。 駐車時にはバックカメ
ラの映像をタッチする事で拡大表示。 簡単に切り替え
る事ができます。 また、専門的な知識があればケーブ
ルを車に接続する事で、バック時に自動的にカメラの
切替を行う事も出来るようになります。

ＰＣ用専用ソフト
録画したデータをパソコンで再生、
出力するための専用ソフトが付属
しています。

パーキングモード＆Gセンサー
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。待機時間
最大 8 時間。また運転中に衝突さ
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
サー機能完備。

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。

1440×1440

24fpsH.264

ミラー型360度全方位ドライブレコーダー
360 度全方向を撮影。前後左右全て逃さずに撮影するルームミラー型ドライブレコーダー

ミラー型360度全方位ドライブレコーダー
型番：CARDVR36

4 つのカメラモード

19,800 円 ( 税込 )

1,980 円 ( 税込 )

専用バックカメラ
型番：REARCAM3

8h

GoogleMap/
GoogleEarth に出力可能

インストール不要の映像＆GPSログ再生ソフトが付属。GPSで場所と速度データを取得します。

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「CANASONIC」
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。

走行ルート ショックセンサー速度

緯度経度 日付 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

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

GPS情報 速度 方角 カメラの切替 マップ

ショック
センサー

イベント
ファイル

音量調整 KML出力・映像回転等保存削除 動画操作

専用ソフト【CANASONIC】操作画面
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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

60×65×30 (mm)

58g

12V/24V 両対応
シガーソケットから給電

2.4 インチ

動画 :MOV 静止画 :JPEG

200 万画素

170 度

32GB の microSD 使用で約 16 時間

ドライブレコーダー本体、吸盤アタッ
チメント、USB ケーブル、シガーケ
ーブル、日本語説明書

Ｇセンサー機能液晶モニター

2.4インチ

画素数

200
万画素

視野角

170°

1080PフルＨＤ

P
パーキングモードHDMI 出力

衝撃を感知

自動的に録画開始

ワイドダイナミックレンジ (WDR)＆1080P＆H.264の高画質録画

パーキングモードで記録保存

車の運転時、天気のいい日などに太陽の方向に走っている時で
もワイドダイナミックレンジ機能で、前の車の状況などをしっ
かりと録画する事ができます。また録画サイズは最大約200
万画素。高画質高圧縮のH.264を採用。いざという時の決定
的瞬間をしっかりくっきり映像として残す事ができるのです。

WDR（ワイドダイナミックレンジ）とは…
例えば逆光の時など極端な明暗差がある画面で、暗い箇所がほ
とんど認識できなくなってしまう時、自動的に明るすぎる所は
明るさを抑え、暗い所は明るさを上げて見やすい画面を作り出
す機能。

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。

設置工事不要、簡単設置

設置工事などは一切不要。ドライブレコーダーを吸盤
で取付、ケーブルを繋ぎ、車のシガーソケットに差し
込むだけです。あとはエンジンをかければ、自動的に
ドライブレコーダーもスタート。エンジンを切ればド
ライブレコーダーもストップ。特にボタン操作をしな
くても、自動的にどんどん録画していきます。

Gセンサー機能
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。間違って上書きしたりす
る事もありません。

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。カードを交換す
る手間はありません。

HDMI 出力対応
HDMI ケーブル（別売）を繋げば
TVやモニターに映像を出力する
事が可能です。

1920×1080

848×480 640×480

1280×720

高画質&パーキングモード付ドライブレコーダー
必要な機能を全て揃えたパーキングモード＆WDR機能搭載のフルHD高画質ドライブレコーダー

高画質&パーキングモード付ドライブレコーダー
型番：AKWDRCAR

暗い箇所、明るい箇所
自動的に調整します。

ナンバープレートを
しっかりと認識できます。

録画サイズは選択可能

① ② ③
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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。

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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