
マイク ON/OFFスイッチ

LED-青
LED-緑
LED-赤

Power & ビデオON/OFF
スイッチ
（バッテリーで使用時は
 3秒長押しで電源オン・オフ
出来ます。オン時に押すと
録画開始で、再度押すと
録画停止になります）

ドライブレコーダー

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧下さい。  http://www.thanko.jp/question/

梱包内容

本体各部

ご注意
　車種によって、シガーソケットに常時給電される場合があります。
　その際はシガーアダプターの抜き差しでON/OFFを行って下さい。

取扱説明書
このたびは、弊社製品「ドライブレコーダー」をお買い上げいただき、まことにあり
がとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使
用ください。この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

●サイズ： 幅60×奥行き105×高さ26 (mm)
●カメラ重量： 約68g
●視野角 80°
●USB： 1.1（2.0対応）
●解像度： 640×480pixels（VGA、AVI）
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1.  付属シガーソケットアダプタケーブルを①のカバーをず
らして接続し、シガーソケットから給電を行って下さい。

2.  エンジンをかけて下さい。自動的に録画が開始されます。緑
LEDが点灯し赤LEDが点滅します。マイクON/OFFスイッチ
で録音の設定を切り替えて下さい。

※  はじめに、付属AVケーブルを①のカバーをずらして接続し、ビデオ入力モニ
タ（別途ご用意下さい）などに接続して下さい。モニターを確認しながら、レ
ンズの向きを調整して下さい。向きが決まりましたら、Camera Lockネジ
をしめて固定して下さい。

●使用方法

吸盤式ホルダーもしくは両面テープ固定式ホルダーを使い本体をセットします。

●カメラのセット方法

ドライブレコーダーカメラ

両面テープ固定式
ホルダー

CD

カメラ（本体）

USB & AV出力
カメラ
ホルダースロット
Camera Lock

マイク ON/OFFスイッチ
リセット穴
SDカードスロット
Power & ビデオON/OFF
スイッチ

ブザー穴
LED-青
LED-緑
LED-赤

Down（下）
Up（上）
Enter（決定）
Mode（モード）

4.  エンジンを切って下さい。本体のバッテリーが残っている場合10秒ほど録画
を継続した後保存し、LEDが消灯し電源がオフになります。

※　次回エンジンをかけると再度自動録画されます。赤LEDが点滅していること
を確認して下さい。点滅していない時はPower&ビデオON/OFFスイッチを
押して手動で録画を開始させて下さい。（再度押すと録画を停止します）

5.  バッテリーで使用時は、3秒長押しで電源オン・オフ出来ます。オン時に押す
と録画開始（赤LED点滅）で、再度押すと録画停止になります。

 赤 緑 青
電源オフ × × ×
電源オン × ○ ×
録画 点滅 ○ ×
SDカード検知失敗 ○ ○ ×
SDカード接続不良 × 点滅 ×
バッテリ残量低下 × × 点滅
USBモード × ○ ○
USBモード（SDカード無し） ○ ○ ○
バッテリ満充電 × × ×

●LEDの表示説明

吸盤式ホルダー

シガーソケットアダプタ
ＵＳＢケーブル AVケーブル

※SDをセットせずにご使用になると、正常に動作しない場合があります。

はじめに、SDカードをセットしてください。

●フレームレート： 最大30fps
●センサー：300K Pixel CMOS
●対応SDカード： 〜32GB、SDHC対応
●対応OS： Windows XP、Vista、7

カバーを外してSDカードをセットして下さい。

●SDカードのセット方法

SDカード
カバーをずらして下さい

モニターに接続-設定
1.  はじめに、付属AVケーブルを①のカバーをずらして接続し、ビデオ入力モニ

タ（別途ご用意下さい）などに接続して下さい。

2.  Power&ビデオON/OFFスイッチを3秒長押して、電源をオンにして下さい。
バッテリー残量が低下している場合は充電をして下さい。

3.  MODEスイッチを2回押して、下図の様なメニュー画面を表示させて下さい。

4.  Power&ビデオON/OFFスイッチを押して、再生タブと
設定タブを切り替え可能です。Down（下）、Up（上）、
Enter（決定）で設定や表示の操作ができます。

5.  日付設定で日時の設定ができます。

本製品は、USB接続でPCやAV出力ケーブルでモニターに接続できます。

●接続方法-1

付属シガーソケットアダプタケーブルを①のカバーをずらして接続し、シガーソケ
ットから給電を行って下さい。LEDが点灯し、充電が開始されます。満充電になる
と消灯します。充電しながら使用できます。

●バッテリーを充電する ※充電しながら使用することも可能です。

吸盤式ホルダー

両面テープ固定式ホルダー

Down（下）
Up（上）
Enter（決定）
Mode（モード）



6カ月間
※販売店名、お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。

※お買い上げ日
年 月 日

お買い上げ日より保 証 期 間

ふ り が な

※販 売 店

ご 氏 名

ご 住 所

電話番号　　　　（　　　　　）

〒

E - Mail

シリアル番号 なし

製 品 名 ドライブレコーダー

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施いたします
ので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを
得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。
※本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管して下さい。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責を負いません。

［製品サービス保証書］

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページ
をご確認ください。　http://www.thanko.jp/download/

ご連絡不要で、修理・初期不良対応させて頂きます。
詳しくは下記ページをご覧下さい。

http://www.thanko.jp/repair

注意
下記の注意事項を守らないと、火災・感電・けがなどのトラブルの原
因となります。
●コードを傷つけない
コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。コードに傷がつ
いた場合は、ただちに使用を中止してください。
●改造をしない
火災や感電、けがの原因となる場合があります。また、改造行為は、
保証期間内であっても、サポートの対象外とさせていただきます。
●ぬれた手でプラグにさわらない
感電の原因となる事があります。
●幼児の手の届かない場所に置く
手を挟まれたり、ケースの鋭利な箇所などが、けがの原因になること
があります。
●水や異物を入れない
水や異物が入った場合、火災や感電、故障の原因になる場合があり
ます。異音・異臭・煙が出たら、即、ご使用をお止めください。
万が一異常が起きたら
即急にパソコンを終了させ、コンセントから、またはUSBから抜いて
ください。
○定期的な点検をお願いします
本製品は精密機器となります。ほこりやよごれなど、誤作動の原因と
なる場合がございますので、定期的に清掃、まだ動作の異常がない
か、点検・確認をお願い致します。

サポートのご案内
本マニュアルの記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、新し
いマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご
確認ください。

http://www.thanko.jp/download/
お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生
した場合は、下記のＱ＆Ａページをご確認ください。
サンコー サポートページ http://www.thanko.jp/support/

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認して
も改善されない場合は・・・
メールでのお問い合わせ
お客様のお名前、お買い上げいただたいた商品名、ご利用のＯＳ（XP、
Vista、7）、お問い合わせ内容を記載していただき、下記URLをご確認の
上ご連絡ください。

サンコー サポートメール http://www.thanko.jp/mail/
修理のご案内
お客様のお名前、お買い上げいただたいた商品名、ご利用のＯＳ（XP、
Vista、7）、内容を記載していただき、弊社サポートまでご連絡不要でご
送付ください。

サンコー株式会社 サポート部 
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB ３F
TEL 03-5２９7-7143 FAX 03-5297-7144　E-mail support@thanko.jp　URL http://www.thanko.jp/　

ご注意
　USBモードとカメラモードはサポート外とさせていただきます。
　上記モードを使用しなくても、ドライブレコーダーの機能は
　ご利用いただけます。USBでPCに接続-再生

1.  付属USBケーブルを①のカバーをずらして接続し、パソコンのUSBポート
に接続して下さい。

2.  SDカードをリムーバブルディスクとして認識します。「DCIM」フォルダの
「100DSIM...」フォルダ内に、3分間ごとのAVIファイルとして保存されていま
す。（SDカードの容量が一杯になると最初の15分のデータが消去され、録画
を繰り返します）

3.  データをパソコンにコピーなどしてから、Windows Media Playerで再生で
きます。（再生ソフトに関してはサポート外とさせていただきます）

1.  付属CDの内容をPCにコピーして下さい。

2.  Mobile-i内の「STK02N」フォルダ内の「STK02N 2.0(.exe)」を起動してイ
ンストールを完了して下さい。

3.  付属USBケーブルを①のカバーをずらして接続し、「ENTER」ボタンを押し
ながら、パソコンのUSBポートに接続して下さい。USBモードになります。

4.  ダウンロードユーティリティーが開きますが閉じて下さい。USBモードおよび
カメラモードとなります。（サポート外とさせていただきます）

5.　Mobile-i内の「STK02N」フォルダ内の「RTCRW(.exe)」を起動し、上と下のボ
タンを押すと本体の日時設定が行えます。（サポート外とさせていただきます）

本製品は、USB接続でPCやAV出力ケーブルでモニターに接続できます。

●接続方法-2

USBでPCに接続-設定（USBモード）


