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設定

写真撮影

1. モードボタンを 1回押し、カメラモードを表示させます。
2.OK ボタンを押すと撮影します。
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動体検知

1. メニューボタンを 1回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して動体探知を選択します。
3.OK ボタンを押して、オン・オフを選択します。
4.OK ボタンを押して、決定します。

動体検知とは、電源オン時、画面上に動きがあった場合に録画
が開始するという防犯カメラとしての機能です。
※上書き録画の機能はオフにしてください。

上書き録画
解像度

ビデオ

露出

MODE ok 1/2▲

▲

上書き録画 サイクル録画の設定を行います。

1. メニューボタンを 1回押し、設定モードを表示させます。

2. 上下ボタンを押して、上書き録画を選択します。

3.OK ボタンを押します。オフ・1分・2分・3分・5分・10 分
   を選択します。
上書き録画とはmicroSD カードの容量が一杯になった場合、
自動的に古いファイルから順番に上書きされる機能です。

音声録音

1. メニューボタンを 1回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、音声録音にカーソルを合わせます。
3.OK ボタンを押します。オン・オフを選択します。
4.OK ボタンを押して決定です。

日付表示
音声録音

ビデオ

Gセンサー

MODE ok 2/2▲

▲

タイマー設定 写真撮影時、ボタンを押してからシャッターまでの時間を設定します。

1. モードボタンを 1回押し、カメラモードを表示させます。

3. 上下ボタンを押して、タイマー設定にカーソルを合わせます。
4.OK ボタンを押すと、オフ・2秒・5秒タイマーが表示されます。
5. 上下ボタンを押して選択し、OKボタンを押して完了します。

時刻表示
タイマー設定

カメラ

MODE ok 3/3▲

▲

録画の停止

1. 録画中は録画のアイコンが点滅します。
2.OK ボタンを押して、停止することができます。
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▲

アイコン

パワーオフ

1. メニューボタンを 2回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、パワーオフにカーソルを合わせます。
3.OK ボタンを押すと、オフ（常時オン）・1分・3分が表示さ
   れます。
4. 上下ボタンを押して選択し、OKボタンを押して完了します。
5. 設定時間後、電源が自動で切れます。

画面表示オフ

1. メニューボタンを 2回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、画面オフにカーソルを合わせます。
3.OK ボタンを押すと、オフ（常時オン）・3分・5分・10 分
   が表示されます。
4. 上下ボタンを押して選択し、OKボタンを押して完了します。
5. 設定時間後、画面の表示が自動で切れます。

無操作時の電源の設定を行います。録画時は無効となります。

画面表示の設定を行います。

録画の途中の場合は、上ボタンで音声録音の切り替えが可能です。

日付設定

画面オフ

駐車モード
設定

パワーオフ

MODE ok 1/3▲

▲

デフォルト設定

1. メニューボタンを 2回押し、設定モードを表示させます。
2. デフォルト設定を選択し、OKボタンを押します。
3. 実行にカーソルを合わせて、OKボタンを押して完了です。

パソコンでの表示
1.miniUSB ポートへminiUSB ケーブルを差し込んでください。
2. 片方をパソコンへ接続してください。
3. 最後に本体の電源が入り、USB 接続画面が表示されれば完了です。
4. パソコンではリムーバルディスクとして表示されます。

駐車モード

1. メニューボタンを 2回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、駐車モードを選択します。
3.OK ボタンを押して、オフ・低・中・高を選択します。
4.OK ボタンを押して、決定します。

駐車モードとは、電源オフ時、衝撃を感知すれば、電源オフの状態でも自動で電源が入り、
30 秒間の録画を行うという当て逃げなどを記録する防犯カメラとしての機能です。
駐車中などのエンジンを切っている時に使います。

トラブルシューティング

Q.microSD カードが認識されない。
A. 別のmicroSD カードでお試しください。class6 以上の SDHC 4-32GB 以外のものは認識されません。
     ※class6 以上の SDHC 4-32GB でもカードによっては相性により認識されないこともあります。

お買上げありがとうございました。

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

※上書き録画設定をしていても上書きされない場合は 11 ページのトラブルシューティングを参照ください。

※録画停止は手動で行ってください。

動体検知

上書き録画
解像度

ビデオ

露出

MODE ok 1/2▲

▲

動体検知

2. メニューボタンを 1回押して、設定画面を表示させます。

日付設定

画面オフ

駐車モード
設定

パワーオフ

MODE ok 1/3▲

▲

G センサー

1. メニューボタンを 1回押し、設定モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して、Gセンサーにカーソルを合わせます。
3.OK ボタンを押します。オフ・低・中・高を選択します。
4.OK ボタンを押して決定です。

日付表示
音声録音

ビデオ

Gセンサー

MODE ok 2/2▲

▲

G センサーとは、電源オン時、衝撃を感知すれば、上書きされないように
ファイルを自動でロックする機能です。

日付設定

画面オフ

駐車モード
設定

パワーオフ

MODE ok 1/3▲

▲

バージョン

ナイトモード
設定

デフォルト設定

MODE ok 3/3▲

▲

フォーマット

録画の途中の場合は、駐車モードボタンでの切り替えが可能です。

Q. 電源がつかない。画面がフリーズする。
A. 付属のカーチャージャーでお試し下さい。他社のものはご使用できません。
　それでも改善されないようでしたらリセットボタンを押してください。

※保存データをパソコンに表示することはできますが
　リアルタイムの表示や、録画を開始することはできません。

※数値（オン）は形成されるファイルの時間となります。

※録画中は各機能の設定などの操作ができませんので、
　設定の際は録画を停止してから行ってください。

※オン（低・中・高）は衝撃を感知する程度を指します。高にすると反応しすぎて少しの振動でも
　勝手に電源が立ち上がり録画が始まる可能性がありますので、その際は低や中にしてください。

※オン（低・中・高）は衝撃を感知する程度を指します。高にすると反応しすぎて少しの振動でも
　自動的にデータがロックされ、容量が一杯となり上書き録画ができない可能性がありますので、
　その際は低や中にして下さい。

Q. 電源がすぐ切れる。
A. パワーオフの設定がオフ（常時オン）になっていないか確認し、オフ（常時オン）にしてください。
　

録画中ファイルのロック

1. 録画中にメニューボタンを 1回押します。
2. 画面左上に鍵マークが点灯すれば完了です。
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鍵マーク

〇

再生

1. モードボタンを 2回押し、再生モードを表示させます。
2. 上下ボタンを押して撮影したビデオデータと写真データを表示切替します。
3. ビデオはOKボタンを押すと再生します。 MOVI0000.avi

ok：▲ 2017/01/01
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※録画中のファイルに上書きされたくない時に使います。

※デフォルト設定とはこれまで設定した各機能を初期に戻す
　ことを言います。

Q.class6 以上の SDHC 4-32GB のmicroSD カードを使っているのに上書き録画ができない。
A. カード内の保存データが全てロックがかかっていないかご確認ください。かかっている場合は
　容量が一杯の為、上書き録画ができないので再生モード画面よりロック解除してください。

Q. 画面右下の電源アイコンが点滅している。
A. 給電中を示すアイコンなので特に問題ありません。
Q. 勝手に電源が立ち上がり録画が始まる。
A. 駐車モードを高にすると反応しすぎて少しの振動でも勝手に電源が立ち上がり録画が始まる
　という現象が起きている可能性がありますので、その際は低や中にしてください。

Q. 保存データが勝手にロックされ容量が一杯となり上書き録画ができない。
A. G センサーが反応しすぎている可能性があるので低にしてください。

Q. 録画が勝手に始まる。
A. 動体検知機能がオンになっていないか確認し、なっていればオフにしてください。

※すでに保存しているデータをロックやロック解除するには再生モード画面から同じ操作で行えます。
※オフにしてもファイル 1つの最大時間は限度があり環境により変動します。

Q. メニューボタンが効かない。
A. 録画を停止してから行ってください。

※パソコンからの給電はできません。
　データ表示の認識となるのでドライ
　ブレコーダーとしての操作も非対応です。


