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注意

安全上の注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危
害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必
ず守ってください。
●危害や損害の大きさを明確にするために、
誤った取り扱いをすると生じることが想定
される内容を次の表示で区分し、説明して
います。
ある」内容です。

濡れた手で操作しないでください。

故障や発熱などの原因となります。
（気温の低いと
ころから高いところへ移動すると、本機内に結露
が生じることがあります。
）

感電の原因となります。

落としたり、強いショックを与えない
でください。

絵表示について

警告：「死亡または重傷を負う恐れが

結露したまま使い続けないでください。

本機は精密機械です。

破損、故障の原因となります。

静電気 / 電気的ノイズ等でデータが消えることがあ
ります。データが消えると作動しません。

必ず実行していただく「強制」内容です。

各端子に異物が入らないように、取り
扱いにご注意ください。

してはいけない「禁止」内容です。

故障の原因となります。

SD カードおよびその他の付属品は、子供
の手の届かない場所に保管してください。
誤って飲み込んでしまう恐れがあります。

気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

注意：「軽傷を負うことや物的損害が

発生する恐れがある」内容です。

●本機の操作・運転について
警告

●安全上お守りいただきたいこと

確認とご注意

警告
異常・故障・破損時はすぐに使用を中
止してください。

本機を次のような場所に保管しないで
ください。

そのまま使用すると、火災や発火、感電の恐れが
あります。
＜異常な状態の例＞

変色や変形、故障の原因となります。
・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、
温度が非常に高い所
・湿気やほこり、油煙の多い所
・ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動
車内

・内部に異物が入った
・水に浸かった
・煙が出ている
・変な臭いがする
すぐに使用を中止し、電源コードを外して、サポー
トサイトにお問い合わせください。
(https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/
requests/new)

心臓ペースメーカー等の医療機器をご
使用のお客様は、医療用機器への影響
を医療用電気機器製造業者や担当医師
にご確認ください。

車両バッテリーの放電や火災の原因となります。

このような行為は道路交通法第 71 条への違反とな
り処罰の対象となります。運転者が操作する場合は、
必ず安全な場所に停車してから操作してください。
交通事故やけがの原因となります。

安全運転上、大変危険です。また本体などの脱落・
落下等によるケガや事故、物的損害をこうむる恐れ
があります。

運転者は走行中に操作しないでください。

運転中にカメラ等を注視しないでください。

走行中の操作は前方不注意による事故の原因となり
ます。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを
引いた状態で操作してください。

前方不注意による事故の原因になります。

ワンタッチ記録をするときは、周囲の安
全を十分に確認したうえで素早く操作し
てください。

本機を火の中、電子レンジ、オーブン
や高圧容器に入れたり、加熱したりし
ないでください。

海外ではご使用にならないでください。
本機は日本国内仕様です。

破裂、発火や火傷の原因となります。

穴やすき間にピンや針金等の金属を入
れないでください。

●本機のお手入れについて

感電や故障の原因
となります。

サービスマン以外の人は、絶対に機器
本体および付属品を分解したり、修理
しないでください。
感電や故障の原因となり
ます。内部点検や調整、
修理はサポートサイトへ
ご依頼ください。

注意
カメラのレンズが汚れている場合は、や
わらかい布などに水を含ませて、軽く拭
いてください。
乾いた布などでふくとキズの原因となります。

本機の外装を清掃する場合は水や溶剤
は使わずに、乾いた柔らかい布で行っ
てください。
内部に異物が入った場合は使用を中止し、サポート
サイトにご相談ください。
(https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/
new)

(https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/
requests/new)
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ベンジンやシンナー等の揮発性の薬品
を使用して拭かないでください。
塗装面を傷めます。
シンナー

本機を長時間使用しない場合、本体か
ら電源コードを外してください。

急発進したり急ブレーキをかけないで
ください。

ベンジン

持病をお持ちの方や妊娠の可能性があ
る、もしくは妊娠されている方は、本
機を使用される前に医師にご相談くだ
さい。

走行中は運転者による操作をしないで
ください。

■ 電波法に関する注意

使用上の注意
●本機を使用中の違反に関しては、一切の責任を負いかねます。日頃からの安全運
転をお心がけください。
●本機を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害について、
当社は一切その責任を負いません。

確認とご注意

・自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一
切の責任を負いません。
・説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任
を負いません。
・本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場
合があります。
・本製品の取り付けによる車両の変色・変形（跡が残る）に関し、当社では補償いたしかねます。

■ 真夏などの炎天下での注意
・ サンシェード等の日除けを使用する際は、本機をフロ
ントガラスとサンシェード等の間に挟み込まないでく
ださい。熱がこもりやすくなるため、本機の故障につ
ながる可能性があります。

■ 録画についての注意

■ GPS 測位に関する注意

・ 本機は連続で映像を記録しますが、すべての状況におい
て映像の記録を保証するものではありません。
・ 本機は事故の証拠として、効力を保証するものではあ
りません。
・ 本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記
録された映像やデータの消失、損傷、破損による損害
については、当社は一切その責任を負いません。
・ 本機で録画した映像は、使用目的や使用方法によって
は、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合
がありますが、当社は一切責任を負いません。
・ 本機の動作を確かめるための急ブレーキなど、危険な
運転は絶対におやめください。
・ LED 式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別が
できない場合があります。そのような場合は、前後の
映像、周辺の車両状況から判断してください。それに
より発生した損害については当社は一切責任を負いま
せん。
・ 映像を正常に録画するため、カメラのレンズや車両の
フロントガラスは常に清潔にしてください。
・ 録画条件により、録画のコマ数 ( フレームレート ) が
変わる場合があります。
・ 運転者は走行中にランプ等を注視したり、操作しない
でください。ワンタッチ記録（手動録画）するときは、
周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作を行っ
てください。
・ 事故発生時は、録画ファイルが上書きされないように
必ず SD カードを保管してください。
・ 本機は精密な電子部品で構成されており、下記のよう
なお取り扱いをすると、データが破損する恐れがあり
ます。
※本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。
※水に濡らしたり、強い衝撃を与えた場合。
※長期間使用しなかった場合。
※パソコンでの操作時に誤った取り扱いを行った場合。

・本機を初めてご使用になる場合は、GPS 測位が完了する
まで 20 分以上時間がかかる場合があります。
・電波の透過率が低いガラス（金属コーティングの断熱
ガラスなど）やフロントガラスをメタリックフィルム
等で着色している場合、GPS を測位できない場合があ
ります。
・走行速度や進行角度、距離などの表示は、GPS の電波
のみで計測しています。測位状況によって、実際とは
異なる場合があります。

■ 撮影された映像について
・ 本機は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆ
がみや、影が生じることがあります。これは、広角レン
ズの特性であり、異常ではありません。

・ 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合
証明等、および電気通信事業法に基づく端末機器の技
術基準適合認定を受けた通信モジュールを内蔵してい
ます。
・ 技適マークは、本製品内蔵の通信モジュールに貼付さ
れています。
・ 本製品を分解したり、改造を行った場合は技術基準適
合証明が無効になります。無効となった状態で本製品
を使用すると、電波法及び電気通信事業法に抵触しま
すので、絶対に分解・改造を行わないでください。

■ 他社製品との組み合わせに関する注意
・他社製品との組み合わせについては、動作検証等を行っ
ておりませんのでその動作については保障することがで
きません。あらかじめご了承ください。

■ SD カードに関する注意
・SD カードは必ず付属品か別売品を使用してください。
市販品の SD カードを使用すると、正常に録画できな
い場合があります。
・SD カードリーダーライターは、使用の SD カード容量
に応じたものを使用してください。容量に対応してい
ない SD カードリーダーライターを使用すると、データ
の破損等により、読み込みや書き込みが、できなくな
る可能性があります。
・SD カードの取り出しは、必ず電源が切れている状態で
行ってください。本機の動作中に SD カードの取り出し
や挿入を行うと、SD カードの破損やデータの消失など、
誤動作を起こす場合があります。
・SD カードは NAND 型フラッシュメモリとコントロー
ラから構成されており、不良セクタが発生する場合が
あります。不良セクタにはデータが書き込まれません
が、データの記録が繰り返されると、不良セクタの位
置が判断できなくなり、見かけ上の記録可能領域が減
少します。
・SD カードは消耗品ですので、定期的に新品への交換を
お勧めします。長期間ご使用になると、不良セクタの
多発などにより正常に記録できなくなる場合や SD カー
ドエラーになり使用できない場合があります。
・SD カードの消耗に起因する故障または損傷については、
当社は一切の責任を負いません。
・重要な記録データは、パソコンに保存や DVD など別媒
体での保管をお勧めします。
・本機をご使用中にデータが消失した場合でも、データ等
の保証について、当社は一切その責任を負いません。
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各部名称と働き
正面

付属品
スピーカー ( 本体内蔵 )

■ ブラケット …………………………… 1

■ ナット ………………………………… 1

■ 両面テープ …………………………… 2

■ 専用直結電源ユニット ( 約 4.6 ｍ ) … 1

イベント記録時や異常時に音が出ます。

ブラケット

LTE アンテナ
LTE 通信用のアンテナになります。

DC ジャック (DC5V)
付属の専用直結電源ユニットなどを接続します。

ナット

・ブラケット用

背面

・専用直結電源
ユニット用

POWER ランプ ( 緑、青、赤 )

基礎知識

動作状態をランプでお知らせします。

REC ランプ ( 赤 )
録画状態をランプでお知らせします。

■ SD カードカバー ……………………… 1

■ SD カードカバー用ネジ
(M3 × 5㎜ ) …………………………… 1

■ 電源コネクターカバー ……………… 1

■ 電源コネクターカバー用ネジ
(M3 × 15㎜ ) ………………………… 1

SD カード挿入口
付属の SD カードを挿入します。

記録ボタン
録画中に押すと、ワンタッチ記録をします。

型式ラベル
型式・社名・製造国が印刷されています。

機器 ID・シリアルナンバーラベル
機器 ID と製造番号が印刷されています。

下面

レンズ

■ 専用 SD カード（16GB） …………… 1
マイク ( 本体内蔵 )
周囲の音を収集します。
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SD カードの装着 / 取り外し
注意
・電源 ON 時に SD カードの抜き差しを行わないでください。SD カード破損の原因となります。
必ず、電源 OFF 後、全てのランプが 3 秒以上消灯したことを確認し、SD カードの抜き差しを行って
ください。
・付属または別売品の専用 SD カード以外使用しないでください。本機が正常に動作しなくなる場合があ
ります。

SD カードを本体へ装着する
1. 車両のエンジンを OFF する
本体の電源 OFF 後、全てのランプが 3 秒以上消灯したのを確認してください。

SD カード

2.SD カードを挿入する

金属端子面

SD カード挿入口に『カチッ』と音がするまで爪などで押し込
んでください。
※ SD カードの向きに注意してください。

SD カードを本体から取り外す
1. 車両のエンジンを OFF する
本体の電源 OFF 後、全てのランプが 3 秒以上消灯したのを確認してください。

2.SD カードを爪などで押し込み、少し飛び出してから引き抜く

※ SD カードが飛び出した際の紛失にご注意ください。
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事前準備

操作方法

本機を使用する前に、下記手順に沿って確認をお願いします。

電源 ON( 録画を開始する )

1.SD カードが挿入されていることを確認する

1. 車両のエンジンを ON する
緑点灯

緑点灯

赤点灯

青点灯

赤点灯

SD カード

※ 挿入されていない場合は、電源 OFF 後、全てのランプが 3 秒以上消灯し
たことを確認してから SD カードを挿入してください。
< 録画準備中 >

2.LTE アンテナが開いているか確認する

< 録画中 >

< 録画中 + LTE 通信中 >

POWER ランプ ( 緑 ) が点灯し、その後に REC ランプ ( 赤 ) が点灯で録画を開始します。LTE 通
信中は POWER ランプが青点灯になります。
LTE アンテナ

※ 本体の状態によって録画開始まで、数秒から最大 40 秒程かかる場合があります。REC ランプの状態を
確認してから走行を開始してください。

LTE アンテナ

操作方法

ワンタッチ記録をする
1. 常時録画中に記録ボタンを押す
赤点滅

<LTE アンテナ：開 >

※ LTE アンテナが閉じたままでは、LTE 通信
が正常にできない場合があります。
右図のようにして開いてください。

ピー

<LTE アンテナ：閉 >

※ LTE 通信中 (REC ランプ青点灯 )
はイベント記録データ / 走行ログ
データは随時送信されます。
< イベント記録中 >

録画開始時に『ピー』と鳴り、REC ランプ ( 赤 ) が点滅します。
ワンタッチ記録終了後、自動で録画を開始します。

電源 OFF( 録画を停止する )
1. 車両のエンジンを OFF する

< 電源 OFF>

全てのランプが消灯します。
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ランプ表示 / ブザー音について
■ 録画
状態

上書き

録画準備中
/ イベント記録待機中
通常時
常時録画中
駐停車モード時
イベント
記録中

共通

停止中

共通

ー

ランプ

点灯パターン

REC

消灯

ブザー音
ー

POWER

(緑)

：点灯

なし

REC

(赤)

：点灯

ー

あり

REC

(赤)

：点滅

ー

なし

REC

(赤)

：点滅

ー

あり

REC

(赤)

：点滅

ー

なし

REC

(赤)

：点滅

『ピー』

あり

REC

(赤)

：点滅

『ピー』

ー

REC

消灯

ー

POWER ランプ
( 緑、青、赤 )

REC ランプ ( 赤 )

■ 通信

動作一覧

状態

ランプ

点灯パターン

ブザー音

備考
ー

通信無効 / 通信準備中

POWER

(緑)

：点灯

ー

通信中

POWER

(青)

：点灯

ー

通信エラー

POWER

：点灯

(赤)

ー

ー
・電源 OFF し、再起動してください。
・通信エリアサービス内か確認してください。

■ エラー
状態

ランプ
REC

SD カード上限時
POWER

REC
SD カードプロテクト時
/SD カードエラー時
POWER

SD カード未挿入時

点灯パターン

備考

・SD カードの容量が不足しています。
『ピーピーピーピー』 サポートサイトにご相談ください。
と 4 回だけ鳴る
(https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/
：点滅
requests/new)

(赤)

：点滅

(緑)
※「緑」または「青」のどちらかが点滅します。

消灯

(赤)

(緑)

・SD カードのプロテクトスイッチを [OFF] にし、
再度正しく挿入してください。
・付属または別売品の SD カードを正しく挿入して
ください。
『ピーピーピー』 ・SD カードが破損していないか確認してください。
：点滅+点灯
・SD カードは消耗品です。定期的に交換してください。
：点滅+消灯

※「緑」または「青」のどちらかが点滅します。

※ SD カードの購入はサポートサイトへお問い合わせ
ください。(https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/
requests/new)

消灯

REC
POWER

ブザー音

(緑)

：点灯

『ピーーーー』

・付属または別売品の SD カードを正しく挿入してく
ださい。

■ その他
状態

ランプ

点灯パターン

ファームウェア
アップデート時

REC

消灯

POWER

(緑)

ブザー音
：点滅

−7−

備考

アップデート開始 ※アップデートは、SD カードにアップデータファイルを
保存して実行する方法と、LTE 通信によるアップデート
時に『ピコン』と
方法の 2 通りあります。
1 回だけ鳴る

電源が入らない

困った時や、もっと活用したい時

□ 電源ケーブルが外れていないか確認してください。

□ 下記のサポートサイトにご相談ください。

□ 電源ケーブルのヒューズが切れていないか確認してください。
切れている場合は、同じ容量（2A）の新しいヒューズと交換してください。

https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new

□ 付属の SD カードが正しく挿入されていますか。
SD カードを確認してください。

LTE 通信しない
□ POWER ランプが青点灯になっているか確認してください。
□ 通信エリアサービス内か確認してください。
サービスエリアについては、サポートサイトへお問い合わせください。
(https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new)

『ピーピーピーピー』と 4 回だけ鳴る
こんなときは

□ SD カードの容量が不足しています。
サポートサイトにご相談ください。(https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new)

『ピーピーピー』と鳴る
□ SD カードのプロテクトスイッチが [ON] になっていませんか。
プロテクトスイッチを [OFF] にし、再度正しく SD カードを挿入し
てください。

プロテクト
スイッチ
OFF
ON

□ 本機専用以外の SD カードが挿入されていませんか。
付属または別売品の SD カード正しく挿入してください。

□ SD カードが破損していませんか。
パソコンなどの機器に接続して SD カードが認識できるか確認してください。

□ SD カードは消耗品です。定期的に交換してください。
SD カードの購入は、サポートサイトへお問い合わせください。
(https://help.smartdrive.co.jp/hc/ja/requests/new)

『ピーーー』と鳴る
□ SD カードが挿入、または正しく挿入されていますか。
付属または別売品の SD カードを正しく挿入してください。
金属端子面
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