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［主な仕様：VREC-DS600］
【本体部】■記録媒体：microSDHCカード class4(8GB～32GB)■有効画素数：212万画素■記録画角：水平

107°垂直57°対角121°■F値：F2.0■録画モード：1920×1080P/1280×720P/848×480P■画像補正技術：
WDR機能■Gセンサー：3軸Gセンサー内蔵■記録方式：連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画
(セキュリティモード)■録画ファイル構成：１分/３分/５分■音声録音：ON/OFF設定■フレームレート：27.5fps
■画像圧縮方式：動画MOV(H.264動画圧縮規格)、写真JPEG■電源電圧：12V(専用電源ケーブル付属)■電源・
AVケーブル：電源ギボシ端子形状AV出力映像・音声出力ミニピンジャック　ドライブレコーダーリンク接続用ケーブル
■消費電流：190mA(セキュリティーモード待機時：約1mA)■外形寸法：55（幅）×99（高さ）×25（奥行）mm
(本体部)41（幅）×32（高さ）×45（奥行）mm(カメラ部)■本体重量：70g(ブラケット、接続ケーブル等を除く)

取扱店

このカタログの商品情報等の記載内容は2021年2月現在のものです。
このカタログに掲載の取付情報は、特に記載のない場合、2021年2月現在のものです。

※事故録画など必要な録画記録が上書きされない様に、必ず電源をOFFしてからmicroSDカード
を取りだし保管してください。※本機は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。重大事故などで、電源が断たれた場合、映像が記録できません。また、記録されているデー
タが破損してしまう可能性があります。本機の故障や本機を使用することで生じた損害、および記録
された映像やデータの破損による損害については弊社は一切責任を負いません。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。※同梱のmicroSDカードは動作確認用で、すべての
用途や環境においてデータの保存を保証するものではありません。※本機で記録した映像は、その
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ので
ご注意ください。また、本機をイタズラなどの目的では使用しないでください。これらの場合につい
ては弊社は一切責任を負いません。※走行中の運転者は、ドライブレコーダー本体、スマートフォン
での操作やドライブレコーダー、スマートフォンの画面を注視しないでください。前方不注意となり
事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。※各画面写真
の色および仕様については実際と異なる場合があります。※各機能の画面写真および仕様につい
ては一部開発中のモノが含まれており、実際と異なる場合があります。※本体内載の充電池は交換
できません。

●カタログに掲載の商品写真、取付例およびビジュアル等はすべてカタログ表現上のイメージで
す。写真の色（製品ボディ、およびイルミネーションなど）は、印刷インキや撮影条件などにより、
実際の色と異なって見える場合があります。
●一部、開発中のモノが含まれており最終仕様と異なる場合があります。
●仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
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2021年3月印刷（品番JC1393A）
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掲載されている商品の詳しい情報は
カロッツェリアホームページ

（carrozzeria.jp）をご覧ください。

■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および／またはその他の国における登録
商標または商標です。Mac、macOSは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
Android、Google PlayはGoogle LLCの商標です。MapFan®はインクリメントＰ株式会社の
登録商標です。ダブルレコーディング、ナイトサイト／Night Sightは、パイオニア株式会社の商標
です。

各モデルの録画時間（目安）は
こちらからご確認ください。

［主な仕様：VREC-DS800DC］
■記録媒体：microSDHC/microSDXCカード class10以上(16GB～128GB)■有効画素数：約200万画素（フロン
ト/リア）■記録画角：水平125°垂直67°対角148°（フロント/リア）■F値：F2.0（フロント/リア）■録画モード：1920×
1080P/1280×720P（フロント/リア）■画像補正技術：WDR機能■GPS：ナビゲーション連動■Gセンサー：3軸Gセ
ンサー 2基搭載■記録方式：連続録画/イベント録画/手動イベント録画 /駐車監視録画/静止画■録画ファイル
構成：1分/3分■音声録音：ON/OFF可能■フレームレート：センサー部27.5fps/録画・再生30fps■画素圧縮方
法（動画）：MP4（H.264）■画素圧縮方法（写真）：JPEG■電源電圧：DC14.4V（10.8V～15.1V）■電源・AVケーブ
ル：ギボシ端子形状■消費電流：0.36A（セキュリティーモード待機時：約3mA）■外形寸法（W×H×D）：76mm×
100mm×27mm（本体部）（ブラケットを含む）26mm×28.5mm×35mm（フロントカメラ）26mm×28.5mm×
37.5mm（リアカメラ）■本体重量：150g（本体）130g（フロントカメラ、ブラケット、ケーブル含む）105g（リアカメラ、ブラ
ケット、ケーブル含む）■取付推奨角度：20°～80°（フロントカメラ）20°～90°, 0°～50°（リアカメラ）

ドライブレコーダーユニット
ラインアップカタログ

暗闇の中でも高画質
24時間365日しっかり監視

NIGHT
SIGHT

2カメラモデル
VREC-DS500DC/DH300D

1カメラモデル
VREC-DH700/DZ300

Wi-Fiモジュール内蔵 1カメラモデル
VREC-DH200/RH200(リア専用)

カーナビ連動モデル
VREC-DS800DC/DS600

［主な仕様：VREC-DZ300］
■記録媒体：microSDHCカード class10(8GB～32GB) ■有効画素数：207万画素 ■記録画角：
水平95°垂直52°対角111° ■ F 値：F2.0 ■記録解像度：フル HD（1920×1080P） ■ GPS：搭載

（準天頂衛星みちびき対応） ■Gセンサー：3軸Gセンサー ■記録方法：連続録画/ イベント録画/ 手動
イベント録画 / 駐車監視録画 ■録画ファイル構成：20秒 / 1分 / 3分 ■ディスプレイ：2.0インチ
液晶 ■音声録音：ON/OFF可能 ■フレームレート：27.5fps ■画素圧縮方式（動画）：MP4（H.264 + 
ADPCM codec） ■画素圧縮方式（写真）：JPEG ■電源電圧：本体 DC5V（12V/24V 用シガーラ
イター電源ケーブル付属） ■消費電力：1.8W（充電時2.8W） ■外形寸法：61（幅）×67（高さ）×39.2

（奥行）mm（突起部除く） ■本体重量：87g（取付ブラケット、シガーライター電源ケーブル等を除く） 
■取付可能角度：5°～80°

［主な仕様：VREC-DH200］
■記録媒体：microSDHC/microSDXCカード class10(16GB～128GB)■有効画素数：約200万画素■
記録画角：水平114°垂直62°対角130°■ F 値：F1.8■録画モード：1920×1080P ■ GPS：搭載
■Gセンサー：3軸Gセンサー■記録方法：連続録画/イベント録画/ジェスチャーイベント録画/駐車監
視録画■録画ファイル構成：3分■音声録音：ON/OFF 可能■フレームレート：27.5fps ■画素圧縮
方式（動画）：AVI(H.264/G771) ■画素圧縮方式 ( 写真 )：JPG ■電源電圧：12V/24V( 専用
シガーライター電源ケーブル付属 ) ■内蔵バッテリー容量：140mAh■消費電力：約1.3W(充電時 :
約1.65W)■外形寸法（W×H×D）：32mm×32mm×34mm(突起物、取付ブラケット、シガーラ
イター電源ケーブル等を除く)■本体質量：70g(取付ブラケット、シガーライター電源ケーブル等を除
く) ■取付可能角度：15°～70°

［主な仕様：VREC-DH300D］
■記録媒体：microSDHC/microSDXCカード class10(16GB～128GB)■有効画素数：約370万
画素（フロント）/約200万画素（リア）■記録画角：水平112°垂直60°対角135°（フロント）/水平105°
垂直55°対角128°（リア）■F値：F1.4（フロント）/F1.8（リア）■録画モード：2560×1440P/1920×
1080P（フロント）/1920×1080P（リア）■GPS：搭載■Gセンサー：3軸Gセンサー■記録方法：連続録
画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画（連続録画※要別売：RD-DR001）■録画ファイル
構成：1分/3分■ディスプレイ：3.0インチ液晶■音声録音：ON/OFF可能■フレームレート：27.0fps
■画素圧縮方式（動画）：MP4（H.264）/MOV（H.265）■電源電圧：本体 DC５V (12V/24V用シガーラ
イター電源ケーブル付属)■消費電力：約4.2W■外形寸法（W×H×D）：90.5mm×101.9mm×
36mm(本体)/58.9mm×25.1mm×31.5mm（リアカメラ）■本体質量：125g（ブラケット含む）、
リアカメラ：250g(ケーブル含む ) ■取付可能角度：20°～75°（本体）/0°～90°（リアカメラ）動作温
度：－10℃ ～ ＋60℃

［主な仕様：VREC-DS500DC］
■記録媒体：microSDHC/microSDXCカード class10以上、UHS-I以上(16GB～128GB)■有効画素数：
約200万画素（フロント/リア）■記録画角：水平120°垂直64°対角142°（フロント/リア）■F値：F2.0（フロン
ト/リア）■録画モード：1920×1080P/1280×720P（フロント/リア）■GPS：搭載(準天頂衛星みちびき
対応)■Gセンサー：3軸Gセンサー■記録方法：連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画■録
画ファイル構成：1分 /3分 /5分■ディスプレイ：3.0インチ液晶（別体）■音声録音：ON/OFF
可能■フレームレート：27.5fps■画素圧縮方式（動画）：MP4（H.264）■画素圧縮方式（写真）：JPG
■電源電圧：DC 12/24V（専用電源ケーブル付属）■内蔵バッテリー容量：600mAh■消費電力：約5W(充電時
:約7W) ■外形寸法（W×H×D）：92mm×57mm×29mm(本体取付部除く)30mm×30mm
×41mm（カメラ）■本体質量：180g（本体ケーブル含む）160g/159g(フロントカメラ、ブラケット、
GPSアンテナ、ケーブル含む/リアカメラ、ブラケット、ケーブル含む)■取付可能角度：0°～90°

［主な仕様：VREC-DH700］
■記録媒体：microSDHCカード class10(8GB ～32GB) ■有効画素数：約300万画素 ■記録画
角：水平110°垂直56°対角132° ■F値：F1.8 ■録画モード：3M高画質（2304×1296P）/ 高画質（1920×
1080P）/ 標準画質（1280×720P）/ 長時間モード1（1280×720P）/ 長時間モード2（1280×
720P） ■GPS：搭載（準天頂衛星みちびき対応） ■Gセンサー：3軸Gセンサー ■記録方法：連続録画/
イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 ■録画ファイル構成：1分/ 3分/ 5分 ■ディスプレイ：
2.4インチ液晶 ■音声録音：ON/OFF可能 ■フレームレート：27.5fps ■画素圧縮方式（動画）：MP4

（H.264 + ADPCM codec） ■画素圧縮方式（写真）：JPEG ■外部入力：RCA映像入力（コンポジット
入力） ■電源電圧：本体DC5V（12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属） ■消費電力：3.7W（充電
時4.5W） ■外形寸法：78.5（幅）×68（高さ）×36.8（奥行）mm（突起部除く） ■本体重量：110g（取
付ブラケット、シガーライター電源ケーブル等を除く） ■取付可能角度：5°～85°

［主な仕様：VREC-RH200］
■記録媒体：microSDHC/microSDXCカード class10(16GB ～128GB) ■有効画素数：約200
万画素■記録画角：水平114°垂直62°対角130°■ F 値：F1.8■録画モード：1920×1080P
■GPS：搭載■Gセンサー：3軸Gセンサー■記録方法：連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐
車監視録画■録画ファイル構成：3分■音声録音：ON/OFF 可能■フレームレート：27.5fps
■画素圧縮方式（動画）：AVI(H.264/G771) ■画素圧縮方 式 ( 写 真 )：J P G ■ 電 源 電 圧：
1 2 V / 2 4 V ( 専用シガーライター電源ケーブル付属 ) ■内蔵バッテリー容量：140mAh ■消
費電力：約1.3W( 充電時 : 約1.65W) ■外形寸法（W × H × D）：32mm ×32mm×34mm(突起
物、取付ブラケット、シガーライター電源ケーブル等を除く)■本体質量：70g(取付ブラケット、シガーラ
イター電源ケーブル等を除く) ■取付可能角度：15°～70°
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暗闇に強く、駐車中もしっかり監視。

ドライブに24時間365日の安心を。

01

ドライブレコーダーユニット

VREC-DS600
[▶︎P.18]

ドライブレコーダーユニット

VREC-DH700
[▶︎P.11]

ドライブレコーダーユニット

VREC-DZ300
[▶︎P.13]

ドライブレコーダーユニット

VREC-DH200
[▶︎P.15]

ドライブレコーダーユニット

VREC-DS500DC
[▶︎P.07]
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ドライブレコーダーユニット

VREC-DS800DC
［▶︎P.17］

NIGHT
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ドライブレコーダーユニット

VREC-RH200
[▶︎P.16]

ドライブレコーダーユニット

VREC-DH300D
NEW 5月発売予定　[▶︎P.09]

NIGHT
SIGHT

個性豊かな
1カメラモデル

大画面で操作できる
カーナビ連動モデル

Wi-Fiモジュール内蔵
スマートフォン連携
1カメラモデル

広範囲を記録する
2カメラモデル

リア専用モデル

1カメラモデル2カメラモデル



カロッツェリアのドライブレコ ーダーなら
　　　　　　いつでも鮮明 に記録できて安心
主な特長主な特長 録画品質へのこだわり録画品質へのこだわり

画質

明るさ 感度

高い解像度と
画質補正機能により、
細部まではっきり見やすく
鮮明な映像記録を実現。

高性能レンズや
画質補正機能により最適な
明るさに自動調整することで、
白とびや黒つぶれを防止。

レンズから入ってきた
光の量や範囲を制御し、
撮影環境にあわせた
調整を実施。

ソフトウェアによって最適にチューニング

常に最適な要素の組合わせとチューニングによって、
クオリティーの高い録画品質を実現しています。

安心の「駐車監視機能」

広視野角カメラで駐車中の追突事故や車
上荒らしなどを監視。様々な「駐車監視機
能/駐車監視モード」でクルマを離れてい
る間も安心をサポートします。
＊対象モデル：全モデル(監視モードや監視時間は機種により異なります。)
※「VREC-DH300D」は、別売の駐車監視ユニット「RD-DR001(P.20参照)」が必要です。

●REC

「デザイン性」と「高い操作性」を両立

シンプルかつ機能的なフォルムと質感の
高さから、思わず手に取りたくなる上質感
が漂います。考え抜かれたデザインは高
い操作性をも実現し、とっさの場面でも
確実な操作が可能となります。

「ナイトサイト」で高感度撮影

＊対象モデル：
VREC-DS500DC/DH300D/DS800DC

STARVIS™技術搭載ソニー製CMOS
センサーの採用＊により、夜間走行時や暗
闇の駐車場でのいたずらなども、逃さず
高感度かつ鮮明な映像を記録できます。

NIGHT
SIGHT

高耐久・高速化を実現した、ドライブレコーダー推奨microSDカード (別売 )

3D NAND型フラッシュメモリの採用により、書き込み回数や
データ保持能力が向上。事故などによる突然の電源断に強く、
耐寒・耐熱・耐衝撃・防水などの様々な試験をクリアした堅牢な
設計で、ドライブレコーダーに安心してご使用いただけます。

　録画データの記録にも安心を

電源断対応 耐寒・耐熱

85℃

-25℃
耐衝撃 防水 耐静電気耐X線

※P.21参照

0403



モデルタイプ 2カメラモデル 1カメラ　　　モデル
Wi-Fiモジュール内蔵 1カメラモデル カーナビ連動モデル

リア専用 2カメラモデル 1カメラモデル

商品写真

NEW

型番／項目名 VREC-DS500DC VREC-DH300D VREC-DH700 VREC-DZ300 VREC-DH200 VREC-RH200 VREC-DS800DC VREC-DS600

カ 
メ 
ラ 
機 
能 
・ 
仕 
様

ダブルレコーディング機能 フロント＋リア フロント＋リア フロント＋リア 
(リアカメラ別売対応) ー ー ー フロント＋リア ー

ナイトサイト(高感度撮影)
〇 

STARVIS™ 
(フロント/リア)

〇 
STARVIS™ 

(フロント/リア)
ー ー ー ー

〇 
STARVIS™ 

(フロント/リア)
ー

有
効
画
素
数
／
解
像
度

フロントカメラ 
(最大)

約200万画素／ 
1920×1080P 
(フルHD画質)

約370万画素／ 
2560×1440P 
(WQHD画質)

約300万画素／ 
2304×1296P 
(3M高画質)

約207万画素／ 
1920×1080P 
(フルHD画質)

約200万画素／ 
1920×1080P 
(フルHD画質)

ー
約200万画素／ 
1920×1080P 
(フルHD画質)

約212万画素／ 
1920×1080P 
(フルHD画質)

リアカメラ 
(最大)

約200万画素／ 
1920×1080P 
(フルHD画質)

約200万画素／ 
1920×1080P 
(フルHD画質)

ー ー ー
約200万画素／ 
1920×1080P 
(フルHD画質)

約200万画素／ 
1920×1080P 
(フルHD画質)

ー

記
録
画
角

フロントカメラ
水平：120° 
垂直：   64° 
対角：142°

水平：112° 
垂直：   60° 
対角：135°

水平：110° 
垂直：   56° 
対角：132°

水平：   95° 
垂直：   52° 
対角：111°

水平：114° 
垂直：   62° 
対角：130°

ー
水平：125° 
垂直：   67° 
対角：148°

水平：107° 
垂直：   57° 
対角：121°

リアカメラ
水平：120° 
垂直：   64° 
対角：142°

水平：105° 
垂直：   55° 
対角：128°

ー ー ー
水平：114° 
垂直：   62° 
対角：130°

水平：125° 
垂直：   67° 
対角：148°

ー

レンズ F値 F2.0 / F2.0 
(フロント/リア)

F1.4 / F1.8 
(フロント/リア) F1.8 F2.0 F1.8 F1.8 F2.0 / F2.0 

(フロント/リア) F2.0

録 
画 
機 
能 
・ 
仕 
様

補 
正 
機 
能

画質補正 WDR ー WDR WDR ー WDR WDR WDR

露出調整機能 
(リア：スモークガラス対応) ー 〇 

(フロント/リア) ー ー ー ー ー ー

フレームレート 27.5fps 27.0fps 27.5fps 27.5fps 27.5fps 27.5fps センサー部：27.5fps 
録画・再生：30fps 27.5fps

駐
車
監
視
機
能

セキュリティモード 〇 
最大30日※1

電圧監視機能 
タイマー設定機能 

(要別売オプション)
ー ー 〇 

最大30日※1
〇 

最大30日※1
〇 

24時間365日
〇 

24時間365日

内蔵バッテリー 〇 
最大30分 ー 〇 

最大50分
〇 

最大50分
〇 

最大15分
〇 

最大15分 ー ー

本 
体 
仕 
様

液晶画面サイズ 3.0インチ 3.0インチ 2.4インチ 2.０インチ ー 
スマートフォン連携

ー 
スマートフォン連携

ー 
カーナビ画面表示

ー 
カーナビ画面表示

Wi-Fiモジュール内蔵 
(「ドライブレコーダーリモート(無料)」

アプリ対応)
ー ー ー ー 〇 〇 ー ー

GPS 〇：準天頂衛星 
みちびき対応 〇 〇：準天頂衛星 

みちびき対応
〇：準天頂衛星 
みちびき対応 〇 〇 〇 

カーナビ接続時
〇 

カーナビ接続時

対応記録媒体 SDHC/SDXC 
16GB〜128GB

SDHC/SDXC 
16GB〜128GB

SDHC 
8GB〜32GB

SDHC 
8GB〜32GB

SDHC/SDXC 
16GB〜128GB

SDHC/SDXC 
16GB〜128GB

SDHC/SDXC 
16GB〜128GB

SDHC 
8GB〜32GB

AV出力 ー ー ー ー ー ー 〇 
AVケーブル同梱

〇 
AVケーブル同梱

安 
心 
機 
能

SD
メ
モ
リ
ー
カ
ー
ド

フォーマットフリー ー 〇 ー ー 〇 〇 ー ー

フォーマット警告※2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

寿命警告機能※3 ー 〇 ー ー ー ー ー ー

付 
属 
品

同梱(動作確認用) 
microSDカード容量 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 32GB 16GB

電源電圧 
同梱ケーブル

12V/24V 
電源ケーブル同梱

12V/24V 
シガーライター 

電源ケーブル同梱

12V/24V 
シガーライター 

電源ケーブル同梱

12V/24V 
シガーライター 

電源ケーブル同梱

12V/24V 
シガーライター 

電源ケーブル同梱

12V/24V 
シガーライター 

電源ケーブル同梱
12V 

電源ケーブル同梱
12V 

電源ケーブル同梱

そ 
の 
他

パソコン再生用ビューアーソフト 
「Driving Viewer」対応 〇 ー 〇 〇 ー ー 〇 ー

偏光フィルター対応 
AD-PLF1(別売) ー ー 〇 〇 〇 〇 〇  

フロントカメラのみ ー

主な機能比較表

　　　　　　：別売オプション対応または、他の機器との接続が必要な機能・項目です。
※1 ：内蔵バッテリー使用時。※2 フォーマット警告に関するメッセージやお知らせ方法は機種により異なります。 ※3：別売のパイオニア製SDメモリーカード(P.21参照)との組合せで実現する機能です。
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＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

GPS内
蔵

準天頂衛星
みちびき対応

NIGHT
SIGHT

暗闇の中でも鮮明に記録する「ナイトサイト」対応

スマートな取付けで、操作性と安全性を両立

見やすく操作しやすい本体部
運転席から最小限の視線移動でモニターを確認することができ、操作も快適に行えます。
また、リアカメラに映る後方の状況を常に確認できるため、駐車時や走行中の後方確認
時に活用できて安心です。夜間に駐車する場合でも後方を鮮明な映像で確認できます。

街灯の少ない道路や建物の陰にある暗い駐車場でも、前後2つの広視野角カメラ
で周囲を鮮明に記録。STARVIS™技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用によ
り、従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量でも、高感度かつ高
画質な映像を撮影可能です。

※STARVISおよび　　　　　　     は、ソニー株式会社の商標です。

2つのカメラと見やすい3インチのモニターを搭載した本体が独立したセパレートタイプ。
どんな車種でも車室内の雰囲気を損なうことなく、すっきり取付けることができます。

ドライブレコーダーユニット

VREC-DS500DC
オープン価格＊

前方＋後方の2カメラ。
すっきり取付け、小型で高画質。

広範囲を記録する2カメラモデル

27.5
フレームレート

fps

３軸

Gセンサー

万画素200
Full HD

録画 ナイトサイト

専用パソコン
ビューアー対応 Wi-Fi

16
GB

microSD

同梱

!
イベント録画 GPS内蔵

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング

偏光フィルター
標準搭載

リアカメラ
防水・防塵 WDR

画像補正視野角水平
前 120°
後 120°

視野角垂直
前 64°
後 64°

視野角対角
前 142°
後 142° 最大30日

駐車監視

VREC-DS500DC・後方ナイトサイト非搭載モデル VREC-DS500DC・前方

カメラは防水・防塵設計で車外取付けも可能
リアガラスをカバーで覆っている商用車やピックアップトラック、リアガラスの
ないオープンカーなどでも、前後2方向の録画が可能です。

すっきり取付けできる2つの小型カメラ
カメラはわずか約3cm。フロントガラスやリアガラスに目立たずすっきり設置でき、
視界を妨げません。

フロントガラス取付例 リアガラス取付例

あおり運転も見逃さない、前方＋後方を記録
広視野角なカメラで、前方の走行映像はもちろん、後方からの危険なあおり運転や、
駐車中の前後の様子なども広範囲に記録。バイクのすり抜けや自転車の飛び出し
なども、死角も少なく記録できて安心です。

ドライブ中のあらゆるシーンに備える

ダッシュボード取付例 本体のファンクションボタンで簡単に
フロントとリアの映像を切換え可能。

充実の基本性能

●多彩な録画モード［連続録画・イベント録画・手動イベント録画・駐車監視録画］

●地デジへの影響が少ない電波干渉対策

●録画エラーを防ぐSDカードフォーマット警告機能

●前後とも高画質かつ長時間録画できる128GB microSDXCカード対応

ホームページで、
さらに詳しく！

人の動きや服装、周囲の状況まではっきり映し出し、記録
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＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

NIGHT
SIGHT

ドライブレコーダーユニット

VREC-DH300D
NEW 5月発売予定
オープン価格＊

2カメラモデルの新定番。
昼夜を問わず鮮明に記録可能。

広範囲を記録する2カメラモデル

３軸

Gセンサー

ナイトサイト

16
GB

microSD

同梱

!
イベント録画 GPS内蔵

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング

リアカメラ
防水・防塵

視野角水平
前 112°
後 105°

視野角垂直
前 60°
後 55°

視野角対角
前 135°
後 128° タイマー駐車監視

別売対応

万画素370
Wide Quad

HD録画

27.0
フレームレート

fps 偏光フィルター
別売対応 同時録音

音声

露出調整

リア：スモーク
ガラス対応

フロントにはクラス最高レベルの約370万
画素（リア200万画素）の「WQHD（2,560×
1,440）」のカメラを搭載。また、フロントカメラに
はF値1.4（リアF値1.8）と業界トップクラスの明る
さを誇るレンズを採用することで、明るさと高解
像度が相まって、万が一の時もナンバープレートの文字や周囲の状況を撮り逃しません。

Full HDを超える圧倒的な高解像度を実現

映像が見やすい、3.0インチ大画面モニターを搭載

2.0インチと比較すると
約2.3倍大きい

クラス最大級の「大画面3.0インチ液晶モニター」を採用。操作ボタンを側面や上部に設
置し、前面を液晶部のみとすることで大画面化を実現しています。画面が大きいので、万
が一の時でも記録した映像をその場ですぐに確認できます。

2.0インチモデル VREC-DH300D

STARVISTM技術搭載ソニー製CMOSセンサーを採用することで、街灯の少ない道路や
建物の陰にある暗い駐車場でも、前後2つの広視野角カメラで明るく高画質な映像を撮
影し周囲の状況を鮮明に記録します。

※STARVISおよび　                        は、ソニー株式会社の商標です。

暗闇の中でも鮮明に記録する「ナイトサイト」対応

VREC-DH300D・後方ナイトサイト非搭載モデル VREC-DH300D・前方

人の動きや服装、周囲の状況まではっきり映し出し、記録

������������
370万画素

25602560
1440

クルマを離れても安心をサポートする駐車監視機能※

別売の駐車監視ユニット「RD-DR001」(P.20参
照 )との組合わせにより、エンジン停止後もタイ
マー設定により駐車中の映像を記録することが
できます。駐車監視ユニット「RD-DR001」には、
駐車監視中のバッテリー上がりを防止するため
の電圧監視機能も備わっています。
※「VREC-DH300D」商品単体に駐車監視機能は搭載
されていません。

ホームページで、
さらに詳しく！

もしもの時の撮り逃しを防ぐ、SDカードの安心機能

事故や当て逃げをされたときなど、いざというときの“記録されていなかった！”
という撮り逃しを未然に防ぐ、数々のSDカード安心機能を搭載。

■「SD カードフォーマットフリー機能」：SDカードのエラー発生の原因となる
　断片化の発生を軽減するため定期的なフォーマットが不要になります。

■「SD カードフォーマット警告機能」：記録容量の不足などSDカードの状態を
　検知して適切なタイミングでお知らせをしてくれます。

■「SD カード寿命警告機能」：別売のパイオニア製SDカード(P.21参照）を使用
　すると定期的にSDカードの状態を確認し、寿命をお知らせしてくれます。

GPS
内蔵

ナンバープレートの文字も鮮明に記録

高いデザイン性と操作性を両立

本体はマットブラックを基調としたベースにグロスブラックの素材でアクセントを持たせ
た上質感あふれるデザインを採用。さらに、カメラ側にはブランドロゴをあしらい、液晶
画面側には型番を象徴的に配置するなど、これまでのドライブレコーダーにはない特別
な存在感を醸し出しています。また、側面に配置した操作キーは各種設定画面のガイド
表示と連動することで、はじめての方でも迷うことのないわかりやすい操作性を実現する
など、デザイン性と高い操作性を併せ持つ仕上がりとなっています。

上質感あふれるフォルム 操作キーと連動した分かりやすい設定画面

※別売のパイオニア製SDメモリーカードが必要です。

※

　ドライブレコーダー推奨microSDカード(別売：P.21参照)
SDカード寿命警告機能に対応した SDカード。ドライブレコーダーで
は記録時間がメモリ容量を超えるとデータが繰り返し上書きされます。
SDカードは消耗品であり累計録画可能時間があるため、駐車監視や
前後のダブルレコーディング、また旅行時などの連続録画時間を重視
するなど、お客様の使い方に応じて幅広いラインアップから最適な容量
を選べます。

●REC

▲駐車中に衝撃を検知した場合、
ファイルはイベント録画フォルダに
保存されます。

一般的に…
データを繰り返し上書き
することで断片化が起き、
書き込みによるエラーが
発生。定期的なフォーマッ
トが必要。

エラー発生となる断片化
の発生を軽減。定期的な
フォーマットが不要。
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ドライブレコーダーユニット

VREC-DH700
オープン価格＊

バックカメラの映像も
同時に記録。

個性豊かな1カメラモデル

27.5
フレームレート

fps

３軸

Gセンサー

視野角水平
110°

視野角垂直

56°
視野角対角
132°万画素300

Full HD
録画 ナイトサイト WDR

画像補正

専用パソコン
ビューアー対応

16
GB

microSD

同梱

!
イベント録画 GPS内蔵危険挙動録画

偏光フィルター
別売対応 Wi-Fi

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング対応

別売バックカメラ別売フロアカメラ

本体カメラ

ドライブ中のあらゆるシーンに備え、前方の走行映像だけでなく、バックカメラで撮影
した後方の走行映像、または車室内の映像を同時に記録することができます。

後方や車内映像の同時録画が可能

※増設できるカメラは1台までです。
※メインユニットに接続されたバックカメラ映像を録画する場合は
　映像出力用RCA分配器「RD-VRD10」が必要です。

車室内に調和するコンパクトボディを実現
小型設計された本体は、車室内に調和するようシンプルにデザイン。フロントガラス
接着面から本体までの長さが短いので取付けもすっきりスマートです。

車種に応じてフレキシブルに取付けできる
車種によって異なるフロントガラスの角度にも柔軟に対応。5°～85°まで可変するの
で、様々なクルマに合わせた最適な取付けが可能となります。

目立たず取付けられるスマートなデザイン
GPS内

蔵
準天頂衛星
みちびき対応

エンジンをかけると自動で録画を開始。高解像度技術によるフル HD 録画対応に
より、前方の風景を確認しやすい鮮明な映像で記録できます。

フルHD画質で細部まで記録

夜間

昼間

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

多彩な録画機能に対応

●駐車中の安心をサポートする［駐車監視機能］
　各モデルの駐車監視機能の詳細はP.5、P.19へ

●エンジンONで自動録画をスタート［連続録画］

●衝撃を検知すると自動保存［イベント録画］

●写真（静止画）撮影　●音声記録

●16GB microSDカード付属

※取付ブラケット角47°時

フロントガラス水平寄り取付例

▲カメラ側

▲モニター側

ホームページで、
さらに詳しく！
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ドライブレコーダーユニット

VREC-DZ300
オープン価格＊

小型ボディで、
スマートな取付け。

シンプルな小型設計

「VREC-DZ300」は台座がない分だけ本体を上部に取付けることが可能。また、
フロントガラスにカメラのレンズが近くなるため映り込みも抑えることができます。

27.5
フレームレート

fps

３軸

Gセンサー

視野角水平
 95°

視野角垂直

52°
視野角対角
111°万画素207

Full HD
録画 ナイトサイト WDR

画像補正

専用パソコン
ビューアー対応

16
GB

microSD

同梱

!
イベント録画 GPS内蔵

偏光フィルター
別売対応 Wi-Fi

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング対応

自動録画

多彩な録画機能に対応

●駐車中の安心をサポートする［駐車監視機能］
　各モデルの駐車監視機能の詳細はP.5、P.19へ

●エンジンONで自動録画をスタート［連続録画］

●衝撃を検知すると自動保存［イベント録画］

●写真（静止画）撮影　●音声記録

GPS内
蔵

準天頂衛星
みちびき対応

フルHD対応で細部までくっきり

高解像度207万画素の CMOS センサーを搭載
したカメラで、フル HD 録画に対応。夜間でも
ナンバープレートまで高画質に記録します。

従来モデル VREC-DZ300

よりスッキリ
取付け！視界も良好！

場所や天候の影響でダッシュボードなどフロントガラスの映り込みが気になる場合で
も、別売の偏光フィルターを取付けることで映り込みが低減されます。

フロントガラスへの映り込みを低減

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

ホームページで、
さらに詳しく！

個性豊かな1カメラモデル

映像が黒くつぶれたり白くとんだりしやすい場面でも、明暗のダイナミックレンジを拡げ
て映像を補正する「 WDR（ワイドダイナミックレンジ）」機能を搭載。逆光時や夜間、トンネ
ルに出入りした瞬間のように明るさが急変する場所などでも、鮮明な映像で録画します。

急な明るさの変化による「つぶれ」を補正

WDR「OFF」の場合 WDR「ON」の場合

通常は、上書きしながら動画ファイルを連続して作成し続けますが、衝撃を検知す
ると映像を自動で保存。衝撃を検知した時点を含むファイルをイベント録画ファイ
ルとして記録。大切な瞬間も、しっかり記録されるので万が一の時でも安心です。ま
た、本体のイベント録画ボタンを押すことで、押した時点を含むファイルを記録でき
る手動録画も可能です。

衝撃映像は「イベント録画」で自動保存

　　オプション

偏光フィルター

AD-PLF1 
希望小売価格3,300円(税抜価格3,000円)

映像記録のON/OFFは、エンジンの ON/OFFに連動。エンジンをかけると、自動で録画
が始まります。SDカードの容量がいっぱいになると古いファイルに自動で上書きし、新た
な映像を記録し続けます。また、本体の電源ボタンを押し、手動で電源をON/OFFするこ
とも可能です。

エンジンをかけたときから、自動で録画をスタート

※保存するファイルは「Video」フォルダに保存されます。

▲偏光フィルターなし ▲偏光フィルターあり
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左右の様子も広範囲に記録できる

ドライブレコーダーユニット

VREC-DH200
オープン価格＊

超小型ボディで、
広視野角＆フルHD高画質。

27.5
フレームレート

fps

３軸

Gセンサー

視野角水平
 114°

視野角垂直

62°
視野角対角
130°万画素200

Full HD
録画 ナイトサイト WDR

画像補正

専用パソコン
ビューアー対応

16
GB

microSD

同梱

!
イベント録画 GPS内蔵危険挙動録画

偏光フィルター
別売対応 Wi-Fi

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング対応 最大30日

駐車監視

取付性に優れた超小型ボディで高画質撮影を実現

フロントガラス取付例

わずか約3cm四方の超小型ボディに高解像度200万画
素のフルHDカメラを搭載。夜間でも前方車両のナンバー
プレートまで鮮明かつ高画質に記録できます。

広視野角カメラを採用したことで、広範囲まで多くの情報を記録することが可能です。

従来モデル VREC-DH200

バイクのすり抜け
自転車

●多彩な録画モード［連続録画・イベント録画・手動イベント録画・
　ジェスチャーイベント録画・駐車監視録画］
　各モデルの駐車監視機能の詳細はP.5、P.19へ

●手元のスマートフォンで映像が確認できるWi-Fiモジュール搭載

●地デジへの影響が少ない電波干渉対策　 　

●録画エラーを防ぐSDカードフォーマットフリー機能

録画 !

ジェスチャーイベント
録画イメージ

充実の基本性能

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

ドライブレコーダーユニット

VREC-RH200
オープン価格＊

あとから追加装着できる、
リア取付専用モデル。

27.5
フレームレート

fps

３軸

Gセンサー

視野角水平
 114°

視野角垂直

62°
視野角対角
130°万画素200

Full HD
録画 ナイトサイト WDR

画像補正

専用パソコン
ビューアー対応

16
GB

microSD

同梱

!
イベント録画 GPS内蔵危険挙動録画

偏光フィルター
別売対応 Wi-Fi

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング対応 最大30日

駐車監視

わずか約3cm四方の超小型ボディに、高解像度200万画素のフルHDカメラを搭載。リア
ガラスに設置しても目立たず、後方視界を妨げることはありません。配線も同梱のL字変
換コネクターですっきりとした取付けが可能です。また、リアに取付けしていることによる
面倒なSDカードのフォーマットが不要な「SDカードフォーマットフリー機能」を搭載。

リア取付専用に設計されたカメラは、超小型で高画質

リアガラス取付例

GPS
内蔵

後方の映像が手元で確認できるWi-Fiモジュール搭載

スマートフォンと接続することにより、操作や映像の確認が手元で可能になります。
詳細はP.20へ

充実の基本性能
●多彩な録画モード［連続録画・イベント録画・手動イベント録画］　

●高画質かつ長時間録画できる128GB microSDXCカード対応　

●地デジへの影響が少ない電波干渉対策 

クルマを離れても安心をサポートする駐車監視機能

後方専用のカメラで駐車中も最大30
日間クルマを監視。駐車中に振動や衝
撃を検知すると3秒以内に起動、その後
30秒間の映像を自動録画して保存します。

前 後
30秒

駐車監視録画
振動/衝撃検知

●REC

振動検知

ホームページで、
さらに詳しく！

ホームページで、
さらに詳しく！

GPS
内蔵

Wi-Fiモジュール内蔵 スマートフォン連携 1カメラモデル
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＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

ドライブレコーダーユニット

VREC-DS600
オープン価格＊

スマートに取付けできる
カーナビ連動1カメラモデル。

万画素212
Full HD
録画

３軸

Gセンサー

視野角垂直

57°
視野角対角
121°

視野角水平
107°

GPSGPS

カーナビ連動

地デジ

ノイズ対策
ワンタッチ
同時撮影 同時録音

音声

自動録画

偏光フィルター
標準搭載

専用パソコン
ビューアー対応

16
GB

microSD

同梱

!
イベント録画WDR

画像補正

27.5
フレームレート

fps

カーナビ連動

設置もすっきり目立たない

目立たず、すっきりした前方視界を確保できる
小型のカメラ部。

オーディオ電源接続により、配線の引き回しも
綺麗に取付けられる本体部。

※シガーソケットから電源を引く場合は、市販のシガーソケット電源パーツが別途必要です。

「もしも」を見逃さない「セキュリティ」機能

クルマを停車中でも衝撃を検知すると自動
で録画を開始します。
各モデルの駐車監視機能の詳細はP.5、P.19へ

●REC

『ドライブレコーダーリンク』機能に対応
「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと組合わせれば、カーナビ本体
から録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能が操作できます。ドライブ
レコーダーの設定もカーナビ画面から行えます。

カーナビと連動して、大画面で様々な操作ができる

※カーナビ本体のバージョンアップが必要になる場合があります。
※『ドライブレコーダーリンク』機能搭載モデルに関してはカロッツェリアホームページ
　をご確認ください。

ドライブレコーダーユニット

VREC-DS800DC
オープン価格＊

大画面で操作できるカーナビ連動モデル

前方＋後方の2カメラ。
カーナビ画面で操作・確認できる。

27.5
フレームレート

fps

万画素200
Full HD

録画 ナイトサイト

専用パソコン
ビューアー対応

偏光フィルター
別売対応

32
GB

microSD

同梱

!
イベント録画

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング WDR

画像補正視野角水平
前 125°
後 125°

視野角垂直
前 67°
後 67°

視野角対角
前 148°
後 148°

GPSGPS

カーナビ連動

リアカメラ
防水・防塵

NIGHT
SIGHT

『ドライブレコーダーリンクHD/ドライブレコーダーリンク』機能に対応
対応カーナビと接続することで、カーナビの大画面で動画静止画撮影、再生、データ
消去などのドライブレコーダー機能を操作できます。

カーナビと連動して、大画面で様々な操作ができる

※カーナビ本体のバージョンアップが必要に　
　なる場合があります。
※『ドライブレコーダーリンクHD/ドライブ
　レコーダーリンク』機能搭載モデルに関しては
　カロッツェリアホームページをご確認ください。

録画中映像の表示は「フロント→リア→
フロント＆リア（PinP）」切換えが可能。

広視野角で前方＋後方を記録／暗闇でも鮮明に記録する「ナイトサイト」対応
広視野角なカメラで、前方の走行映像はもちろん、後方からの危険なあおり運転や、
駐車中の前後の様子なども広範囲に記録。バイクのすり抜けや自転車の飛び出しな
ども、死角も少なく記録できて安心です。さらに前後のカメラともに STARVIS™
技術搭載ソニー製 CMOS センサーの採用により、街灯の少ない道路や暗い駐
車場でも高感度かつ高画質な映像を撮影可能な「ナイトサイト」に対応。

※STARVISおよび　        　　         は、ソニー株式会社の商標です。

ドライブ中のあらゆるシーンに備える

ホームページで、
さらに詳しく！

ホームページで、
さらに詳しく！
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スマートフォンで確認・操作できる

専用のパソコン用ビューアーソフトで確認

ドライブレコーダーで録画した走行映像をパソコンで再生しながら確認したり、地図
ソフトと連携させて表示することができます。また、「ダブルレコーディング機能」で
撮影した前後の画面を同時に確認することも可能です。

◀ダブルレコーディング機能：画面イメージ(VREC-DH700)

※Windows8.1/10に対応。macOSには非対応です。
※地図表示は「MapFan Web」を使用しています。
　パソコン用ビューアーソフトのダウンロードなどに関しては
　カロッツェリアホームページをご確認ください。
※「VREC-DH300D/DH200/RH200/DS600」は非対応です。

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

ドライブレコーダーとスマートフォンを
Wi-Fiで接続してドライブレコーダーを
手元で操作できます。リアルタイムな走
行映像や録画映像を確認したり、詳細
な設定もスマートフォンの大画面を使っ
て行えます。また、録画映像を手軽にSNS
へアップロードすることも可能です。

OPTION
駐車監視ユニット 

RD-DR001 希望小売価格6,600円(税抜価格6,000円)
NEW 5月発売予定　※対応機種：「VREC-DH300D/DH200/RH200」

共通機能

白とびや黒つぶれを補正

急な明るさの変化による白とびや黒つぶれを「WDR（ワイドダイナミックレンジ）」機能に
より補正。夜間の映像やトンネル出入口の映像も明暗のダイナミックレンジを拡げ鮮明に
記録します。(VREC-DH300D/DH200を除く)

WDR「OFF」の場合 WDR「ON」の場合

LED信号機の録画問題を解決

LED 信号機の点滅周期にドライブレコーダーの画像が影響されないように
フレームレート27.5/27.0fps で設定。信号機の状況もしっかり記録するの
で安心です。

非対応のドライブレコーダー フレームレート27.5/27.0fpsの場合

※状況により高速で点滅する場合があります。

衝撃検知 動体検知 録画時間
検知前 検知後

VREC-DS500DC ○ – – 3０秒

VREC-DH300D※ ○ – – 20秒

VREC-DH700 ○ ○ 20秒 10秒

VREC-DZ300 ○ ○ – 20秒

VREC-DH200 ○ – – 30秒

VREC-RH200 ○ – – 3０秒

VREC-DS800DC ◯ – – 60秒

VREC-DS600 ○ – – 300秒
（最大）

駐車監視機能比較一覧表

※ 別売の駐車監視ユニット「RD-DR001」が必要です。

「ドライブレコーダーリモート（無料）」アプリ
※iOS 8.0以上/Android 4.0以上に対応しています。

（対応機種：VREC-DH200/RH200）

App Store Google Play

偏光フィルター

AD-PLF1 希望小売価格3,300円(税抜価格3,000円)
※対応機種：「VREC-DH700/DZ300/DH200/RH200/DS800DC(フロントカメラのみ)」

映像出力用RCA 分配器
RD-VRD10 希望小売価格4,400円(税抜価格4,000円)
※対応機種：「VREC-DH700」

フロアカメラユニット
ND-FLC1 オープン価格＊

※対応機種「VREC-DH700」

電源ケーブル

RD-010 希望小売価格1,650円(税抜価格1,500円)
※「VREC-DS500DC/DS800DC/DS600」は非対応。

タイマー機能
■エンジン停止後の撮影時間を4段階（1時間/3時間/6時間/12時間）から選択できます。
※工場出荷時：３時間

■オフタイマー設定の場合、電圧監視機能の設定電圧値まで動作。
※タイマー設定の時間が来る前でも、バッテリー電圧が電圧監視機能の設定値まで下がった場合、　　
　電源供給を停止します。

電圧監視機能
■エンジン停止後、バッテリー電圧が設定値まで下がった時に電源供給を停止。
■12V時：11.6/11.8/12.0/12.2V、24V時：23.2/23.6/24.0/24.4Vの電圧値から
　電圧カットオフ設定が可能。※工場出荷時:12V時:11.8V、24V時：23.6V
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アイコン説明一覧

「WDR機能」：トンネルの出入口など急な明るさの変化に応じて
映像の明暗を自動調整し白とびや黒つぶれを防ぎます。

「危険挙動録画機能」：急加速・急減速・急ハンドルなどの危険
な挙動を検知して自動で録画します。

「録画解像度」：カメラに搭載している高解像度CMOSセンサー
の画素数。「Full HD 」「Wide Quad HD」など。

「ナイトサイト」：高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間の走行
時や街灯の無い暗い駐車場でも鮮明な映像を記録。

「駐車監視機能」：駐車中も安心の見守り機能。
※監視モードや監視時間は機種により異なります。

「イベント録画」：「Gセンサー」を搭載し、衝撃を検知した前後
の映像を自動で撮影・保存します。

「ダブルGセンサー」：カメラ部と本体部のそれぞれに搭載した
２つの「Gセンサー」で衝撃を検知し映像を記録します。

「偏光フィルター(別売)」対応：装着することで、ダッシュボード
上のフロントガラスへの映り込みや反射を軽減します。

「Wi-Fiモジュール搭載」：映像をスマホで確認・保存※

※ご使用には専用アプリ「ドライブレコーダーリモート(無料)」の
　ダウンロードが必要となります。

「カーナビ連動」：「ドライブレコーダーリンク」機能対応カーナビ
と接続してカーナビ画面での映像確認・操作が可能。

「音声同時録音」：映像とともに車室内の音声を録音。万が一
の場合や楽しいドライブの思い出としても記録を残せます。

「SDカード寿命警告」：別売のパイオニア製SDカードの使用で
定期的にSDカードの状態を確認し、寿命をお知らせしてくれます。

「ダブルレコーディング」：2カメラタイプのモデルで前方＋
後方の映像を同時に広範囲に記録します。

「カメラ視野角」：搭載カメラの水平・垂直・
対角方向の撮影可能範囲を示しています。

「防水・防塵設計」：リアカメラの車外取付けが可能。
※IEC(国際電気標準会議)規格「IP67」に対応。

「フレームレート」：映像の記録・再生周波数のことで、
信号機の点滅周期に同期せず信号機の表示をしっかり記録。

「同梱SDカード容量」：商品に同梱している「動作確認用SD
カード」の容量です。※16GB/32GB

「GPS搭載」：高性能なGPSモジュールを搭載し、正確な自車
位置を把握します。※機種により「みちびき」にも対応。

「Driving Viewer」対応：走行映像を地図ソフトと連携させて
表示できるパソコン用ビューアーソフトに対応。

「地デジノイズ対策」：TVチューナーへの地デジ電波干渉対策
を行っています。

「カーナビ連動」：「ドライブレコーダーリンク」機能対応カーナビ
と接続してカーナビ画面での映像確認・操作が可能。

「連続録画機能」：クルマのエンジンをオン(ACC ON)にすると
自動で録画を開始する機能です。

ドライブレコーダー推奨microSDカード

SDメモリーカード

CD-MSD128G
NEW オープン価格＊

SDメモリーカード　
CD-MSD64G
NEW オープン価格＊

※画像はCD-MSD128Gです。
※SDメモリーカード変換アダプター同梱。
※外観は改善のため予告なく変更することがあります。

ドライブの様々なシーンを想定した、高い信頼性
事故などによる突然の電源断に強く、車室内を想定した耐久試験もクリアした堅牢
設計のため、安心して使用できます。

電源断対応 耐寒・耐熱

85℃

-25℃
耐衝撃 防水 耐静電気耐X線

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

ドライブレコーダーに求められる高耐久、高速化を実現
3D NAND型フラッシュメモリの採用により、書き込み回数やデータ保持能力が向上。
保存されたデータ同士の干渉によるエラー発生を抑えるとともに、発生したエラーを
訂正するステップを減らせることでデータ転送の高速化を実現しました。

機種 CD-MSD128G CD-MSD64G CD-MSD32G CD-MSD16G

容量 128GB 64GB 32GB 16GB

対
応
規
格

SD規格 SDXC SDHC

スピードクラス

UHSスピードクラス

ビデオスピードクラス

SDメモリーカード

CD-MSD32G
NEW オープン価格＊

SDメモリーカード　
CD-MSD16G
NEW オープン価格＊

動作確認済みドライブレコーダーユニット

VREC-DZ700DLC/DZ700DSC/DS500DC/DH300D/DZ600C/DZ600/DH700※/DH600※/
DZ500-C/DZ500/DH400※/DZ300※/DZ200※/DH200/RH200/DS800DC/DS600※

ND-DVR40※/DVR30※/DVR20※/DVR10※/DVR1※

※ 対応するmicroSDカードはCD-MSD32G（32GB）、CD-MSD16G（16GB）です。

容量:128GB(SDXC)

容量:32GB(SDHC)

容量:64GB(SDXC)

容量:16GB(SDHC)

※フルHD動画撮影時の時間（目安）です。
※使用する機器、被写体、撮影条件や機器の設定によって記録されるデータ量が異なる為、
　撮影時間は増減します。
※2カメラモデルの場合は累計録画可能時間(寿命)と録画時間がそれぞれ半分の時間になります。

目的に合わせて選べる４つのラインアップ
駐車監視や多方向録画、連続録画時間の重視など、目的に合わせて最適な一枚を選
択できます。

約48,000時間
約66年
約48,000時間
約66年128GB128GB フルHD動画

約16時間
フルHD動画
約16時間128GB128GB

約24,000時間
約33年
約24,000時間
約33年64GB64GB フルHD動画

約8時間
フルHD動画
約8時間64GB64GB

約12,000時間
約16年
約12,000時間
約16年32GB32GB フルHD動画

約4時間
フルHD動画
約4時間32GB32GB

約6,000時間
約8年
約6,000時間
約8年16GB16GB フルHD動画

約2時間
フルHD動画
約2時間16GB16GB

毎日2時間
365日撮影時の
耐久年数

毎日2時間
365日撮影時の
耐久年数

フルHD動画
連続撮影可能時間
フルHD動画

連続撮影可能時間

耐久性で選ぶ 録画時間で選ぶ

スマートフォン最適のカロッツェリアホームページ
(carrozzeria.jp) で、多彩な機能や実際の録画映像
など、さらに詳しい情報をお確かめください。

それぞれのドライブレコーダーをもっと詳しく！

「露出調整」：フロント・リア独立で明るさを9段階で調整可能。
リアはスモークガラス対応で後方録画もしっかりとサポート。


