
はい！車内や後方の録画もしたい。 いいえ。簡易型は助成がありません。 はい。

不要です。

前だけで良い。 　　はい！簡易型の助成がある地域です。

外の駐車が多いので欲しい！ 　　　　　はい！簡易型の助成がある地域です。 本体内蔵が良い！

　　いいえ。簡易型は助成がありません。 別体が良い。

自社敷地内の駐車場なので不要です。

本体内蔵が良い！

パソコンや本体で見ます！

別体が良い。

会議室のTVで見たい！

はい。管理者が管理します。

パソコンや本体で見ます！

いいえ。

会議室のTVで見たい！

ｃ

パソコンや本体で見ます！

会議室のTVで見たい！

業者に任せヒューズボックスから配線する。 パソコンや本体で見ます！

会議室のTVで見たい！

パソコンや本体で見ます！

会議室のTVで見たい！

ドライブレコーダー選択チャートドライブレコーダー選択チャートドライブレコーダー選択チャートドライブレコーダー選択チャート

2018/11/27版　アサヒリサーチ株式会社2018/11/27版　アサヒリサーチ株式会社2018/11/27版　アサヒリサーチ株式会社2018/11/27版　アサヒリサーチ株式会社

現場で設置も出来るシガーソケット電源が良い。

どれを選んでいいか分からない　そんな企業様にピッタリのドライブレコーダーをご案内

①前も後も録画した

②GPSも欲しい？

別紙ＡのTR-2（※簡易型です）へ

別紙ＢのTW-2へ

③駐車中録画は？

④配線は？

⑤動画再生は？

別紙Ｌの720α＋シンプルセット シガータイプへ

注意：このセットにはmicroSDカードが付属しません。

別途class10以上のmicroSDカード8GB～32GBをご購入ください

⑥動画再生は？

別紙Ｎの720α＋シンプルセット 車載電源タイプへ

注意：このセットにはmicroSDカードが付属しません。

別途class10以上のmicroSDカード8GB～32GBをご購入ください

別紙Ｍの720α＋フルセット シガータイプへ

※パソコンをお持ちでなかったり苦手なお客様は

同梱品にHDMIケーブルとACアダプタが入っている

フルセットをお勧めします。テレビと本体をHDMIケーブル

で接続しACアダプタでコンセントから本体に給電すれば

本体操作するだけでテレビにて動画再生できます。

別紙Ｏの720α＋フルセット 車載電源タイプへ

※パソコンをお持ちでなかったり苦手なお客様は

同梱品にHDMIケーブルとACアダプタが入っている

フルセットをお勧めします。テレビと本体をHDMIケーブル

で接続しACアダプタでコンセントから本体に給電すれば

本体操作するだけでテレビにて動画再生できます。

⑦GPSアンテナは？

⑨動画再生は？

別紙Ｄ のGP-T1スタンダードセット（※簡易型です）へ

別紙ＦのGP-1フルセット 車載電源タイプへ

※パソコンをお持ちでなかったり苦手なお客様は同梱品にHDMIケーブルと

ACアダプタが入っているフルセットをお勧めします。

テレビと本体をHDMIケーブルで接続しACアダプタでコンセントから

本体に給電すれば本体操作するだけでテレビにて動画再生できます。

別紙 Ｉの1080ｓαフルセット 車載電源タイプ（法人ファーム仕様）へ

※別売りオプションでGPSユニットが利用可能です。

●駐車中録画を最長24時間まで設定変更したい場合、

前後2カメラのTW-2かGP-1からお選び下さい。

※1080sαの駐車中録画は3時間固定設定となっております。

より長い時間の駐車中録画を希望する場合はGP-1のみとなります。

720α+は駐車中の録画は出来ません。

●GPS機能があると時計情報を運転して信号を拾う都度正確なものに

補正する機能があるほか、自車の走行記録をGoogleマップと連動させて

映像を再生したり、速度情報も記録ができます。

GPSを搭載していないと、約1週間自動車に乗らない場合、

時計設定が初期設定に戻ってしまい再度設定が必要となります。

●GPS対応モデルはいずれも電源ケーブルが「車載用電源ケーブル」

でありディーラーやカーショップ等での配線依頼が必要となります。

駐車中録画機能が損なわれることが許容な方はシガーソケット

アダプタのオプションで使用できます。

⑩トラック協会の助成を検討？
別紙ＣのTW-2+GPSユニットへ

⑩トラック協会の助成を検討？

別紙Ｅ のGP-1スタンダードセットへ

別紙ＧのT1080ｓαスタンダードセット（※簡易型です）へ

別紙Ｋの1080ｓαフルセット 車載電源タイプ（通常仕様）へ

※別売りオプションでGPSユニットが利用可能です。

⑦GPSアンテナは？

⑫操作制限を掛けますか？ ⑨動画再生は？

別紙Ｈの1080ｓαスタンダードセット 車載電源タイプ（法人ファーム仕様）へ

※別売りオプションでGPSユニットが利用可能です。

別紙Ｊの1080ｓαスタンダードセット 車載電源タイプ（通常仕様）へ

※別売りオプションでGPSユニットが利用可能です。

⑨動画再生は？

操作制限を掛けて管理者が管理するなら

法人ファームも2,000円（税別）加算であります。

制限の詳細はお問い合わせ下さい。

●各種オプション品は同時購入でのお見積りも可能です。機種の選定や機能についてのご質問のほか、

組み合わせを変えたいなど、ご相談下さい。配線も弊社で出張取付の手配が可能です。

法人問合わせ窓口 ： 営業部 山田 03-3779-1792 メール：kohske@driveman.jp

●セカンドカメラは防水タイプも選べます。

TW2W16CAM価格：￥12,200（税別）



A B Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ

TＲ-2TＲ-2TＲ-2TＲ-2 TW-2TW-2TW-2TW-2 TW-2 と　GPSユニットTW-2 と　GPSユニットTW-2 と　GPSユニットTW-2 と　GPSユニット

GP-Ｔ1GP-Ｔ1GP-Ｔ1GP-Ｔ1

スタンダードセットスタンダードセットスタンダードセットスタンダードセット

GP-1GP-1GP-1GP-1

スタンダードセットスタンダードセットスタンダードセットスタンダードセット

GP-1GP-1GP-1GP-1

フルセットフルセットフルセットフルセット

Ｔ1080sＴ1080sＴ1080sＴ1080sαααα

スタンダードセット（+GPSユニット）スタンダードセット（+GPSユニット）スタンダードセット（+GPSユニット）スタンダードセット（+GPSユニット）

1080s1080s1080s1080sαααα法人仕様法人仕様法人仕様法人仕様

スタンダードセットスタンダードセットスタンダードセットスタンダードセット

1080s1080s1080s1080sαααα法人仕様法人仕様法人仕様法人仕様

フルセットフルセットフルセットフルセット

1080sα1080sα1080sα1080sα

スタンダードセットスタンダードセットスタンダードセットスタンダードセット

1080sα1080sα1080sα1080sα

フルセットフルセットフルセットフルセット

720α+720α+720α+720α+

シンプルセットシンプルセットシンプルセットシンプルセット

シガーソケットタイプシガーソケットタイプシガーソケットタイプシガーソケットタイプ

720α+720α+720α+720α+

フルセットフルセットフルセットフルセット

シガーソケットタイプシガーソケットタイプシガーソケットタイプシガーソケットタイプ

720α+720α+720α+720α+

シンプルセットシンプルセットシンプルセットシンプルセット

車載電源タイプ車載電源タイプ車載電源タイプ車載電源タイプ

720α+720α+720α+720α+

フルセットフルセットフルセットフルセット

車載電源タイプ車載電源タイプ車載電源タイプ車載電源タイプ

営業部までお問い合わせください ¥33,000 ¥36,500 営業部までお問い合わせください ¥26,670 ¥30,000 営業部までお問い合わせください ¥27,270 ¥28,600 ¥25,270 ¥28,600 ¥15,000 ¥19,700 ¥15,000 ¥19,700

本体

車載用電源ケーブル

ブラケット

セカンドカメラ（6mケーブル付)

microSD16GB

GPSユニット

本体

車載用電源ケーブル

ブラケット

セカンドカメラ（6mケーブル付)

microSD16GB

本体

車載用電源ケーブル

ブラケット

セカンドカメラ（6mケーブル付)

microSD16GB

GPSユニット

本体

車載電源ケーブル

ブラケット

SD8GB

本体

車載電源ケーブル

ブラケット

SD8GB

本体

車載電源ケーブル

ブラケット

SD8GB

ACアダプタ

HDMIケーブル

本体

車載電源ケーブル

ブラケット

microSD8GB

GPSユニット

本体

車載電源ケーブル

ブラケット

microSD8GB

本体

車載電源ケーブル

ブラケット

microSD8GB

ACアダプタ

HDMIケーブル

本体

車載電源ケーブル

ブラケット

microSD8GB

本体

車載電源ケーブル

ブラケット

microSD8GB

ACアダプタ

HDMIケーブル

本体

シガーソケットアダプタ

ブラケット

（SDは別売り）

本体

シガーソケットアダプタ

ブラケット

microSD8GB

ACアダプタ

HDMIケーブル

本体

車載電源ケーブル

ブラケット

（SDは別売り）

本体

車載電源ケーブル

ブラケット

microSD8GB

ACアダプタ

HDMIケーブル

最高画質

フルハイビジョン

（約2百万画素）⇒〇

2K(約3百万画素）⇒◎

フロントカメラ　〇

セカンドカメラ　〇

フロントカメラ　〇

セカンドカメラ　〇

フロントカメラ　〇

セカンドカメラ　〇

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

LED信号撮影対応 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ショックセンサー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

GPS 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ▲

同梱SDでの初期設定録画時間

※これを超えると自動上書き

約1時間10分 約1時間10分 約1時間10分 約1時間 約1時間 約1時間 約1時間30分 約1時間30分 約1時間30分 約1時間30分 約1時間30分 - 約1時間15分 - 約1時間15分

①1ユニットで２カメラ同時撮影

　2カメラ目はセパレートタイプで

　室内設置も車輌後方設置も可

　（ケーブル6m)

　※延長ケーブル（3m)　オプションあり

②3.5インチのタッチパネルで簡単操作

③セカンドカメラ赤外線LED搭載で光が

　なくても撮影可能（オン・オフ設定あり）

④駐車中録画機能

（モーション・衝撃検知で録画）

⑤防水セカンドカメラオプション設定あり

⑥GPSで位置情報も記録

■トラック協会の助成を受けるための

「簡易型」に適合するセット

地域によっては助成が無い場合もあります。

運行管理ソフト対応。

①1ユニットで２カメラ同時撮影

　2カメラ目はセパレートタイプで

　室内設置も車輌後方設置も可

　（ケーブル6m)

　※延長ケーブル（3m)　オプションあり

②3.5インチのタッチパネルで簡単操作

③セカンドカメラ赤外線LED搭載で光が

　なくても撮影可能（オン・オフ設定あり）

④駐車中録画機能

（モーション・衝撃検知で録画）

⑤防水セカンドカメラオプション設定あり

⑥GPSはオプション

①1ユニットで２カメラ同時撮影

　2カメラ目はセパレートタイプで

　室内設置も車輌後方設置も可

　（ケーブル6m)

　※延長ケーブル（3m)　オプションあり

②3.5インチのタッチパネルで簡単操作

③セカンドカメラ赤外線LED搭載で光が

　なくても撮影可能（オン・オフ設定あり）

④駐車中録画機能

（モーション・衝撃検知で録画）

⑤防水セカンドカメラオプション設定あり

⑥GPSで位置情報も記録

①画質は2KでＬＥＤ信号対応

②GPS内蔵の一体モデル

③駐車中録画機能拡張

　　（１～24時間連続）

④扱いやすい通常サイズＳＤ

⑤警察専用モデルPS-1ベース

　のDrivemanフラッグシップモデル

⑥GPSで位置情報も記録

■トラック協会の助成を受けるための

「簡易型」に適合するセット

地域によっては助成が無い場合もあります。

運行管理ソフト対応。

①画質は2KでＬＥＤ信号対応

②GPS内蔵の一体モデル

③駐車中録画機能拡張

　　（１～24時間連続）

④扱いやすい通常サイズＳＤ

⑤警察専用モデルPS-1ベース

　のDrivemanフラッグシップモデル

　山梨県警察採用モデル

①画質は2KでＬＥＤ信号対応

②GPS内蔵の一体モデル

③駐車中録画機能拡張

　　（１～24時間連続）

④扱いやすい通常サイズＳＤ

⑤警察専用モデルPS-1ベース

　のDrivemanフラッグシップモデル

　山梨県警察採用モデル

①２Ｋ画質(約３百万画素)

②GPSで位置情報も記録

③駐車中録画機能

　（３時間連続録画）

■トラック協会の助成を受けるための

「簡易型」に適合するセット

地域によっては助成が無い場合もあります。

運行管理ソフト対応。

①２Ｋ画質(約３百万画素)

②GPSはオプション

③駐車中録画機能

　（３時間連続録画）

■操作制限ファーム採用

映像記録の管理者を別途

設け社員には映像を管理

させたくない場合に。

制限の詳細につきましては

お問い合わせ下さいませ。

①２Ｋ画質(約３百万画素)

②GPSはオプション

③駐車中録画機能

　（３時間連続録画）

■操作制限ファーム採用

映像記録の管理者を別途

設け社員には映像を管理

させたくない場合に。

制限の詳細につきましては

お問い合わせ下さいませ。

①２Ｋ画質(約３百万画素)

②GPSはオプション

③駐車中録画機能

　（３時間連続録画）

④兵庫県警察採用モデル

①２Ｋ画質(約３百万画素)

②GPSはオプション

③駐車中録画機能

　（３時間連続録画）

④兵庫県警察採用モデル

LED信号は地域の交流電力に合わせて点滅しています。そのため30fps（倍数含む）だと60Hzに同期、25spf（倍数含む）だと50Hzに同期し、該当地域の信号の色が映らなくなる現象が発生します。 ■SDの容量変更やオプションの追加、出張での装着工賃などお見積り致しますので、お電話やFAXなどでお気軽にお問い合わせ下さい。

弊社のLED信号対応モデルなら、色は消えず高速点滅で表示されます。 □法人営業担当 ：営業部 山田　  ☎03-3779-1792 / FAX：03-3779-1794

GSP衛星の電波信号を受信する事で、時計合わせや位置情報を記録する事が出来ます。専用ソフトを利用する事で、GoogleMAP上で移動経路の表示が可能になります。

注意点は、GPS信号そのものに誤差がある事と、天候によっては受信出来なかったり、時間が掛かる場合があります。また、GoogleMAPもGoogleの仕様変更で利用出来なくなる場合があります。 2018/11/27版 アサヒリサーチ株式会社

通常のドライブレコーダーはエンジン連動のため、エンジンオフで撮影を止めます。ですが、駐車場が他所のため防犯上撮影を続けたい場合、駐車中録画の機能が監視の役に立ちます。

ドライブマンのセキュリティモードは1秒1コマで撮影しコマ撮り動画として保存しますので、3時間の撮影でも7分程度に済みSDの容量を圧迫しません。弊社はこの機能で特許も取得しています。

ただし、TW-2/TR-2はショックセンサー/モーションセンサーによる駐車中監視になり、センサーが反応した時だけ1分通常撮影する機能になります。

各都道府県にはトラック協会がございますが、多くの協会でドライブレコーダーの設置の際に費用の助成があります。ドライブマンは助成対象モデルの場合「簡易型」に相当します。

助成内容の詳細は各地域の協会にお問い合わせ下さいませ。

〇（3時間の固定）

セキュリティモード

①シンプルな機能かつ高性能

　エントリーモデル

②埼玉県警察採用モデル

■操作制限のある法人仕様のファームに変更も可能。2,000円（税別）加算です。

制限の詳細につきましてはお問い合わせ下さいませ。

トラック協会助成金とは

〇（1～24時間設定可能）

セキュリティモード

〇（1～24時間設定可能）

セキュリティモード

〇（1～24時間設定可能）

セキュリティモード

〇（3時間の固定）

セキュリティモード

用語説明

LED信号対応とは

GPSとは

駐車中録画とは

特長

商品

参考価格（税別）

同梱品

機能

〇

〇

×

〇

駐車中録画機能

〇

センサー反応型

〇

センサー反応型

〇

センサー反応型

〇（3時間の固定）

セキュリティモード

〇（3時間の固定）

セキュリティモード

〇（3時間の固定）

セキュリティモード

×




