警視庁仕様の

PS-1 と 1080GS が融合したハイスペックモデル

ＴＶ / 本体 / ＰＣ、 再生方法は 3 タイプ。

最高画質の 2Ｋ・ 300 万画素の高精細で 27.5ｆｐｓ（ｺﾏ/ 秒）
全国の LED 信号機も消えずに録画。

・ すぐその場で、 本体画面 （LCD） で再生できます。
・ 本体から SDHC カード抜いて PC で再生できます。
・ ご家庭の TV に接続するだけで再生できます。
※TV 再生には、 HDMI ケーブルと AC アダプタが必要です。

27.5fps / 45fps が、 より信頼性の高い映像記録を実現します。
全国どこでも安心してご使用いただけます。

選べる

約 300 万画素 (2304x1296 ピクセル）
約 200 万画素 (1920x1080 ピクセル）

タイプ

6

約 100 万画素 (1280x720 ピクセル）

27.5 コマ / 秒
LED
信号機
45 コマ / 秒
対応
27.5 コマ / 秒
60 コマ / 秒
30 コマ / 秒
7.5 コマ / 秒 長時間録画

上下
反転

PL

フィルター

本体を上下反転できます。
本体を反転させてダッシュボードに取付けることができます。

映り込み反射を減少する偏光フィルター （オプション）
フロントガラスへの映り込み （反射光） を減少する
ことができます。 QR コードを読み取ると PL フィル
ターの装着比較映像がケータイで閲覧できます。

※ACアダプタを使用すれば、監視カメラとしてもご使用いただけます。

http://www.driveman.jp/contents03/page01.html

駐車中録画

映像を取り逃がさない常時録画。

（セキュリティーモード）

の設定が自由。

独自開発技術により、 映像ファイル間の録画空白時間ゼロを可
能にしました。 完全常時録画で、 万が一の映像の録り逃がしが
ありません。

エンジン停止後に監視カメラとして、 あて逃げや、 車上荒らし等の記録
を高画質 （最大 2Ｋ： 300 万画素） で残すことができます。

衝撃を検知し録画映像を保護。
初期設定

MOV ファイル （動画） を最大 6 ファイル保護。
衝撃検知時には JPG 画像も保存します。

エンジン停止後、 1 コマ 1 秒で 3 時間録画します。

カスタム設定 ： フレームレート、 録画時間を自由に設定することができます。
フレームレート
録画時間

GPS により日時情報が自動補正。

10 コマ / 秒 、 7.5 コマ / 秒 、 1 コマ / 秒 、 0.5 コマ / 秒
1 時間 / 2 時間 / 3 時間 / 6 時間 / 9 時間
12 時間 / 24 時間

GPS によって日時情報補正、 位置情報が記録され、 本体画面 (LCD)
で GPS 受信状況を確認できます。 ドライブマン専用ビューアーソフトを
ご使用しますと地図表示できます。
弊社公式サイトから無料ダウンロードして下さい。

駐車中録画 1 コマ /1 秒 3 時間録画を約 6 分 30 秒に圧縮して保存します。
特許取得技術 ： （特許番号 4749506 号）
データ容量

警察や官公庁で採用
安心
電源

可変ブラケット

SDHC
（Class10以上）

取扱説明書
保証書 1冊

※SD カードによってはご使用できない物もあります。 （当社推奨 SD カード Class10 以上）

電波 ・ ノイズ対策
FCC 認証 （アメリカの電波干渉の規格） を取得、 ノイズ対策も行っています。
ラジオやワンセグ放送などの電波にも干渉しにくい設計です。

オプション

3芯車載用電源
ケーブル（DCDC4）

採用され、 確かな信頼と品質を確立しています。

新 3 芯車載用電源ケーブルは、 駐車中録画の長時間設定が可能になっ
たことに伴い、 バッテリー保護回路が付きました。 駐車中録画時 （セキュ
リティーモード 時） に一定電圧までバッテリー電圧が低下すると自動で電
源供給を停止します。

フルセット

セット
スタンダード
本体

※本体以外は、オプションで
お買い求めいただけます。
（取扱説明書は除く）

ドライブマン シリーズは、 警視庁や全国各警察、 日本赤十字などにも正式

バッテリー保護回路付電源ケーブル。

本体

3芯車載用電源
ケーブル（DCDC4）

可変ブラケット

HDMI
ケーブル

AC
アダプタ

SDHC
（Class10以上）

取扱説明書
保証書 1冊

シガーソケット
アダプタ

2芯車載用
電源ケーブル

AV
ケーブル

可変
ブラケット

HDMI
ケーブル

AC
アダプタ

吸盤
ブラケット

PL
フィルター

※シガーソケットアダプタ、 2 芯車載電源ケーブルもご使用出来ますが、 ドライブモード専用です。 駐車中録画はできません。

