
Hi-Def Recording and playbackHi-Def Recording and playback

信頼の品質で
「安心」を録る。

ハイビジョン720P LED信号対応 micro SDHC常時録画

XXXXXXXX

■お買い求め・お問い合わせは下記取扱店・販売店まで

http://www.driveman.jp/

アサヒリサーチ株式会社 ドライブマン事業部

サービスセンター

http://www.driveman.jp/
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-3-13 第二白川ビル6階

〈電 話〉 03-3779-1792

〈E - m a i l〉 support@driveman.jp
〈受付時間〉 平日10：00～12：30、13：30～17：00 （土日祝日、年末年始を除く）

撮影画素

ファイル形式

ビデオフレームレート

記録モード

外部メモリー

映像ファイル

ファイル間無録画時間

言語

LCDディスプレイ

撮影画角

レンズ

使用温度範囲

保存温度範囲

電源

消費電力

時計電力

内部電源

LEDライト

映像出力

本体サイズ

ブラケットサイズ

重量

HD720P （1280×720）

MOV形式 （AVC／H.264）

27.5fps／30fps 切替式

アクセサリー電源連動／自動録画／常時録画

micro SDHC （Class6以上） 4GB～最大32GB

1ファイル５分

0.05秒以下

日本語／英語

2インチ カラーディスプレイ

HD （水平100度、垂直55度、対角120度）

2.55mm Ｆ1.8 単焦点 ガラスレンズ5枚構成

0℃～70℃

-20℃～80℃

シガーソケットアダプタ、又は車載用電源ケーブル
DC12V／24V

最大5W 

スーパーキャパシタ （約7.5日）

スーパーキャパシタ （電源OFF時ファイル記録書込用）

緑 （待機中）／赤 （録画中）

ミニHDMI （HD OUT）

約77×54×31（mm）

約45×30×28（mm）
回転角度 前後180°、左右30°、傾き30°

約56グラム （本体のみ）

製品仕様

■仕様および外観は、改良の際予告なく変更する場合があります。詳しくはDrivemanホームページを参照ください。
　http://www.driveman.jp/

Aさん
（会社員 男性・27才）

ある朝、会社に向かっている途中の信号機のある
交差点を直進しようとした所、車が左側からもの
すごいスピードで突っ込んできたんです。軽い接
触ですみ、ケガも双方なかったので、よかったので
すが、相手は「自分の方は青信号だった！」といっ
て譲らないのです。幸い車にドライブマンを設置
した所だったので、その場で映像を確認しても
らって、こちらに非がないことを証明できました。

通勤途中に事故を起こして
しまったのですが…

Bさん
（会社員 男性・33才）

いろいろ調べて、ドライブマンは警察でも採用され
ているので安心と思い購入することを決めました。
思っていたよりも、本体がとても小さくコンパクトで
運転席から見てルームミラーに隠れる位置に取り
付けました。操作も簡単なので使いやすいです。事
故があったときにしか役立たないと思っていました
が、自分の日常の運転を見直して、事故防止につな
げる意味でも、購入して良かったと思います。

初めてドライブレコーダーを
購入しました…

Cさん
（主婦 女性・30才）

我が家はドライブが好きで、休日は私の運転で
いろんなところに家族で出かけるのですが、わざ
わざビデオで録らなくても、ドライブレコーダー
があれば、いろんな車窓の風景を記録できるの
がうれしいですね。帰宅してからドライブ中のき
れいだった景色を見返したりして、家族みんなで
楽しんでいます。映像はPCに保存したり、動画
共有サイトに投稿したりして、活用しています。

ドライブ中の美しい景色を
家族で楽しんでいます…

ドライブマンがあれば、万が一の事故対応はもちろん、
ドライブの楽しい思い出も残せます。

ビデオセキュリティで実績

アンバレラ™
テクノロジー搭載TM付けてて良かった！

ドライブレコーダー

ユーザーの声

アンバレラ社についてTM

アンバレラ社は、低消費のHDビデオ圧縮・画像処理ソリューションで業界
をリードしています。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



確 か な 性 能 と ク オ リ ティ。
ハイグレードドライブレコーダー「Driveman®シリーズ」から、
新たなモデル「Driveman®720α」が登場。
アンバレラ™製チップセットが、ハイビジョン高精細録画を実現。
あなたの充実したドライビング体験を鮮明に記録します。
リアルで高品質な映像音声を、自宅や旅先で手軽に楽しむこと
ができ、事故やアクシデントなど、万が一のトラブル発生時も、
あなたの心強い味方となります。

■他社製品との比較

LED信号対策

メーカー

ファイル間ギャップ

電波干渉対策

○

0.0秒以下

対策済
（米国FCC準拠）

×

A社

不明

不明

×

B社

不明

対策済
（自社独自基準）

信頼の品質で
「安安心」を録を録る。

ビデオセキュリティで実績

アンバレラ™
テクノロジー搭載

TM

〈ご注意〉 micro SDカードによっては使用できないものもあります。micro SDカードはClass6以上のものをおすすめします。変換ケーブル（別売）をご使用になると旧720シリーズ、旧1080シリーズの車載用電源ケーブル、シガーソケットアダプタが、使用可能です。
 ACアダプタは720α専用の物をお使いください。旧ACアダプタは、ご使用になれません。

■バリエーション別 商品内容

シンプルセット （シガーソケットアダプタタイプ）

シンプルセット （車載用電源ケーブルタイプ）

フルセット （シガーソケットアダプタタイプ）

フルセット （車載用電源ケーブルタイプ）

本体 シガーソケット
アダプタ

車載用
電源ケーブル

ブラケット HDMI
ケーブル

AC
アダプタ

micro SD 
（Class6以上）

取扱説明書
保証書

 吸盤ブラケット
（別売オプション）

変換ケーブル
（別売オプション）

シンプル&コンパクト スタイリッシュデザイン

ハイクオリティ イージーセットアップ

ミニUSB接続部
（電源用）

スピーカー

LEDライト （赤：録画中／緑：待機中）ブラケット取付部

マイク

micro SD
カード
スロット

ミニHDMI接続部
（TV接続用）

シリアルナンバー操作ボタン

2.2インチ
カラーLCD
ディスプレイ

※左の写真は実際の※左の写真は実際の
商品サイズです。

〈30fps〉の場合
他社製品

〈関西地域〉

ハイビジョンセンサーだから鮮明高画質 録画ギャップゼロの安心設計 日本全国のLED信号機に完全対応

TM

世界的にビデオセキュリ
ティで名高いアンバレラ™
製チップセットは、昼夜を問
わず、ドライビング中のあら
ゆる瞬間を精細に記録し、
ハイビジョン高画質で再生
が可能です。

録り漏れなし！

映像ファイル 映像ファイル

録り漏れ（空白時間）があることも！

映像ファイル 映像ファイル

他社製品

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
が一の映像の取り逃しの
不安を限りなく低減しま
した。

現在国内ではLED信号
機が急速に普及しつつあ
ります。従来の機種では
撮影の難しかったLED
信号機に、27.5fpsの独
自技術で完全対応しまし
た。より信頼性の高い映
像記録が実現しました。

〈独自技術27.5fps〉の場合
※撮影環境により高速で点滅します。

〈関東／関西地域〉

電波・ノイズ対策も万全

FCC認証を取得しており、ノイズ対策済み。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。

警察や官公庁にも採用された信頼の品質

Driveman®シリーズは、警視庁や全国各県警、
日本赤十字社などにも正式採用され、確かな信
頼性と品質を確立しています。

シンプル設計なのに高性能

エンジン始動で自動的に連続録画を開始しま
す。録画した映像は本体モニターもしくはテレビ
（HDMIケーブル接続）や、パソコンでも簡単に
再生できます。

確 か な 性 能 と ク オ リ テ確 か な 性 能 と ク オ リ テ確 か な 性 能 と ク オ リ テ確 か な 性 能 と ク オ リ テ

録画ギャップゼロの安心設計録画ギャップゼロの安心設計

警察や官公庁にも採用された信頼の品質警察や官公庁にも採用された信頼の品質

シリーズは、警視庁や全国各県警、シリーズは、警視庁や全国各県警、
日本赤十字社などにも正式採用され、確かな信日本赤十字社などにも正式採用され、確かな信
頼性と品質を確立しています。頼性と品質を確立しています。

ブラケット

micro SDカードによっては使用できないものもあります。micro SDカードはClass6以上のものをおすすめします。変換ケーブル（別売）をご使用になると旧720シリーズ、旧1080シリーズの車載用電源ケーブル、シガーソケットアダプタが、使用可能です。




