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.»製品の仕様や本書の内容は、性能改良のため、事前の通告なし
に変更されることがあります。そのため、お買い上げの時期に
よっては、同一製品であっても多少の差異が生じる場合がござ
います。
.»データが記録されなかったり、破損していた場合など、本製品を
使用したことで生じたいかなる損害についても、弊社では一切
責任を負いません。
.» ISDR-200の最新情報やファームウェアは、株式会社INBYTEの
ホームページ（www.inbyte.jp）で確認することができます。

S-crewドライブレコーダーをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、ドライブレコーダー『ISDR-200』の取り扱い方法をご案内しています。重要な注意事項や、製品保証についても
記載されておりますので、製品をご利用になる前に必ずご一読ください。
また、お読みになった後は、大切に保管してください。

MN_SC_ISDR200_JA100

■製品の仕様について
.»著作権法で許可されている場合を除き、本書のいかなる部分
も、株式会社INBYTEによる事前の書面許可なしに複製・コピー・
翻訳することはできません。
.»記載されている各会社名および各商品名は、各社の商標または
登録商標です。

■著作権と商標
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ご利用上の注意

警告 注意以下の事項を守らなかった場合、思わぬ危険な状況が発生し、
大けがや死亡事故に至る危害が発生する恐れがあります。

以下の事項を守らなかった場合、思わぬ危険な状況が発生し、
怪我や損害が発生する恐れがあります。

.»ご利用前に各ページに記載の注意事項をご確認ください。

.»運転中は本製品を操作しないでください。

.»製品に異常（発煙・破損・異臭など）がある場合は、そのまま使用
せず、ただちに交換してください。
.»本製品を分解または改造しないでください。製品が破損したり、
データが失われる原因となります。また、分解・改造した製品は
保証対象外となります。
.»定格電圧を超えて使用しないでください。
.»高湿度または引火性液体や可燃性ガスにさらされる恐れのある
環境下で使用しないでください。
.»直射日光が長時間あたる場所など、極度に高温になる環境に放
置しないでください。
.»運転の妨げになる場所に取り付けないでください。
.»コードおよびケーブルはしっかりと差し込んでください。
.»端子部分に異物が入らないようにしてください。
.»濡れた手で設置・操作しないでください。
.»お子さまの手の届くところに本製品を放置しないでください。
セット内容には小さな部品も含まれておりますので、誤飲のおそ
れがあります。

.»microSDカード＋SDカード変換アダプタを組み合わせて、本機で
ご利用頂くことはできません。動作不良や本体破損の原因となり
ます。
.»ヒューズボックス用電源コードの設置は個人では行わないでく
ださい。車種により接続方法が異なりますので、必ず専門の技術
者に設置をご依頼ください。誤った接続を行うと、製品破損及び
車両事故の原因となるおそれがあります。
.»電源コードやケーブル類は、無理に曲げたり、引きのばしたり、
重い物の下に置いたりしないでください。
.»本体（特にレンズ・ボタンなど）を強く押さないでください。
.»尖ったものや鋭いものを本製品に対して使用しないでください。
.»本製品は防水仕様ではありませんので、水などをかけないでく
ださい。手入れする際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
.»長時間製品を使用すると、環境によっては本体温度が非常に高
くなる場合があります。触れる際には十分にご注意ください。
.»本製品は埃などを避けて保管してください。製品内部に異物が
入り込むと、火災や故障の原因となるおそれがあります。
.»本製品を長時間使用しない場合、電源コードを抜いてください。
.»コード・ケーブル類は必ず専用のものをご利用ください。端子部
分が同じ規格でも他製品は絶対に接続しないでください。
.»本製品を使用する際は、布やテープなどで覆わないでください。

仕様について

.»本製品は他社製の機器との互換性および併用を保証するもので
はありません。互換性および干渉に関する問題の解決は、お客さ
まの責任で行っていただきます。
.»電子機器の性質上、アンテナやその他機器の近くに設置すると、
電波干渉が起きる場合があります。他の機器とは極力離れた場
所に設置してください。
.»SDカードは専用品をご利用ください。他製品を使用することに
より生じたいかなる問題についても弊社では責任を負いませ
ん。
.»動作中にSDカードを抜かないでください。動作不良の原因とな
ります。SDカードを取り出す際は、必ず本体から電源コードを抜
き、本体の電源を切ってから取り出してください。
.»SDカードには、使用しているうちに書き込みエラーが発生する
ことがあります。定期的にフォーマットを行ってください。
.»SDカードには書き込み上限回数があり、消耗品の扱いとなりま
す。
.»残しておきたい録画ファイルは、外部ストレージなどを使用して
バックアップしてください。.（パソコン、外付けHDD等）
.»夜間または逆光時など、明るさが極端に弱く（強く）なる場合、記
録画質が低下することがあります。
.»街路灯、電源周波数、バックライトのちらつきや周囲の環境など
により、信号が点滅して録画される場合があります。

.»GPS信号は本体電源が入った後に受信を開始します。また、天候
や設置場所などの要因により、受信が遅れる場合があります。
.»GPS信号は周辺の環境（建物、天候、樹木等）の環境によっては
受信できない状況があります。
.»その他の機器（ETCなどの電子機器）や着色ガラスのウィンドウ
は、GPS受信に影響を与えることがあります。
.»ご利用のパソコンのスペックによっては、専用プレーヤーが動作
しなかったり、音声や映像が途切れて再生される場合がありま
す。
.»製品に異常が発生した場合は、INBYTEサポートセンターまでご
連絡ください。
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配線用クリップ×3

取扱説明書（本書） 電源コード（ヒューズボックス用）AVケーブル

SDカード（16GB）

オ
プ
シ
ョ
ン（
別
売
品
）

製品の特長

■手軽に車内を撮影 .»簡単に取付け可能な２カメラ一体型のドライブレコーダー
.»車内側のカメラは角度を自由に変更可能
.»夜間撮影用の赤外線LED搭載で、暗い車内もしっかり記録

結束バンド

■映像をしっかりと記録 .»1280×720.30fps.の高画質HD撮影対応.(前方/車内ともに)
.»常時録画＋イベント録画(衝撃感知)で、急なトラブルも逃さず記録

■業務用としても使いやすく .»抜き差しが容易なSDカードを採用
.»12～24V車へ対応

セット内容

ドライブレコーダー本体 シガー電源コード

クッション

各部の名称

ブラケット接続部

前方カメラ

電源ポート
GPSモジュール

SDカードスロット

.»各ポートには、専用コード・ケーブル以外のものを接続しな
いでください。

■ドライブレコーダー本体

Note

車内カメラ

音量ボタン

赤外線LED

AVポート
GPSポート

マイクボタン
緊急録画ボタン

録画LED

動作LED
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.»エンジンを切ってキーを抜き、安全な場所に駐車してから設置を行ってください。

.»設置の前に、フロントガラスを乾いた布などできれいに掃除してください。フロントガラスや本体レンズが指紋や埃などの不純物で汚れ
ている場合、設置の安全性や記録画質が低下する恐れがあります。
.»配線の前に、カーナビやETCなど、その他の機器との干渉がないか確認してください。
.»microSDカード＋SDカード変換アダプタを組み合わせて、本機でご利用頂くことはできません。動作不良や本体破損の原因となります。

■設置する際の注意事項

.»フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。

.»設置用両面テープは、使用中に剥がれることがないように、しっかりと貼り
付けてください。
.»運転手の視界を妨げない位置に取り付けてください。
.»ルームミラーの使用や操作を妨げない位置に取り付けてください。
.»他の車載機器や、アンテナの付近を避けて取り付けてください。
.»フロントガラスの着色部や、車検証のステッカーが貼ってある位置を避け
て取り付けてください。
.»記録画質を保つため、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。

ドライブレコーダーの設置場所に関する確認事項

取り付け方法

■ドライブレコーダー本体の設置

１カードスロットをあけて、カードの向
きに注意しながら、「カチッ」と音が

するまで押し込みます。

４ブラケット上部に設置用両面テープ
を貼り、保護シートをはがします。 ５本体をフロントガラスの上部20％の

範囲内で、運転手の視界を妨げない
位置に貼り付けます。

  ※SDカードのラベルが下を向く

  ※SDカードのラベルが下を向く

シガーソケット（ACC）
から電源を取る場合

ヒューズボックスから
電源を取る場合

A

B

２ＳＤカードをしっかり挿入後、カード
スロットのカバーを閉じます。

  ※SDカードのラベルが下を向く

３GPSモジュール(ブラケット部分)から
伸びているケーブルを、GPSポート

に差し込みます。

AV GPSPW

本体側面
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６配線用クリップをピラーなどに貼り
付け、シガー電源コードを挟み込み

運転を妨げないように配線します。
７車両のシガーソケットに、シガー電

源コードをしっかりと接続します。

シガーソケットから電源を取る
（シガー電源コードを使用）

A

.»シガー電源コードは、強く折り曲げたり、重い物の下敷きにしたりしないでください。

.»シガーソケットにしっかり差し込んでください。接触端子部分が不安定な場合、製品
破損の原因となる恐れがあります。
.»運転を妨げないように配線してください。
.»内装品の動作を妨げないように配線してください。

Note

８電源ポート(PW)に電源プラグを差
し込み、本体を起動します。この時、

電源LEDが点灯することを確認してくださ
い。

  ※SDカードのラベルが下を向く

８ヒューズボックス用電源コードの
GND線（黒コード）を、アース取り付

け部分に接続します。

アースの位置は車種により異なります

６ヒューズボックスの蓋を開けます。
ヒューズボックスの位置やヒューズの

配列は、車種ごとの取扱説明書をご参照く
ださい。

７ヒューズボックス用電源コードの
電源線(赤コード)を、ACC部分に

接続します。

ヒューズボックスから電源を取る
（ヒューズボックス用
電源コードを使用）

B
警告 以下の事項を守らなかった場合、思わぬ危険な状況が発生し、大けがや死亡事故に至る危害

が発生する恐れがあります。

電源コードの設置は、ヒューズボックスへの接続が必要となります。配線に誤り
があった場合、製品や車両が故障する恐れがありますので、必ず専門業者にご
依頼ください。
また、ご依頼の際には本書を提示し、業者様にも注意事項をご確認いただくよ
うお願い申し上げます。

ヒューズの位置は車種により異なります
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.»本製品には、駐車中に撮影する為の機能はありません。常時電源には接続しないでください。

.»接続ヒューズを誤ると正常に動作しない恐れがあります。本書およびコードのラベルをよくご確認
の上で接続してください。
.»ヒューズボックス用電源コードは、強く折り曲げたり、重い物の下敷きにしたりしないでください。
.»コードとヒューズはしっかり接続してください。接触部分が不安定な場合、製品や車両が破損する
原因となる恐れがあります。

Note

９配線用クリップをピラーなどに貼り
付け、ヒューズボックス用電源コード

を挟み込み、運転を妨げないように配線
します。

  ※SDカードのラベルが下を向く 10電源ポート(PW)に電源プラグを差し込み、本体を起動します。この
時、電源LEDが点灯することを確認してく
ださい。

■カメラの角度を調整する

１前方カメラの角度を調整します。車種によっても異なり
ますが、水平より少し下向きになるように調整するのが

一般的です。　　　　　　　　
２車内カメラの角度を調整します。上下方向・左右方向それぞれ調整可能

となりますので、もっとも映したい部分が中央に来るように調整します。　　　　　　　　

前方カメラ 車内カメラ
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■オプション：AVケーブルの接続

.»外部モニタへの出力はAVケーブル(オプション)が必要となります。

.»出力先として、コンポジット入力可能な市販のモニターが必要となります。

.»本機能で、録画映像を再生することはできません。(本機能は、設置の際の角度調整の補助を目的としたものとなります。)

AVケーブルの接続に関する確認事項

１本体側面のAVポートに、AVケーブル
を接続します。 ２モニターの映像入力端子にAVケーブルを繋

ぎ、モニターと本体の電源を入れます。 ３画面上にリアルタイムの映像が表示
されます。車内カメラに切り替える

場合は、緊急録画ボタンを長押ししてくだ
さい。

AV GPSPW

本体側面

製品を使用する

.»運転中に製品を操作しないでください。

.»製品の動作中にSDカードを取り外さないでください。必ず電源がオフになったことを確認してから取り外してください。

.»製品の起動には数十秒ほど時間がかかることがあります。

.»電源コードがしっかり差し込まれていなかったり、抜き差しを頻繁に行ったりした場合、製品故障の原因となる恐れがあります。

.»必要な録画データ等については、定期的にバックアップをお取りください。

　　製品のご利用前に

■電源を入れる
本機には電源スイッチはありません。エンジンの始動と共に自動的に電源が入り、エンジンの停止にあわせて自動終了します。

■録画する
電源が投入され起動処理をおこなった後、録画が開始されます。録画LEDが青く点滅していれば録画状態となります。

録画ファイルの種類 解説 ファイルの長さ 保存フォルダ 割当容量
常時録画 映像を常に保存し続けます。 1分 normal 60％

イベント録画
衝撃を感知した際に、別のフォルダに録画映像
を保存します。

30秒
event 40％

緊急録画
緊急録画ボタンを押した際に、別のフォルダに
録画映像を保存します。

30秒
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■イベント録画

走行中の映像を常に保存します。SDカード内に保存された常時録画ファイルの量が割当容量を超えた場合には、古い常時
録画ファイルから順に削除されます。

衝撃センサー(Gセンサー)により事故など大きな揺れを感知した際に、その時点の録画ファイルを別のフォルダに移動しま
す。SDカード内に保存された[イベント録画＋緊急録画]ファイルの量が割当容量を超えた場合には、古い[イベント録画ま
たは緊急録画]ファイルから順に削除されます。

■常時録画

■緊急録画
本機の緊急録画ボタンを押す事で、保護したい映像を手動で別のフォルダに移して保存する事ができます。SDカード内に
保存された[イベント録画＋緊急録画]ファイルの量が割当容量を超えた場合には、古い[イベント録画または緊急録画]ファ
イルから順に削除されます。

■車内を録音する
車内の録音は本機のマイクボタンにより、オン/オフが設定できます。現在の設定について
は、本機側面の状態LEDにて確認してください(→P.21)

■位置情報を記録する(GPS)
GPS.信号が受信できる環境にいるときは、自動的に受信・記録します。再生時に.グーグルマップと連動した位置表示や速
度表示が可能です。

.»カーナビゲーション、地上波テレビ、ラジオによる電波干渉の可能性があります。また、天候や場所によってGPSが受信できない場合が
あります。

Note
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■スピーカー音量を設定する
音声案内や動作音など、スピーカーの音量を0(消音)～4の5段階で設定できます。

.»一部のエラー音など、重要な内容を知らせる音については、設定に関係なく出力されます。

Note

本機を設定する

  ※SDカードのラベルが下を向く

■その他の設定について
次の設定についてはパソコンを利用して、専用プレーヤー
上で設定いたします。詳しくは(→P.26)をご覧ください。

設定可能項目
・衝撃センサー感度. . ・音声録音.音量
・車内録画(オン/オフ).. ・設置場所
・画質. . . ・鮮明度

■衝撃センサーの感度を調整する
衝撃センサーの感度は、パソコンを利用して、専用プレーヤー上で設定いたします。詳しくは(→P.26)をご覧ください。

衝撃センサー感度の初期設定は、もっとも一般的な車種にあわせた物となっておりますが、ご利用車種や取付け位置によっ
て大きく異なるため、ご利用しながら調整してください。

・路面の凹凸など、小さい段差を乗り越える際に衝撃感知が動作する
・ドアの開閉で衝撃感知が動作する
→感度が高すぎるため、感度を下げてご利用ください。

・大きな段差を乗り越える際も衝撃感知が動作しない
・本体を軽く手で揺らしても衝撃感知が動作しない
→感度が低すぎるため、感度を上げてご利用ください。
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■SDカードを初期化(フォーマット)する
SDカード内に記録されたデータを全て消去し、初期化します。フォーマットをおこなうには、録画中にマイクボタンを長押し
します。

.»ドライブレコーダーはその性質上、定期的にフォーマットして頂く事で、SDカードのエラーやその他トラブルを軽減できます。2ヶ月に1
回程度フォーマットをおこなって頂く事を推奨しております。

Note

■ LED表示を確認する
本機には、「動作LED」と「録画LED」の2つのLEDの表示により、動作の状態を確認できます。

本機の状態を確認する

動作LED 録画LED

黄色 緑 赤 青
起動 点灯 点点灯灯 - 点点灯灯

録画

常時録画 - - - 点滅(遅い)

イベント録画 - - - 点滅(速い)

緊急録画.(ボタン) - - - 点滅(速い)

マイク.
(録音).

マイク.オン - 点灯 - -

マイク.オフ - 消灯 - -

GPS
GPS.オン 点灯 - - -

GPS.オフ 消灯 - - -

終了 点滅 点滅 - 消灯

エラー
SDカードエラー 点滅 点滅 - 消灯

その他エラー 点滅 点滅 - 消灯

フォーマット 点滅 点滅 - -

アップデート - - 点滅 -
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パソコンで録画ファイルを見る・保管する

■SDカードをパソコンで読み込む

１エンジンをオフにして、本機の動作
を停止させます(全てのLEDが消灯

します)。

３取りだしたSDカードを、パソコンで
読み込みます。(パソコンに読み取り

用のポートがない場合は、別売のカード
リーダー等をご利用ください。)

２SDカードを軽く押しこみ、SDカード
スロットから取り出します。

.»SDカードの取り出しは、安全な場所に駐車した状態で行ってください。
»»製品の動作中にSDカードを取り出さないでください。必ず電源オフになったことを確認後に取り出してください。
.»本体を長時間使用している場合、SDカードが高温になる場合があります。取り出す際の火傷にご注意ください。
.»SDカードの金属部分（読み取り部分）に指を触れないでください。
.»SDカードはISDR-200専用としてご利用ください。別のデータを保存している場合、動作エラーを起こす原因となります。

　　製品のご利用前に

  ※SDカードのラベルが下を向く

■プレーヤーをインストールする

１専用プレーヤー(パソコン用)のセッ
トアッププログラムは、付属のSD

カード内に保存されています。

４インストールが完了すると、デスク
トップ上にショートカットアイコンが

作成されます。アイコンをダブルクリック
してプレーヤーを起動します。

２SDカードをパソコンで開き、セット
アッププログラム(isdr200_setup.

exe)をダブルクリックして起動します。
３インストーラーのウィンドウが表示

されるので、使用許諾契約書に同意
の上、インストールを行ってください。

.»SDカードのフォーマット等によりセットアッププログラムを消去してしまった場合は、
メーカーのホームページ（www.inbyte.jp）からダウンロードできます。
.»お使いのパソコンのスペックによっては、正常に動作しないことがあります。

Note

専用プレーヤーの推奨動作環境
OS Windows.7/8/10
HDD 1GB以上

CPU Intel.Dual.Core.以上
AMD.AthlonX2.以上

VGA 512MB以上
RAM 2GB以上
DirectX 9.0c以降
モニタ 1280×1024以上

isdr200_
setup.exe
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■画面構成
⑩

⑦

④

③

②①

⑤

※プレーヤーのバージョンにより、画面構成が異なる場合があります。

⑧

⑨

⑥

① メイン画面

再生中の映像(前方または車内の映像)が表示されます。
映像内には、GPS・衝撃センサーによる情報が次の通り記載されています。
　　　............Gセンサー　X軸./.Y軸./.Z軸　　ナンバー情報
.......................年月日/時間　　　......　マイクの状態/走行速度

② サブ画面 再生中の映像(前方または車内の映像)が表示されます。

③ 操作パネル

再生/一時停止 選択された映像の再生/一時停止をおこないます。

停止 再生中の映像を停止します。

前のファイル 1つ前のファイルに移動します。

次のファイル 1つ次のファイルに移動します。

開く 別の箇所に保存された映像ファイルを開きます。

画面切り替え メイン画面/サブ画面の内容を入れ替えます。

画面の保存 現在、メイン画面・サブ画面に表示されている内容を、あわせて保存またはプリントアウトします。

設定 ドライブレコーダーの設定変更画面を開きます。

音量 映像再生時の音量を変更します。

再生速度 映像再生時の再生速度を変更します。

④ 衝撃センサーグラフ 衝撃センサーに記録された情報を、グラフ表示します。

⑤ 速度表示 映像が記録された時点の走行速度(GPS情報による)を表示します。

⑥ ドライブ選択 SDカードが割当てられているドライブを選択します。

⑦ 再生リスト

選択されたSDカードに保存されている、録画ファイルの一覧を表示します。
タイプ.　….ファイルの種類が表示されます。
　　　　　[INF]常時録画　[EVT]イベント録画　[MAN]緊急録画
日付..　….撮影された日時(撮影開始時)の日時が表示されます。
前　　.….前方の映像が記録されていれば○が表示されます。
後　　.….車内の映像が記録されていれば○が表示されます。

⑧ 地図表示 GPS情報を元に、録画地点を地図表示します。

⑨ ナンバー登録
ナンバー情報を登録します。登録されたナンバー情報はSDカードに保存され、その状態で撮影をおこな
うと、映像内に登録したナンバー情報が書き込まれます。
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■ファイルを再生する

１プレーヤーを立ち上げた状態でSD
カードをパソコンに挿入します。通

常は、自動でSDカードの内容を読み込
み、⑦のリスト部分に録画内容が表示さ
れます。

２1の操作でSDカードの読み込みがお
こなわれない場合は、Drive.Selectを

クリックし、SDカードの挿入されているド
ライブを選択します。

３⑦のリストから再生したいファイル
を選びをダブルクリックします。（再

生終了後は自動的に次のファイルが再生
されます）

■ドライブレコーダーの設定を変更する

１『操作パネル』の.. をクリックして、設定画面を開きます。 ２設定をおこない、全ての設定を完了
したら、左下の設定の保存先がSD

カード内になっているのを確認して「OK」
ボタンを押します。

■設定内容について

感度設定

衝撃センサー感度
衝撃センサーの感度を設定します。.
数字が小さい程、弱い衝撃にも反応するようになります。

音声録音
録音される音声のボリュームを調整します。.
数字が小さい程、録音される音声の音量が小さくなります。

スピーカー音量
音声案内や動作音など、本体のスピーカーから出力される音のボリュームを調整します。.
数字が小さい程、スピーカーから出力される音量が小さくなります。

動作設定

鮮明度
映像の鮮明さ(シャープネス)を設定します。.
数字が小さい程滑らかに、数字が大きい程鮮明な画像となります。

設置箇所
設置箇所を選択します。.
ダッシュボードを選択した場合、録画される映像が180度回転します。

画質
画質を設定します。.
画質が高いほど高精細な画像となりますが、データのサイズが大きくなり保存できる時間
数が減ります。

車内録画 車内録画のオン/オフを設定します。

詳細設定
標準時間帯設定

標準時間帯の設定をおこないます。.
日本でご利用される場合、通常はUTC+9をお選びください。

ナンバー登録を確認 ナンバー登録をおこなっている際、その内容を確認できます。

SDカード初期化
SDカードのフォーマットをおこなう事ができます。.
SDカードの挿入されているドライブを選択し、「実行する」ボタンを押してください。
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メンテナンス

■SDカードのフォーマット
本体にセットしているSDカードには、使用を続けることで断片化したファイルが蓄積していきます。また、データを書き込
み可能な回数には限りがあり、大量のデータを連続して書き込むドライブレコーダーでは、他の製品で利用するよりも消耗
が激しくなってしまいます。
そのため、書き込みエラーや動作不良などを防ぐためには、SDカードは定期的にフォーマットを行ってください。
フォーマットを行っても書き込みエラーが多発する場合は、SDカードの交換が必要となる可能性があります。

本体でフォーマットする方法

パソコンでフォーマットする方法

ドライブレコーダー上から、フォーマットをおこなえます。
詳細は「SDカードを初期化(フォーマット)する(→P.20)」よりご確認ください。

1)専用プレーヤー上からフォーマットをおこなう(→P.27)。
2)SDカード専用のフォーマットソフトにてフォーマットをおこなう。

専用のフォーマットソフトは、メモリーカード規格を策定する『SDアソシエーショ
ン』から無料で提供されています。下記URLをご参照ください。

※本内容は2018年3月現在の情報に基づいて作成されたものです。

SDアソシエーション.SD/SDHC/SDXC用.SDフォーマッター5.0
https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/

■ファームウェアのアップデート

１パソコンで株式会社INBYTEのホー
ムページ（www.inbyte.jp）から最新

のファームウェアをダウンロードします。
圧縮されている場合は解凍します。

５表示されたフォルダ(SDカードの
ルートフォルダ)に、ダウンロードし

たファームウェアをコピーします。

３SDカードをパソコンに接続します。
(直接接続できない場合は、カード

リーダー等をご利用ください。)

６SDカードを本体に入れて起動し、
アップデートを実行します。４『自動再生』ウィンドウから『フォルダを開いてファイルを表示』をクリック

し、SDカード内にあるデータを表示しま
す。

ファーム
ウェア

ファーム
ウェア

２エンジンをオフにして、SDカードを
取り出します。

電源オフ
確認後

  ※SDカードのラベルが下を向く
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■お手入れと保管の方法

お手入れの方法

保管の方法

.»レンズに汚れや異物が付着した場合、柔らかい布で拭き取ってください。直接レンズに触れ
たり、擦ったりしないでください。
.»本体に汚れや異物が付着した場合、ティッシュや柔らかい布で拭き取ってください。
.»端子に異物が入った場合は、無理に取り出したり分解したりせず、販売店に修理をご依頼く
ださい。

.»長期間使用しない場合は、車両から取り外し屋内に保管してください。

.»保管の際は、埃がかからないようにしてください。

.»保管の際は、性能低下を防ぐために、メモリーカードを取り外してください。

故障かな？と思った時は

■本体の電源が入らない

■目的の録画ファイルが見つからない

■録画ファイルがパソコンで再生できない

■SDカードにセットアップファイルがない

.»電源コードに損傷がないか、正しく接続されているかご確認く
ださい。
.»電源プラグを抜き、電源を落としてください。その状態で30秒
前後お待ちいただき、その後電源プラグを差し込み、再度電源
を入れてください。

■音声案内・ブザー音が流れない

.»録画ファイルは、記録された状況によりフォルダ分けされます。
各フォルダ内をご参照ください。
.»新たに録画ファイルを書き込む際、フォルダ容量を超過する場
合は古いファイルから順に削除されます。SDカードの容量と保
存されている録画ファイルの撮影時間をご確認ください。

.»お使いのパソコンの環境・スペックにより、正常に再生できな
い場合があります。他のパソコンでお試しください。
.»専用プレーヤーで再生してください。Windows標準のプレー
ヤーやその他プレーヤーでは、正常に再生されない場合があ
ります。

.»本体設定のスピーカー音量が『0(mute)』になっていないかご
確認ください。

.»SDカードのフォーマットを行うと、セットアップファイルも削
除されます。メーカーホームページ（www.inbyte.jp）内の『サ
ポート情報』より新たにダウンロードしてください。

■メモリーカードのエラーが発生する
.»セット付属（または専用）のmicroSDカードをご利用ください。
動作要件を満たさない場合・フォーマット形式が異なる場合は
エラーが発生することがあります。
.»メモリーカードのフォーマットを行ってください。
.»SDカードには書き込み回数の上限があります。長期間（製品の
使用頻度により半年から一年以上）使用した場合は、新しいSD
カードと交換してください。
.»動作中にSDカードを抜き取った場合、データが破損され、次
回以降の起動でエラーが出る事があります。SDカードを一度
フォーマットする事で修復されますので、一度フォーマットをお
こなってから再度ご利用ください。
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表の数値は理論値です。使用環境により、実際の数値とは異なる場合があります。

製品仕様

SDカードの容量 画質 保存可能な時間
常時録画 イベント+緊急録画 合計

16GB
高 約1時間20分 約53分 約2時間14分
中 約2時間6分 約1時間24分 約3時間30分
低 約2時間54分 約1時間56分 約4時間50分

32GB
高 約2時間42分 約1時間48分 約4時間30分
中 約4時間12分 約2時間48分 約7時間
低 約5時間48分 約3時間52分 約9時間40分

64GB
高 約5時間24分 約3時間36分 約9時間
中 約8時間24分 約5時間36分 約14時間
低 約11時間36分 約7時間44分 約19時間20分

128GB
高 約10時間48分 約7時間12分 約18時間
中 約16時間48分 約11時間12分 約28時間
低 約23時間24分 約15時間36分 約39時間

型番 ISDR-200..
寸法 42mm.x.90mm.x.78mm
重さ 106g
記録媒体 SD(HC/XC)カード.16～128GBまで対応
センサー 200万画素.CMOSセンサー(2カメラともに)

視野角 前方　対角120°水平98.1°垂直69.8°.
車内　対角140°水平110°垂直87°

録画解像度 1280×720.30fps.(2カメラともに)
映像形式 mp4

SDカードへの録画可能時間

音声形式 AAC
GPS ブラケット内蔵
Gセンサー 内蔵
マイク/スピーカー 内蔵
電源 12V～24V.対応
消費電力 約.250mA
バッテリー スーパーキャパシタ内蔵
動作温度 -10℃.～.70℃
保管温度 -20℃.～.70℃

ＭＥＭＯ
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保証とアフターサービス

■保証規定

■サポートセンター

1..本書の注意にしたがい正常に使用した場合に限り、お買い上げの日
より１年間無償で修理または交換いたします。修理または交換の必
要が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げのお店もし
くは当社へご持参いただくか、ご郵送ください。
2..修理または交換のご依頼で、ご持参およびお持ち帰りに必要な交通
費、または送付いただく際の送料および諸経費につきましては、お
客様がご負担いただきますようお願い致します。郵送の場合、適切
な梱包の上、紛失等を避けるため簡易書留をご利用ください。
3..修理または交換の際、製品の取り外し・取り付け等によって発生する
工賃は、お客様がご負担いただきますようお願い致します。
4..保証期間内であっても以下の場合は有償修理となります。
イ．誤用、乱用および取り扱いの不注意による故障
ロ．火災、地震、水害および盗難等の災害による故障または紛失
ハ．許可を得ていない不当な改造や修理による故障や損傷
ニ．使用中に生じたキズ等の外観上の変化
ホ．消耗品および付属品の故障、損傷または紛失

ヘ．SDカードの故障（SDカードは消耗品のため、６ヶ月間の保証となります）
ト．電池の液もれによる故障、損傷
チ．保証書の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、.販売店名.
　 等）の記入がない場合
5..以下の内容については保証いたしかねますのでご了承ください。
イ．記録されたデータ
ロ．発生した事故の損害
6..保証書は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合において
も保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。

.»本製品に関するお問い合わせ・サポートは、日本国内限定とさせ
ていただきます。
.»通話中の場合、しばらくたってからお掛け直しくださいますよう
お願い申し上げます。
.»年末年始などのサポートセンター休業日には、お客様へのご対
応ができない場合がございます。

株式会社I
イ ン バ イ ト
NBYTE

〒105-0013　東京都港区浜松町1-17-4　第２丸芝ビル２F

メールアドレス. admin@inbyte.jp
電話番号. 03-6809-1702
. 平日.10：30～18：00（当社指定休業日を除く）
ホームページ. http://inbyte.jp/

修理をご依頼の前に
本取扱説明書の「故障かな？と思った時は」（P.31）
をよくお読みいただき、それでも解決しない場合
はサポートセンターまでご相談ください。

ISDR-200S-CREW ISDR-200

●お客様へ
本保証書は、保証規定に基づき製品に対し保証するものです。お客様欄をご記入
のうえ、大切に保管してください。販売店欄に記入がない場合は、お買い求めの
お店に記入していただいてください。
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではございません。

●販売店様へ
お客様へのお渡し時に、販売店欄にご記入もしくは押印ください。
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