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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-500/400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-500/400』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_ISDR-500/400_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。
	»S.crewは株式会社INBYTEの商標であり、株式会社INBYTEによ
る許可なしに使用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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安全上のご注意

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。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。
	»運転支援システムは、GPS情報と映像解析を利用した通知機能
です。車両制御を行うものではなく、安全を確実に保証するもの
ではありません。かならず補助のみに利用し、実際の判断は目視
によって行ってください。

	»常時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・液晶画面など）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。
	»本製品には車両の電圧状態による保護機能が搭載されています
が、長期間駐車する場合は、電源スイッチを「OFF」にして駐車し
てください。
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仕様について

	»本製品は全ての映像を録画することを保証するものではありま
せん。
	»本製品は事故の状況記録を目的として設計されておりますが、録
画されたデータの証拠としての効力およびナンバーや車種、色な
どの特定を保証するものではありません。
	»本製品は車載用として車内への設置を想定して設計されていま
す。それ以外の用途には使用しないでください。
	»本製品は使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害する恐
れがあります。注意してご利用ください。
	»本製品には他製品への影響または他製品からの影響を防ぐた
めのノイズ対策を施しておりますが、電子機器の性質上、アンテ
ナやその他電子機器の近くに設置すると相互干渉が起きる恐れ
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。
	»事故発生時は録画されたデータの上書きや破損を防ぐため、す
ぐに本製品からmicroSDカードを抜き取り保管してください。
	»起動直後や走行モードと駐車モードの切り替え時、メニュー操作
時、映像再生時、再起動時などは録画が一時的に中止されます
のでご注意ください。
	»microSDカードは必ずメーカー指定の製品を利用し、本製品の
作成するデータ以外は入れないでください。動作が不安定にな
る可能性があります。
	»動作中にmicroSD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。microSDカードを取り出す際は、必ず本体の電源
を切ってから取り出してください。
	»microSDカードは書き込み回数に上限のある消耗品となります。
定期的にフォーマットしながらご利用いただき、エラーが消えな
くなった場合にはサポートセンターにご相談ください。
	»定期的に録画データを確認していただき、正常に動作することを
ご確認ください。
	»microSDカードのフォーマットを行った場合、録画ファイルが全
て削除されます。残しておきたい録画ファイルは、事前にパソコ
ンなどを使用してバックアップをお取りください。
	»夜間や逆光時など、周囲の明るさが極端に明るくまたは暗くなる
場合、記録画質が低下することがあります。
	»LED式信号機はその特性上、点滅した状態で映像が記録される
場合があります。また、逆光や降雪等により信号機の色が判別で
きない場合があります。本製品は信号機の判別を保証するもの
ではありません。
	»駐車モード時の動体検知は映像解析により判断を行っています。
人以外の物体に反応する場合や、反射しづらい色(黒や赤など)を
来た人物の場合に正常に動作しないことがあります。
	»GPS信号は、本体電源が入った後に受信を開始します。また、悪
天候下や設置環境(一部の特殊ガラスなど)、周囲の環境により受
信感度が落ちる場合があります。

ご利用上のお願い
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	»運転支援システムはGPS情報を利用して動作するため、GPS取得
時のみ利用できます。また、路面の状態や周辺の環境により正常
に動作しない場合があります。
	»付属のプレーヤーは、WindowsのアップデートやGoogleマップ
の仕様変更などにより、正常に動作しなくなることがあります。予
めご了承ください。
	»本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること
があります。
	»製品に異常が発生した場合は早急に使用を中止し、メーカーの
サポートセンターまでご連絡ください。

ご利用上のお願い

仕様について
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接続ケーブル(約30㎝)フロントカメラ（本体） フロントカメラ用ブラケットリアカメラ シガー電源コード(約3m)

製品の特長

■鮮明な映像画質 	»フルHD	1920×1080	29fpsの高解像度録画（ISDR-400のリアカメラは1280×720ｐ）
	»フロントカメラ（水平115°）、リアカメラ（水平	ISDR-500：118°、ISDR-400：100°）	の視野角
	»白飛び&黒つぶれを抑え、より鮮明な映像を記録する『HDR+WDR』搭載

■優れた操作性能 	»コンパクトで目立たない設計
	»直観的な操作が可能な2.4インチタッチパネル搭載
	»車両や用途にあわせて細かく調整可能な設定項目
	»撮影した映像をその場ですぐに再生可能

■豊富な補助機能 	»安全な運転をサポートする2つの『運転支援システム』搭載
	»電源が突然切断されても録画を安全に終了する『スーパーキャパシタ』搭載
	»位置情報を記録し時計の補正を行う、GPSモジュール内蔵

セット内容
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取扱説明書（本書）

.»本製品の動作にはmicroSDカードが必須となります。
	»記載されているセット内容およびその外観は、品質向上のため予告なく変更されることがあります。

NoteNote

リアカメラケーブル(約7m)

※１本体内にセットされた状態で出荷
※2ブラケットに貼付けた状態で出荷

常時電源コード

オプション（別売品）

microSDカード（16GB）

※1

設置用両面テープ（大・小）
各×２

※2

※ISDR-400のみ

※ISDR-500のみ
常時電源コード(約4m)

ドライブレコーダー
ステッカー
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各部の名称

電源スイッチ

マイク

ブラケット接続部

microSDカードスロット 液晶画面

フロントカメラレンズ

	»製品の起動にはmicroSDカードが必要です。
	»電源スイッチ、駐車モード切り替えスイッチは、オン/オフのス
ライド式です。

■フロントカメラ（本体）

NoteNote
一体型ブラケット

2CHポート

■リアカメラ
リアカメラレンズ

スピーカー
駐車モード.
切り替えスイッチ

緊急録画ボタン

電源LED

動作LED

電源ポート
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	»設置を行う際は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。
	»フロントカメラやリアカメラを設置する前に、ガラスの設置面を乾いた布などでしっかりと拭き取ってください。設置面にほこりや
油脂が付着している場合、両面テープの接着性が損なわれ、カメラが落ちる原因となります。
	»設置用の両面テープは、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。また、一度剥がした両面テープは再
利用せず、新しい両面テープをご利用ください。カメラが落ちる原因となります。
	»配線の前に仮止めで通電を行い、カーナビやETC、地デジなどの電子機器への干渉がないかご確認ください。もし他機器への干
渉が見られる場合は、ケーブルの配線位置を変更しながら、干渉の少ない位置を探して配線を行ってください。
	»フロントカメラおよびリアカメラは、運転席から見て視界の妨げとならない箇所へ取り付けてください。

■設置する際の注意事項

取り付け方法



	»必ず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。
これは道路運送車両の保安基準およびその細目を定める告示に
より規定されています。
	»運転手の視界を妨げない位置に取り付けてください。
	»フロントカメラは、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。
	»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。
	»地デジや	 ETCなどのアンテナ機器やその他電装品から離して設
置してください。
	»運転支援の機能を利用する場合は、出来るだけフロントガラスの
中央・上部に取り付けてください。左右に寄って設置した場合、運
転支援の機能が正常に動作しない場合があります。
	»画質向上のため、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付ける事をお
すすめします。
	»フロントカメラにはGPSモジュールが内蔵されています。カメラの
上に遮蔽物がある場合、GPS信号を受信出来ない場合があります
ので設置場所にご注意ください。

フロントカメラの設置場所に関する注意事項

取り付け方法

■フロントカメラの設置

11

２０%以内
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３電源ポートに接続ケーブルを接続し
ます。１フロントカメラの電源スイッチをオ

フにします。その後、microSDカード
スロットをしっかりと差し込みます。

２フロントカメラ用ブラケットを、カ
チッと音がするまでしっかりと押し

込みます。

４ブラケット上部に設置用両面テープ
(大)を貼り、保護シートをはがしま

す。
５フロントカメラ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。

シガーソケット（ACC）
から電源を取る場合

常時電源（+B）から
電源を取る場合

A

B

	»走行中のみ録画を行います。

	»駐車中の録画が可能になります。

２０%以内



13

７フロントガラスの周囲に沿うように、
車両のシガーソケットまで配線しま

す。

８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。

シガーソケットに接続
（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。
	»シガー電源コードはしっかり差し込んでください。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。
	»シガーソケットに接続した場合、駐車モードはご利用いただけません。

NoteNote

６　本体の接続ケーブルに、シガー電源コードを接続します。

シガー電源
コード

接続ケーブル



14

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常時電源コードのB+線（黄コード）
を、常時電源が入るヒューズ（室内

灯、ハザードランプ等）のいずれか１つに
接続します。

８常時電源コードのACC線（赤コー
ド）を、アクセサリー電源が入る

ヒューズに接続します。

常時電源に接続
（常時電源コードを使用）

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。

常時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
業者様にご依頼ください。
また、ご依頼の際には本書を提示し、専門業者様にも注意事項をご確認いた
だきますようお願いいたします。

ヒューズの位置は車種により異なります ヒューズの位置は車種により異なります
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９常時電源コードのGND線（黒コー
ド）を、アース取り付け部分に接続し

ます。

	»常時電源コード接続時は、バッテリー保護の設定も合わせてご確認ください。（➡P.24,47）
	»常時電源コード接続時は、ACCへの電源供給がオフになったと判断された場合に、駐車
モードに自動的に切り替わります。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。
本書および常時電源コードのラベルをよくご確認の上で接続してください。
	»常時電源コードは、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。

NoteNote

アースの位置は車種により異なります

11　　常時電源コードと接続ケーブルを接続します。10フロントガラスに沿うように、本体(接続ケーブル)まで配線します。

常時電源
コード

接続
ケーブル
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	»付属品以外のケーブルは使用しないでください。故障の原因となり
ます。リアカメラケーブルは、各種アンテナ（ワンセグ・ルーフ・内蔵
など）を避けて配線してください。地デジやETCなどの感度に影響が
出る可能性があります。
	»リアカメラケーブルは、リアカメラにしっかりと差し込んでくださ
い。端子部分の接続が不安定な場合、動作不良や故障の原因となり
ます。

リアカメラの設置場所に関する注意事項

■リアカメラの設置

１フロントカメラの電源スイッチを
「OFF」にします。その後、フロントカ

メラの接続ケーブルにリアカメラケーブ
ルを接続します。

２リアカメラケーブルの長さを確認し
ながら、ケーブルの届く範囲内で、リ

アカメラの設置場所を選択します。
３各種アンテナ（ワンセグ・ルーフ・内

蔵など）を避け、リアカメラケーブル
を配線します。
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４.リアカメラの可動部を回転させ、カメラの角度を決定します。 ５リアカメラの一体型ブラケットに設
置用両面テープ(小)を貼り付け、保

護シートを剥がしてリアウィンドウに取り
付けます。

６リアカメラの2CHポートに、配線した
リアケーブルを接続します。

７フロントカメラの電源スイッチを
「ON」にして、リアカメラが正常に

認識されていることをご確認ください。

	»リアカメラケーブルは、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。
	»リアカメラにケーブルを接続した後は、可動部を極力動かさないでください。
ケーブルが動くと端子部分が不安定になり、動作不良や故障の原因となります。
	»リアカメラが正常に接続されている場合、待機画面でリア・デュアルのライブ映
像が表示可能になります。

NoteNote
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■録画モード
走行モード

駐車モード

走行モード

走行モード ●エンジンがオンの状態 走行モード
●エンジンがオフの状態
●常時電源コードで接続
●バッテリー電圧が一定以上

駐車モード

走行中 駐停車中 走行再開

走行モード 駐車モード 走行モード

エンジンをオフ エンジンをオン

常時録画

イベント録画

緊急録画

衝撃を感知した場合

緊急録画ボタンを押した場合

常時録画なし
（待機状態）

パーキング録画

モーション録画

緊急録画

衝撃を感知した場合

動体を検知した場合

緊急録画ボタンを押した場合

走行モード

駐車モード

走行モード

走行モード ●エンジンがオンの状態 走行モード
●エンジンがオフの状態
●常時電源コードで接続
●バッテリー電圧が一定以上

駐車モード

走行中 駐停車中 走行再開

走行モード 駐車モード 走行モード

エンジンをオフ エンジンをオン

常時録画

イベント録画

緊急録画

衝撃を感知した場合

緊急録画ボタンを押した場合

常時録画なし
（待機状態）

パーキング録画

モーション録画

緊急録画

衝撃を感知した場合

動体を検知した場合

緊急録画ボタンを押した場合
ISDR-500/400には、『走行モード』と『駐車モード』が搭載されています。
モードを自動で切り替えることにより、車両の状態に適した効率的な録画を行うことができます。

エンジンがオンのときに動作するモードです。
常に録画ファイルを保存し続けます。

駐停車中の録画を行なうモードです。動体検知
による録画など、走行モードとは異なる録画方
式が設定可能なため、必要な場面のみを効率
的に録画できます。

	»エンジンをオフにした（ACC電源を遮断した）後、駐車モードへの切り替えには約15秒かかります。
	»駐車モードを使用するには、常時電源コードによる接続と、車両のバッテリーが一定以上の電圧であることが必要です。
	»駐車モードに入ると液晶画面が自動で消灯します。液晶画面を表示するには、エンジンをオンにして走行モードに切り替えて
からご利用ください。

NoteNote

走行モード

駐車モード

走行モード

走行モード ●エンジンがオンの状態 走行モード
●エンジンがオフの状態
●常時電源コードで接続
●バッテリー電圧が一定以上

駐車モード

走行中 駐停車中 走行再開

走行モード 駐車モード 走行モード

エンジンをオフ エンジンをオン

常時録画

イベント録画

緊急録画

衝撃を感知した場合

緊急録画ボタンを押した場合

常時録画なし
（待機状態）

パーキング録画

モーション録画

緊急録画

衝撃を感知した場合

動体を検知した場合

緊急録画ボタンを押した場合

車両の状態

動作モード

録画の基本動作
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■録画ファイルの分類一覧

動作モード 録画ファイルの種類 解説 録画ファイルの長さ 保存フォルダ

走行モード

常時録画(ノーマル) 映像を常に保存し続けます。 1分 Driving

イベント録画 衝撃検知前後を指定のフォルダに保存します。
20秒（衝撃検知の前後
10秒）

Event

緊急録画
走行中に緊急録画ボタンを押した前後を指定のフォル
ダに保存します。

20秒（緊急録画ボタンを押
した前10秒・後10秒）

Event

駐車モード

イベント録画 衝撃検知の前後を指定のフォルダに保存します。
20秒（衝撃検知の前後
10秒）

Event

動体検知録画(モーション) 動体検知の前後を指定のフォルダに保存します。
20秒（動体検知の前後
10秒）

Parking

常時録画(ノーマル) 駐車中の映像を20秒単位で常に保存し続けます。 20秒 Parking

緊急録画
駐車中に緊急録画ボタンを押した前後を指定のフォル
ダに保存します。

20秒（緊急録画ボタンを押
した前10秒・後10秒）

Event

録画ファイルの種類ごとに、保存フォルダの容量が定められています。容量が一杯になった場合には、古い録画ファ
イルを削除して新しいファイルを書き込みます。事故の映像など、必要なファイルは削除される前に保存してくださ
い。なお、保存フォルダの容量の割合は設定から変更できます。（➡P.42）



20 秒20 秒20 秒20 秒 20 秒20 秒 Parking

Driving常時録画

1分1分1分1分 1分1分

常時録画(ノーマル)

Driving

myfolder

走行モード中

イベント録画
走行モード中

イベント録画
駐車モード中

衝撃発生

緊急録画（マニュアル）
走行モード中

緊急録画ボタンを
押す

常時録画(ノーマル）
駐車モード中

Parking

動体検知録画(モーション)
駐車モード中

動体検知

監視状態

監視状態

Driving常時録画

Event
合計20秒１ファイルを作成

衝撃発生

駐車モード中

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

前10秒 後10秒

合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

20 秒20 秒20 秒20 秒 20 秒20 秒 Parking

Driving常時録画

1分1分1分1分 1分1分

常時録画(ノーマル)

Driving

myfolder

走行モード中

イベント録画
走行モード中

イベント録画
駐車モード中

衝撃発生

緊急録画（マニュアル）
走行モード中

緊急録画ボタンを
押す

常時録画(ノーマル）
駐車モード中

Parking

動体検知録画(モーション)
駐車モード中

動体検知

監視状態

監視状態

Driving常時録画

Event
合計20秒１ファイルを作成

衝撃発生

駐車モード中

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

前10秒 後10秒

合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

20

録画開始
ファイル
フォルダ

：常時録画中に衝撃を感知（自動）
：衝撃感知の前10秒・後10秒を保存
：Event

録画開始
ファイル
フォルダ

：本体の起動後（自動）
：走行モード中、1分単位で１ファイルを連続作成
：Driving

■録画ファイルの詳細



20 秒20 秒20 秒20 秒 20 秒20 秒 Parking

Driving常時録画

1分1分1分1分 1分1分

常時録画(ノーマル)

Driving

myfolder

走行モード中

イベント録画
走行モード中

イベント録画
駐車モード中

衝撃発生

緊急録画（マニュアル）
走行モード中

緊急録画ボタンを
押す

常時録画(ノーマル）
駐車モード中

Parking

動体検知録画(モーション)
駐車モード中

動体検知

監視状態

監視状態

Driving常時録画

Event
合計20秒１ファイルを作成

衝撃発生

駐車モード中

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

前10秒 後10秒

合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

20 秒20 秒20 秒20 秒 20 秒20 秒 Parking

Driving常時録画

1分1分1分1分 1分1分

常時録画(ノーマル)

Driving

myfolder

走行モード中

イベント録画
走行モード中

イベント録画
駐車モード中

衝撃発生

緊急録画（マニュアル）
走行モード中

緊急録画ボタンを
押す

常時録画(ノーマル）
駐車モード中

Parking

動体検知録画(モーション)
駐車モード中

動体検知

監視状態

監視状態

Driving常時録画

Event
合計20秒１ファイルを作成

衝撃発生

駐車モード中

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

前10秒 後10秒

合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒
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録画開始
ファイル
フォルダ

：緊急録画ボタンを押す（手動）
：緊急録画ボタンを押す前10秒・後10秒を保存
：Event

録画開始
ファイル
フォルダ

：駐車モード中に衝撃を感知（自動）
：衝撃感知の前10秒・後10秒を保存
：Event



20 秒20 秒20 秒20 秒 20 秒20 秒 Parking

Driving常時録画

1分1分1分1分 1分1分

常時録画(ノーマル)

Driving

myfolder

走行モード中

イベント録画
走行モード中

イベント録画
駐車モード中

衝撃発生

緊急録画（マニュアル）
走行モード中

緊急録画ボタンを
押す

常時録画(ノーマル）
駐車モード中

Parking

動体検知録画(モーション)
駐車モード中

動体検知

監視状態

監視状態

Driving常時録画

Event
合計20秒１ファイルを作成

衝撃発生

駐車モード中

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

前10秒 後10秒

合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

録画開始
ファイル
フォルダ

：駐車モードへの移行後
：駐車モード中、20秒単位で1ファイルを連続作成
：Parking

20 秒20 秒20 秒20 秒 20 秒20 秒 Parking

Driving常時録画

1分1分1分1分 1分1分

常時録画(ノーマル)

Driving

myfolder

走行モード中

イベント録画
走行モード中

イベント録画
駐車モード中

衝撃発生

緊急録画（マニュアル）
走行モード中

緊急録画ボタンを
押す

常時録画(ノーマル）
駐車モード中

Parking

動体検知録画(モーション)
駐車モード中

動体検知

監視状態

監視状態

Driving常時録画

Event
合計20秒１ファイルを作成

衝撃発生

駐車モード中

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

Event
合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

前10秒 後10秒

合計20秒１ファイルを作成

前10秒 後10秒

	»駐車モード中の「動体検知録画(モーション)」と「常時録画(ノーマル)」は、どちらか一方のみ利用できます(➡P.47)。
NoteNote
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録画開始
ファイル
フォルダ

：駐車モード中に動体を検知（自動）
：動体検知の前10秒・後10秒を保存
：Parking
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■運転支援システム（車線逸脱警報・前方衝突警報）.➡P.40～41
走行中の映像を分析し、安全な運転をサポートする機能です。本機能は設定でオフにする事も可能です。

走行中、車線を跨ぐ際に警告音と画面表示で知らせます。画面上の矢印は、注意す
べき車線の方向を示しています。

走行中、前の車両と接近しすぎた際に警告音と画面表示で知らせます。
※低速で前の車に近づいた場合には反応いたしません。

車線逸脱警報

前方衝突警報

	»GPS信号が受信できない場合には、本機能は動作しません。また、夜間などの低照度環境下や、路面・車両の状態によっては、
動作しない場合があります。
.»本機能は運転を支援するために警報を発するものであり、車両を制御したり、安全を保証したりするものではありません。

NoteNote

主な機能
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■バッテリー保護機能.➡P.47
駐車モード中に、車両のバッテリー上がりを防ぐための機能です。２種類の設定（電圧監視・タイマー）で車両のバッテ
リーを保護します。

	»車両のバッテリー電圧を監視し、設定値以下になると電源をオフにします。
	»駐車モードに切り替わってから、一定時間後に電源をオフにします。

	»電圧監視の設定値は、車両の状態にあわせて適切に設定してください。
	»電圧監視の設定値は、数値を下げるほど駐車後の動作時間が長くなりますが、バッテリー上がりの危険性が高まります。安
全のため、通常は[12.5V/25.0V]の設定をご利用ください。
	»タイマー設定は安全のため、オフにすることが出来ません。最長で駐車後24時間の動作が可能となります。
	»一部の車両では、12.5Vの設定を用いた場合でもバッテリーが上がる危険性があります。その場合は、安全のため駐車モー
ドを利用せず、走行中のみご利用ください。

NoteNote

■録画レポート機能
駐車モードから走行モードに復帰した際に、駐車モード中に録画された映像の数をお知らせする機能です。駐
車中に衝撃を感知した場合など、駐車中のトラブルを早期発見できます。

	»バッテリー保護機能により電源が一度オフになった場合は、本機能は動作いたしません。
NoteNote
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■音声案内機能
音声アナウンスやブザー音で、製品の動作状態をお知らせします。音量はスピーカー設定（➡P.41，46）から変更できます。

常時録画を開始 『録画を開始します。』
GPSモジュールの信号受信時 『GPS信号を受信しました。』
GPSモジュールの信号が切断された時 『GPS信号が受信できません。』
micro	SDカードエラー 『SDカードを確認してください。』
駐車モードへ切り替え 『駐車モードに移行します。』
ファームウェアのアップデート 『アップデートを開始します。』
温度センサーにより強制シャットダウン 『高温上昇のため動作を停止します。』
緊急録画の開始、衝撃検知、動体検知などのお知らせ音 ブザー音

	»起動・メインメニューからの復帰・モード切替などの完了直後は、音声案内が遅れる場合があります。（録画は正常に行われて
います）

NoteNote
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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microSD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。
	»車のエンジンをかけてから起動するまでには、数十秒の時間がかかります。
	»電源コードや各種ケーブルがしっかりと奥まで差し込まれていなかったり、強い力で折り曲げたり、頻繁に抜き差しを行なう場合、製品故障の原因となります。
	»設定変更の際は、microSDカードが初期化され録画データが削除される事があります。必要なデータのバックアップを取ってから設定
変更を行ってください。

　　製品のご利用前に

■電源のオンとオフ
車両のエンジンを始動させることで、製品が起動します。
エンジンを停止させるか、フロントカメラの電源スイッチを「OFF」にする
ことで、製品の動作を終了します。
駐停車中の録画は行いませんので、駐車モードの動作設定を必ず「利用
しない」に設定してください(→P.47)。

車両のエンジンを始動させることで、製品が起動します。
エンジンを停止させると駐車モードに切り替わり、駐停車中の録画を行
ういます。その後、エンジンが再び始動すると自動で走行モードに切り替
わります。
動作を終了させるには、フロントカメラの電源スイッチを「OFF」にしてくださ
い。また、動作状況によりバッテリー保護機能により自動で電源がオフに
なります(→P.47)。

シガー電源コードを接続している場合

常時電源コードを接続している場合



エンジンのオン/オフにあわせて動作するため、通常は本体側面の電源スイッチを「ON」の状態でご利用ください。ただし、次の
場合は手動で電源スイッチを「OFF」にしてください。

■電源スイッチを利用する(→P.9)

microSDカードを抜き取る場合

長期間、車を使わない(駐車する)場合

電源コードやその他配線の
抜き差しを行う場合

電源が入った状態でmicroSDカードの抜き差しを行うと、保存されている
映像やmicroSDカードが破損する原因となります。microSDカードの抜き
差しは、必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。

電圧監視機能で電源が切られた後も車両のバッテリーは緩やかに放電を
続けます。長期間車を駐車する場合は、バッテリー上がりの原因となりま
すので、駐車モードを使用せず、電源スイッチを「OFF」して電源を切ってく
ださい。

電源がオンの状態で、電源コードやその他配線の抜き差しを行うと、
本体不良やmicroSDカード破損の原因となります。必ず電源スイッチ
を「OFF」にして電源を切ってから行ってください。
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一時的に駐車モードのオン/オフを切り替える場合、本体側面のスイッチにより切り替えが可能となります。

■駐車モード切り替えスイッチを利用する(→P.9)

常に駐車モードを利用したい

一時的に駐車モードを利用したい

一時的に駐車モードを無効にしたい

駐車モードの動作設定を「動体検知」または「常時」に設定します
(→P.47)。駐車モード切り替えスイッチを「ON」にした状態のままご利
用ください。

駐車モードの動作設定を「動体検知」または「常時」に設定します
(→P.47)。通常は駐車モード切り替えスイッチを「OFF」にして利用し、
一時的に駐車モードを利用したい時のみ「ON」に切り替えてから車両
のエンジンを停止します。利用後は再び「OFF」に戻します。

駐車モードの動作設定を「動体検知」または「常時」に設定します
(→P.47)。通常は駐車モード切り替えスイッチを「ON」にして利用し、
一時的に駐車モードを無効にしたい時のみ「OFF」に切り替えてから車
両のエンジンを停止します。利用後は再び「ON」に戻します。

常に駐車モードを無効にしたい

駐車モードの動作設定を「利用しない」に設定します(→P.47)。
※駐車モードの動作設定を「利用しない」に設定した場合、駐車モード切り替えスイッ
チの状態にかかわらず駐車モードへは移行しなくなります。
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※リアカメラ動作が「オフ」に設定されている場合、「ライブ画面(リア)」と「デュアル」は選択できません。
29

■待機画面の操作・内容

待機画面の表示を変更する

製品の起動が完了すると、下記のような待機画面が表示されます。

待機画面のボタン以外の領域をタッチすると、表示が切り替わります。製品の再起動後は、画面設定（→P.45）で選択されている
待機画面に戻ります。

ライブ画面（フロント） ライブ画面（リア） 時計

① ②

① カメラの状態 カメラの状態(CH1/CH2)を表示します。リアカメラが正常に接続
されている場合、CH2が表示されます。

② GPSマーク GPS信号の受信可否を表示します。

③ メニューボタン タッチするとメインメニューを表示します。（→P.30）

③

デュアル
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■メインメニューの操作・内容
ボタンをタッチすると、各種設定画面や録画ファイルの再生画面を開くことができます。画面の解説や詳細な設定内容は、下記
表の参照先をご確認ください。設定値を変更する場合は、表示されている設定値をタッチすることにより次の候補のデータに切
り替わり設定されます。

③ ④

⑥

② ① カメラに関する設定を行います。（→P.31~38）

② 動作全般に関する設定を行ないます。(→P.39～46)

③ 駐車モードに関する設定を行ないます。(→P.47～48)

④ 録画された映像の再生を行ないます。(→P.49～50）

⑤ 現在の設定情報の概要を表示します。また、本体設定の初
期化もこちらから行えます。

⑥ 待機画面に戻ります。

⑦ 前の画面に戻ります。

	»設定の変更や録画ファイルの再生は、必ず安全な場所に駐停車してから行ってください。
	»メインメニュー・設定画面・再生画面の表示中は、録画を行うことができません。
	»メモリ割り当てを変更した場合や、設定を変更した際に、microSDカードが初期化され録画ファイルが削除される事がありま
す。

NoteNote

⑤

①

⑦
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④

① ②

カメラ設定

③

① フロントカメラ フロントカメラの設定を行います。（→P.32~34）

② リアカメラ リアカメラの設定を行います。（→P.32,35~36）

③ 衝撃感度調整 イベント（衝撃感知）・モーション（動体検知）のセンサー
感度を設定します。（→P.37）

④ フレームレート　　　　　　　　　　　　　映像のフレーム数(滑らかさ)を設定します。（→P.38）

カメラ設定　



32

カメラ設定

① ② ① 走行中
フロントカメラの走行モード中の設定を変更しま
す。(→P.33)

② 駐車中
フロントカメラの駐車モード中の設定を変更しま
す。(→P.34)

カメラ設定　＞　フロントカメラ
カメラ設定　＞　リアカメラ

③ ④
③ 走行中

リアカメラの走行モード中の設定を変更します。
(→P.35)

④ 駐車中
リアカメラの駐車モード中の設定を変更します。
(→P.36)

⑤ リアカメラ動作

リアカメラでの録画のON/OFFを設定します。OFF
に設定した場合は、リアカメラでの撮影を行いませ
ん。(→P.36)
➡ON➡OFF➡…⑤

フロントカメラ

リアカメラ
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③

カメラ設定.

②①

① 解像度　　　　　　　　　　　　　走行モード中の録画解像度を設定します。
➡1080p➡720p➡…

② WDR 走行中WDRのON/OFFを設定します。	
➡ON➡OFF➡…

③ HDR 走行中HDRのON/OFFを設定します。
➡ON➡OFF➡…

※太文字は初期設定時の設定を示します。

カメラ設定　＞　フロントカメラ　＞　走行中
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カメラ設定.

① ②

③

① 解像度　　　　　　　　　　　　　駐車モード中の録画解像度を設定します。
➡1080p➡720p➡…

② WDR 駐車中WDRのON/OFFを設定します。
➡ON➡OFF➡…

③ HDR 駐車中HDRのON/OFFを設定します。	
➡ON➡OFF➡…

※太文字は初期設定時の設定を示します。

カメラ設定　＞　フロントカメラ　＞　駐車中
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カメラ設定.

①
① 解像度　　　　　　　　　　　　　

走行モード中の録画解像度を設定します。
➡1080p➡720p➡…
※ISDR-400は「720p」固定となります。

カメラ設定　＞　リアカメラ　＞　走行中

※太文字は初期設定時の設定を示します。
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カメラ設定.

① ②

① 解像度　　　　　　　　　　　　　
駐車モード中の録画解像度を設定します。
➡1080p➡720p➡…
※ISDR-400は「720p」固定となります。

② 駐車中動作

駐車中動作のON/OFFを設定します。
※OFFの場合、走行中のみリアカメラでの録画を行
ないます。
➡ON➡OFF➡…

カメラ設定　＞　リアカメラ　＞　駐車中

※太文字は初期設定時の設定を示します。
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③

① ②

① 走行中衝撃感知感度

走行モード中の衝撃感知の感度を設定しま
す。感度を高くするほど、より小さな衝撃まで感
知するようになり、録画頻度が高まります。	
OFF➡1➡2➡3➡4➡…

② 駐車中衝撃感知感度

駐車モード中の衝撃感知の感度を設定しま
す。感度を高くするほど、より小さな衝撃まで感
知するようになり、録画頻度が高まります。	
OFF➡1➡2➡3➡4➡…

③ 駐車中動体検知感度

駐車モード中の動体検知の感度を設定しま
す。感度を高くするほど、より小さな(動きの
少ない)動体まで検知するようになり、録画
頻度が高まります。	
OFF➡1➡2➡3➡4➡…

カメラ設定

	»夜間など光量の少ない環境では、動体を検知できないことがあります。
	»動体検知の感度を上げると、雨粒や風による木の揺れなどに反応する事があります。状況を見ながら、取付環境にあわせて調整し
てください。
	»衝撃感知の感度を上げると、段差やドアの開閉などに反応する事があります。状況を見ながら、取付環境にあわせて調整してください。

NoteNote

カメラ設定　＞　衝撃感度調整

※太文字は初期設定時の設定を示します。



38

① ②

① 走行中

フロントカメラおよびリアカメラで
録画する走行中の録画フレーム数(滑らかさ)
を設定します。
➡29➡30➡19➡9➡...

② 駐車中

フロントカメラおよびリアカメラで
録画する駐車中の録画フレーム数(滑らかさ)
を設定します。
➡29➡30➡19➡9➡...

カメラ設定
カメラ設定　＞　フレームレート

※太文字は初期設定時の設定を示します。
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③

① ②

① 運転支援 運転支援システムに関する設定を行います。
（→P.40~41）

② メモリ設定 microSDカードのメモリ割り当ての変更やフォー
マットを行います。（→P.42）

③ 画面設定 画面設定に関する設定を行います。（→P.45）

④ スピーカーとマイク 警告音の音量やマイクの感度設定を行います。
（→P.46）

動作設定

④

動作設定　
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① ②

① 車線逸脱警報 車線逸脱警報のオン/オフや、これに関係する設定
を行います。（→P.41）

② 前方衝突警報 前方衝突警報のオン/オフや、これに関係する設定
を行います。（→P.41）

動作設定
動作設定　＞　運転支援



④ 動作
本機能を利用する場合は、『ON』にします。機能を
利用しない場合は、『OFF』をお選びください。	
➡ON➡OFF➡・・・

⑤ 音量（スピーカー） 警告音の音量を設定します。
➡OFF➡1➡2➡3➡4➡・・

⑥ 感度

運転支援システムが動作する感度を調整します。
頻繁に警告音が鳴ってしまう場合は、感度を下げ
てご利用ください。
➡0➡1➡2➡3➡・・・
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① ②

③

① 動作

警報が動作する車の速度設定します。（これ以下
の速度で走行中は動作しません。）機能を利用し
ない場合は、『OFF』をお選びください。　　
➡OFF➡60km/h➡80km/h➡100km/h➡・・・

② 音量（スピーカー） 警告音の音量を調整します。
➡OFF➡1➡2➡3➡4➡・・・

③ 感度

運転支援システムが動作する感度を調整します。
頻繁に警告音が鳴ってしまう場合は、感度を下げ
てご利用ください。
➡0➡1➡2➡3➡・・・

動作設定

④ ⑤

⑥

車線逸脱警報

前方衝突警報

※太文字は初期設定時の設定を示します。

動作設定　＞　運転支援　＞　車線逸脱警報
動作設定　＞　運転支援　＞　前方衝突警報

※太文字は初期設定時の設定を示します。
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動作設定

①

②

① メモリー割り当て

各録画モードの録画時間の比率を変更しま
す。4種類の割り当てタイプから選択します。	
➡標準➡走行中優先➡イベント優先➡駐車中
優先➡・・・

② SDカードフォーマット SDカードをフォーマット（初期化）します。全て
のデータが消去されますのでご注意ください。

	»メモリー割り当てを変更した場合、microSDカードの内容は全て消去されます。必要な録画ファイルが入っている場合には、事前
にパソコン等へ保存してください。

NoteNote

動作設定　＞　メモリー設定

※太文字は初期設定時の設定を示します。
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標準 割当比率 割当サイズ 撮影可能時間
ISDR-500 ISDR-400

常時録画 45% 6827MB 約45分 約56分
イベント録画 27% 4096MB 約27分 約34分
パーキング録画 18% 2731MB 約18分 約22分
システム領域 10% 1517MB - -

	»各録画モードの録画時間の割当比率は、変更可能となります。（全4パターン）
	»表中の数値は理論値です。使用環境等により、実際の数値と異なる場合があります。

microSDカード16GBの場合

走行中優先 割当比率 割当サイズ 撮影可能時間
ISDR-500 ISDR-400

常時録画 59% 8952MB 約59分 約74分
イベント録画 17% 2731MB 約18分 約22分
パーキング録画 14% 2124MB 約14分 約17分
システム領域 10% 1517MB - -

イベント優先 割当比率 割当サイズ 撮影可能時間
ISDR-500 ISDR-400

常時録画 36% 5462MB 約36分 約45分
イベント録画 40% 6069MB 約40分 約50分
パーキング録画 14% 2124MB 約14分 約17分
システム領域 10% 1517MB - -

駐車中優先 割当比率 割当サイズ 撮影可能時間
ISDR-500 ISDR-400

常時録画 36% 5462MB 約36分 約45分
イベント録画 18% 2731MB 約18分 約22分
パーキング録画 36% 5462MB 約36分 約45分
システム領域 10% 1517MB - -

駐車モード設定（→P.47）を利用するを選択した時のメモリ割り当て
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標準 割当比率 割当サイズ 撮影可能時間
ISDR-500 ISDR-400

常時録画 54% 8041MB 約54分 約68分
イベント録画 37% 2124MB 約37分 約46分
パーキング録画 - - - -
システム領域 10% 1517MB - -

走行中優先 割当比率 割当サイズ 撮影可能時間
ISDR-500 ISDR-400

常時録画 68% 10317MB 約68分 約85分
イベント録画 22% 3338MB 約22分 約27分
パーキング録画 - - - -
システム領域 10% 1517MB - -

イベント優先 割当比率 割当サイズ 撮影可能時間
ISDR-500 ISDR-400

常時録画 41% 6220MB 約41分 約51分
イベント録画 49% 7434MB 約49分 約61分
パーキング録画 - - - -
システム領域 10% 1517MB - -

駐車モード（→P.47）を利用しないを選択した時のメモリ割り当て

microSDカード16GBの場合
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動作設定

① ディスプレイ

液晶画面の表示時間を設定します。『常に表示』
のほか、『３分後に自動消灯』、『10分後に自動
消灯』から選べます。	
➡常に表示➡3分後OFF➡10分後OFF➡・・・

② 起動時の表示
起動時に表示される待機画面の種類を設定し
ます。	
➡フロント➡リア➡デュアル➡時計➡・・・

① ②

※太文字は初期設定時の設定を示します。

動作設定　＞　画面設定　
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動作設定

① スピーカー スピーカーの音量を調整します。
➡OFF➡1➡2➡3➡4➡…

② マイク マイクの音量を調整します。
➡OFF➡1➡2➡3➡4➡…

① ②

動作設定　＞　スピーカーとマイク

※太文字は初期設定時の設定を示します。
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駐車モード設定

① 電圧設定

駐車モード中のバッテリー上がりを防ぐため、
車両の電圧を監視する機能です。電圧が設定値
以下になった場合、製品の電源をオフにします。	
➡12.5/25.0V➡12.0/24.0V➡・・・

② タイマー設定

駐車モード中のバッテリー上がりを防ぐため、動作
時間を制御する機能です。駐車モード切り替え後、
設定時間を過ぎると、製品の電源をオフにします。	
➡3➡6➡9➡12➡24時間➡・・・

③ 動作設定

駐車モードの動作方法を設定します。「利用しな
い」の場合、駐車モードに移行せず動作を終了し
ます。	
➡動体検知➡常時録画➡利用しない➡・・・

④ スピーカーとマイク 駐車モード中のスピーカーとマイクの動作を設定
します。(→P.48)

① ②

③ ④

	»設置の際にシガー電源コードをご利用されている場合は、必ず上記③の設定を「利用しない」に設定してください。
	»タイマー設定の時間内であっても、電圧設定の値まで電圧が下がった場合は電源がオフになります。
	»バッテリー上がりを防ぐため、初回利用時は必ず設定内容を確認してください。

NoteNote

※太文字は初期設定時の設定を示します。

駐車モード設定　
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① スピーカー
駐車モード時のスピーカーオン/オフを選ぶことがで
きます。	
ON➡OFF➡・・・

② マイク
駐車モード時のマイク録音オン/オフを選ぶことがで
きます。
ON➡OFF➡・・・

① ②

駐車モード設定
駐車モード設定　＞　スピーカーとマイク

※太文字は初期設定時の設定を示します。
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再生モード

① ②

③

④

① 走行中
走行中録画として保存された映像を再生します。
ボタンをタッチしたあと、さらに「ノーマル」、「イベント」の
各映像を選択します。　　

② 駐車中
駐車中録画として保存された映像を再生します。
ボタンをタッチしたあと、さらに「ノーマル」、「イベント」、
「動体検知」の各映像を選択します。　

③ 緊急 緊急録画として保存された映像を再生します。

④ すべて 保存されたすべての映像を再生します。

再生モード　
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再生モード

① 映像リスト 保存されている映像ファイルをリスト表示します。再生し
たい映像のファイル名をタッチして再生します。

② ページ移動 映像リストを次のページ／前のページへ移動します。

			②①
③ 操作パネル

	1つ前の映像を再生します。
一時停止/再生します。
	1つ次の映像を再生します。

④ カメラ	
切り替え 	フロントカメラとリアカメラの映像を切り替えます。

⑤ 戻る 映像リスト画面に戻ります。

④③

再生モード　＞　再生モード走行中　＞　走行中ノーマル

⑤
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パソコンで録画ファイルを見る・保管する

■パソコンにメモリカードを読み込む方法

１本体の電源スイッチを「OFF」にしま
す。 ３microSDカードをパソコンに接続

します。(パソコンにmicroSDカード
の挿入口がない場合は、microSDカード
リーダー等を別途ご用意ください)

２microSDカードを軽く押しこみ、
microSDスロットから取り出します。

	»microSD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microSD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、microSD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。
	»microSD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。
	»microSDカードはISDR-500/400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
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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、microSDカード内にあるデータを表示
します。

５録画ファイルは、各フォルダに分け
て保存されています。必要なファイ

ルはパソコン側の保存領域などへコピー
して保管ください。

Driving 走行中の常時録画ファイル

Parking 駐車中の動体検知録ファイル	
駐車中の常時録画ファイル

Event
走行中のイベント録画ファイル
駐車中のイベント録画ファイル
マニュアル録画ファイル

Viewer Screw専用プレーヤー

microSDカードの内容
DRIVING
PARKING
EVENT
Viewer
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１INBYTEホームページ(http://inbyte.jp/)
へアクセスして、『サポート情報』→『ISDR-

500/400』と進み、『ISDR-500/400プレーヤー』
をダウンロードしてください。

２ダウンロードファイルは圧縮ファイ
ル(ZIP)となっておりますので、解凍し

てください。
３『Screw.exe』をダブルクリックして実行します。

	»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。
	»ご購入時には、付属のmicroSDカード内にもプレーヤーデータが入っております(フォーマット等を行なった場合は削除されます)。
	»最新のプレーヤーはメーカーホームページよりダウンロードしてご利用ください。

NoteNote

S.crew.Playerの推奨動作環境

OS
Windows	7	(64bit)
Windows	8.1	(32bit/64bit)
Windows	10	(32bit/64bit)

HDD 70MB
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

注意 S.crew Playerをご利用の際は、メーカーホームページよりダウンロードして頂く必要がございます。
別途、インターネット環境が必要となりますので、予めご了承ください。

S.crew Playerを実行する
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■S.crew.Playerの画面構成

⑥

③

⑦

④

③
②

※プレイ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。

①

⑤
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※プレイ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。

① メイン	
モニター フロントカメラの録画映像が表示されます。

②
シークバー を動かすことで再生位置を操作します。
音量バー を動かすことで音量を操作します。

③ 操作パネル

再生しているファイルの１つ前のファイルを
開きます。
映像を再生します。
映像を停止します。
映像を一時停止します。
再生しているファイルの１つ次のファイルを

開きます。
メインモニターとサブモニターの映像を入れ

替えます。
画面のスクリーンショットを保存します。
再生中の動画ファイルを保存します。
マップを別ウィンドウで開き、撮影位置を確認

します。
録画ファイルが保存されているドライブを指

定します。

④ Ｇセンサー
グラフ

Ｇセンサーの推移をグラフで表示します。
撮影時点における衝撃センサーの数値と日時、
緯度経度を表示します。

⑤ 走行速度 GPSで計測した走行速度を表示します。

⑥ サブ	
モニター

リアカメラの録画映像が表示されます。リアカメ
ラの設定を「OFF」に設定している場合は表示し
ません。

⑦ フ ァ イ ル	
リスト

指定されたmicroSDカード（又はフォルダ）内に
ある録画ファイルを表示します。
タブを選択すると、映像を絞り込むことができま
す。
【ALL】	
保存されているすべての映像を表示	 	
【DRIVING】	
走行中の映像のみ表示
【PARKING】	
駐車中の映像のみ表示	
【EVENT】	
走行中や駐車中のイベント録画映像や緊急録画
の映像を表示
【MODE】ファイルが作成された録画モード状態
を表示します。クリックするとテキスト順（昇順・
降順）にファイルを並び替えます。
【DATE】ファイルが作成された日付を表示し、本
体の日付設定に基づいて、年/月/日を表示しま
す。クリックすると日付順（昇順・降順）にファイル
を並べ替えます。
【TIME】ファイルが作成された時間を表示し、本
体の時間設定に基づいて、時/分/秒を表示しま
す。クリックすると時間順（昇順・降順）にファイル
を並べ替えます。
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■GPS情報の表示（別ウィンドウ）
録画ファイルにGPS情報が含まれていた場合、映像と連動して、車両の位置
と速度をマップ上に表示します。マップウィンドウは、GPS情報を含むファイ
ルを再生または一時停止中に　ボタンをクリックすると自動的に開きます。

	»マップの表示には、インターネットへの接続およびInternet	 Explorerの最新バー
ジョンが必要となります。
	»環境によりGPS信号を取得出来ていない場合は、マップ表示が正常に出来ませ
ん。

NoteNote
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■ファイルを再生する

１『操作パネル』の をクリックして、
録画ファイルが保存されている場所

『F：』など）を選択します。
２ファイルリストに録画ファイルの一

覧が表示されます。 ３再生したい録画ファイルをダブルク
リックします。（再生終了後は自動的

に次のファイルを再生します）
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■ファームウェアのアップデート

２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。

３microSDカードをパソコンに接続し
ます。（パソコンにmicroSDカード

の挿入口がない場合は、microSDカード
リーダー等を別途ご用意ください)

５コピーが完了したmicroSD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。
４microSDカードを開き、ルートフォ

ルダ(一番上の階層)に2で解凍した
ファームウェアをコピーします。

ファーム
ウェア

１本体の電源スイッチを「OFF」にしま
す。
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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。

	»駐車時に、直射日光の当たる炎天下で動作させた場合、動作温度を超えた高温とな
り破損の恐れがあります。直射日光の当たらない場所でご利用いただくか、駐車時
に電源をお切りください。
	»長期間駐車する場合は、本体の電源スイッチをオフにしてください。本体破損や車
両のバッテリー上がりの原因となります。
	»長期間使用しない場合は、車両から取り外して屋内に保管してください。
	»保管の際は、microSDカードと接続ケーブルを取り外し、埃のかからない場所で保
管してください。



60

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

■microSDカードにsetup.exe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。
	»ヒューズが切れていないかご確認ください。
	»電源スイッチ（➡P.9）を入れ直し、本体を再起動してく
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。事
故後などには、すぐに電源を切るかmicroSDカードを
抜き取り、上書きが行なわれないようにしてください。

	»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。
	»S.crew	Playerでデータを閲覧してください。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『OFF』になっていない
かご確認ください。

	»microSDカードのフォーマットを行うと、setup.exe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。

■液晶画面が反応しない
	»電源スイッチ（➡P.9）を入れ直し、本体を再起動してく
ださい。

■メモリカードのエラーが発生する
	»製品に付属（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。
	»microSDカードのフォーマットを行ってください。
	»microSD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
microSDカードと交換してください。

	»電源の電圧が不安定な可能性があります。シガー電源コードを
ご利用の場合は、2口ソケット等で分岐を行なわず直接接続し
てください。常時電源コードをご利用の場合は、他の電装品か
らの分岐ではなくヒューズボックスから直接電源をお取りくだ
さい。
	»microSDカードのフォーマットをお試しください。

■動作が不安定になる
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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。

録画時間と仕様の一覧

microSDカード 割当比率 割当サイズ 撮影可能時間（ISDR-500） 撮影可能時間（ISDR-400）
Driving 45％ 6827MB 約45分 約56分
Event(.Event.+.Manual) 27％ 4096MB 約27分 約34分
Parking 18％ 2731MB 約18分 約22分
System 10％ 1517MB - -
Total 100％ 15173MB 約90分 約112分

(初期設定時、microSDカード16GBの場合)

製品名 ISDR-500/ISDR-400

寸法
フロント 	86×58×34㎜	
　　　　（取付ブラケット装着時　86×68×50㎜）
リア 　　58×30.5×26.5㎜　（取付ブラケット含む）

重さ
フロント	 約90g
リア　　 約22g

記録媒体 microSDカード（16GB付属、最大128GBまで対応）
記録方式 常時録画	/	イベント録画	/	マニュアル録画	/	動体検知録画
液晶サイズ 2.4インチフルカラー	TFT液晶

センサー
フロント　200万画素	CMOSセンサー
リア　　　200万画素	CMOSセンサー（ISDR-500）
　　　　　100万画素	CMOSセンサー（ISDR-400）

記録解像度
フレームレー
ト

フロント 1920×1080/29fps					

リア　 1920x1080/29fps(ISDR-500)
1280x720/29fps(ISDR-400)

視野角
フロント	 対角140°/水平115°/垂直87°

リア 対角148°/水平118°/垂直60°(ISDR-500)
対角130°/水平100°/垂直67°(ISDR-400)

映像再生 本体液晶または専用プレーヤー	
※専用プレーヤーの利用には別途Windowsパソコンが必要となります

動画ファイル
形式

AVIファイル形式　
				動画圧縮：H.264	/	MPEG-4	AVC
				音声圧縮：PCM

音声録音 〇		内蔵マイク	(オン/オフ可能)
スピーカー 〇		内蔵スピーカー（音量切替　4段階）
Gセンサー 〇		3軸加速度センサー内蔵	(+2g/-2g　	5段階)　
GPS 〇		内蔵	(GNSS対応)
電源 12V～24V	対応
消費電力 約	6W
バッテリー スーパーキャパシタ
動作温度 -10℃	～	60℃
保管温度 -20℃	～	70℃
保証期間 1年	(消耗品は除く)
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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．microSDカードの故障（microSD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。

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.60）
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。

株式会社.I
イ ン バ イ ト
NBYTE

〒106-0041　東京都港区麻布台2-4-2.保科ビル4F

メールアドレス	 admin@inbyte.jp
電話番号	 03-6809-1702
	 平日	10：00～12：00/13：00～18：00	（当社指定休業日を除く）
ホームページ	 http://inbyte.jp/
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S.crew　　□ISDR-500　/　□ISDR-400

●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。

製品名

〒106-0041　
東京都港区麻布台2-4-2 保科ビル4F

営業時間　平日10：00～12：00
　　　　　　　13：00～18：00

（弊社指定休業日を除く）



64

www.inbyte.jp


