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安全運転支援システム　MOVONをお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書では、安全運転支援システムMOVON　MDAS-9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
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。

	» 本製品は車線逸脱警報と前方衝突警報、ドライブレコーダー機能を搭載した安全運転支援システムです。
	» 運転者の不注意、交通違反、安全運転義務違反による事故など不法行為による損害・被害について、弊社
は一切責任を負いません。
	» 本製品の安全運転支援機能は警報音や通知音で運転者に危険等をお知らせする機能です。 最終的な車
両の操作は運転者の判断で行ってください。
	» ご自身で取り付けた場合の間違った配線や結線、操作などによる損害について、弊社は一切責任を負いま
せん。
	» 製品の仕様や本書の内容は、性能改良のため、事前の通知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。
	» MOVON	MDAS-9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。

製品の仕様について

著作権と商標

	» 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。
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安全にお使いいただくためのご注意

警告 以下の注意事項を必ずご確認ください。
製品を正しく使用しなかった場合、重大な事故につながる恐れがあります。

	» 製品に異常（発煙・破損・異臭など）が発生した場合やケーブルに破損が見られる場合は、ただちに使用
を中止(エンジンを停止）して、代理店又はメーカまでご連絡ください。
	» 法律により、運転中の本製品の操作は禁止されています。運転中の操作、使用者の過失、違法改造などを
原因とする製品の故障に対しては、保証対象外となります。
	» 運転中は本製品を操作しないでください。
	» 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。
	» 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。
	» 本体やケーブルの上に物を載せたり、無理な力のかかる環境で使用しないでください。
	» 濡れた手で操作しないでください。
	» 本製品の取り付けは指定設置業者にて行ってください。また取り付け前後には車両のバッテリー、電装機
器等の点検を受けることをお勧めします。
	» 設置後は本製品の動作が正常であることを必ずご確認の上、ご利用ください。
	» 本製品の取付位置の変更は異常動作や故障の原因になりますので、必ず指定設置業者にご依頼ください。
	» 本製品の動作温度-20℃～70℃の範囲外では動作の保証をしておりません。

	» 安全運転支援システムは、独自の高精度な映像分析アルゴリズムを利用した通知機能システムです。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。必ず補助のみに利用し、実際の判
断は目視によっておこなってください。
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製品の仕様に関する注意

	» 本製品は、12V/24V車専用となります。
	» 本製品の安全支援システムの中枢である映像分析アルゴリズムを最大限発揮するためには、 本体ユ
ニットを車両の中央に取り付ける事が必要です。本体ユニットはセンターから10cm（4インチ）以上離れ
て取り付けないでください。さらに、道路運送車両の保安基準およびその細目を定める告示（フロントガ
ラスの上部20%の範囲内に取り付ける）に準拠するよう本体ユニットを取り付けてください。
	» 本体ユニットやインジケーターは運転手の視界を妨げない位置に取り付けてください。
	» 本体ユニットは、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。また、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。
	» 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。
	» 本製品の各機能は取付位置・角度によって、またカーフィルムなどによりカメラの視野が遮られる場合、
正常に動作しない恐れがあります。
	» 本製品は、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。
	» 本製品を使用したこと、あるいは使用できなかったことにより発生した損害に対し、弊社では一切責任
を負いません。
	» 本製品はいかなる設置環境においても正しく動作することを保証するものではありません。車両の特性
による個別調整などの問題に関しては、お客さまご自身の責任で行っていただきます。
	» 製品の外観や機能は、改良のために予告なく変更される場合があります。
	» 録画データはプライバシーの侵害となる可能性があります。録画データの取り扱いには十分ご注意くだ
さい。また、他の方の迷惑となる使用方法は絶対におやめください。
	» microSDカードの挿入は必ず本製品の取付完了後に行ってください。
	» 録画映像を確認する場合、必ず本製品の電源が切れた後(動作LEDが消灯した後)にmicroSDカードを
取り外してください。不適切な扱いによる録画映像の損失は保証対象外となります。また、定期的に１～
２週間に1回はmicroSDカードをフォーマットしてください。
	» 専用プレイヤーはWindows専用となります。また、ご利用されるパソコンのスペックによっては、音声や
映像が途切れて再生されるなど、正常に再生できない場合があります。
	» 本製品の性能改善を目的とし、アップデートを公開することがあります。
	» 本製品の動作温度-20℃～70℃の範囲外では動作の保証をしておりません。

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。

MN_MOVON MDAS-9_JA101
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フロントガラスにカメラユニットを設置し、前方の車両・人物・車線を常に
モニター対象物までの距離と相対速度から“衝突までの時間”を計算しま
す。（前方衝突警報の場合）衝突の危険が迫るとインジケーターのアイコ
ン表示とビープ音、さらに振動(オプション)で警報を通知いたします。

フロントガラスにカメラユニットを設置し、前方の車両・人物・車線を常にモニター対象物まで
の距離と相対速度から“衝突までの時間”を計算します。（前方衝突警報の場合）
衝突の危険が迫るとインジケーターのアイコン表示とビープ音、さらに振動(オプション)で警報
を通知いたします。

■・音とインジケーターで知らせる

概要

本製品は、エンジンをかけると自動的に起動します。 システムが動作している間は、常に車両
前方を監視し、潜在的な危険を警報します。　画像認識技術を利用した安全運転支援機器のた
め、逆光や雨などの環境変化、または外部環境によって警報が鳴らない場合があります。

■・概要

■・MOVON　MDAS-9ができること
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前方近接警報 (FPW)

低速での走行時に、前方車両と自車
の車間距離を計算し、衝突の恐れが
ある距離まで接近したと判断した場
合に警報を鳴らします。

車間距離通知 (SDA)

前方に見える車両について常に距離を
測って、設定された距離（秒で換算）ま
で近づくとアラームでお知らせします。

制限速度超過通知

制限速度の標識から制限速度情報を
判別・読出し、設定した値を超過す
るとアラームが鳴ります。

走行中の自車と前方車両との車間距離
をリアルタイムで計算し、衝突の恐れ
がある場合に警報を鳴らします。（動作
速度：約 1km/h ～）

前方衝突警報 (FCW)

警報の感度：5 段階 / 警報音の種類：3 種類

警報音：1 種類 / 設定範囲：3 種類

●カメラからバンパーまでの距離を正確に入力しないと、誤差が発生する場

合があります。この場合は、設置業者にお問い合わせください。●トラックや

バスなどの車体が大きい車両は認識できず、警報が作動しない  場合がありま

す。●逆光や雨などの悪天候時には、警報が作動しない場合があります。

参考

歩行者・自転車・バイクとの距離を
リアルタイムで計算し、衝突の恐れ
がある場合に警報を鳴らします。

（動作速度：歩行者・自転車：1 ~ 
40km/h、バイク：90km/h まで）

歩行者衝突警報 (PCW)

警報音：3 種類

走行中に、ウィンカーを出さずに車線
を踏んだ場合に警報を鳴らします。（動
作速度：約 45km/h ～）居眠り・過労・
脇見運転などによるふらつき走行の予
防になります。

車線逸脱警報 (LDW)

警報の感度：5 段階 / 警報音の種類：3 種類

※キャリブレーションは MDAS-9 の映像分析性能に大きく影響する設定にな

　ります。必ず設置業者に相談及び依頼をしてください。

　該当する方向のウィンカーを作動すると、警報音は鳴りません。

信号待ちや渋滞などで停車中に、先行
車の発進後、2 秒以上経過しても、自車
が発進しない場合にアラームでお知ら
せします。

先行車発進通知 (FVSA)

●カメラからバンパーまでの距離を正確に入力しないと、誤差が発生する場

合があります。この場合は、設置業者にお問い合わせください。●逆光や雨な

どの悪天候時には警報が作動しない場合があります。●バスやトラックなどで

地上 200cｍ以上の位置に本製品を取り付けた場合、前方車両を認識できない

場合があります。

参考

感度：5 段階

注意
道路環境や天候の変化などにより、安全運転支援警報が異なる、認識しないなど、正常に動作しな
い場合があります。
- 逆光、大雨、霧、トンネル出入口、フロントガラスなど視界が不良な場合
-道路に車線がない、車線の色が薄い、車線以外の跡がある、何かで覆われている場合
-ダッシュボードにある物がフロントガラスに反射される場合
-夜間前方車両のリアライトが不点灯の場合
-前方の車両が非一般的車両・特殊車両の場合
一般的環境（晴天、車線も明瞭に見える環境など）での安全運転支援機能が正常に作動しない
場合には、設置業者で設定を再調節する必要があります。　この場合には設置業者にお問い合
わせの上、再調整を依頼してください。

■・主な警報

概要
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概要

1)Normal mode : 走行中は常時録画をします。ファイルをORY_RECフォルダーに1分間隔で記
録します。
2)Event mode :：イベントを感知すると録画され、ファイルをEVT_RECフォルダーにイベント以
前20秒、以降10秒、合計30秒のファイルで記録します。
3)User mode : 本体のメニューボタンを押すと録画を開始し、ボタンを押した以前10秒、以降
の20秒、合計30秒のファイルでUSR_RECフォルダーに記録します。
4)Viewerソフトは、2GHzのCPU、2GBのメモリがあるパソコンでご利用ください。
5)microSDカード容量と録画可能時間（Normal：Event：User比率　8：1：1の場合）

容量
Normal+Event+User

1カメラ（前方のみ） 2カメラ（前方＋オプション）

16GB 約3時間 約1時間50分

32GB 約6時間 約3時間50分

64GB 約12時間 約7時間40分

• microSD カードは消耗品です。自動車環境・使用時間などで寿命は異なります。
• 安定的な動画記録のために、定期的（約1～２週間間隔に一度）で microSD カードをフォー

マットしてください。
• フォーマットをする時、microSD カードに記録されたファイルは消去されます。バックアップ

が必要な場合は、フォーマットをする前にコピーしてください。
• フォーマットをする場合、パソコンに挿入してフォーマットしてください。
• 製品からmicroSD カードを取り出す時には製品を完全にオフにしてから取り出してください。
• フォーマットをしても microSD カードが認識しないとか、記録されない場合は SD カードの寿

命が原因になる可能性ありますので新しい microSD カードを購入・交換してください。
• 駐車中の録画はできません。

■注意

※録画時間の詳細は仕様/録画時間（P.26参照)してください。

■・ドライブレコーダー(DVR)機能
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セット内容

PCIボックス 16GB microSDカード
 

本体ユニット

取扱説明書クリーニングワイプ

■付属

インジケーター 電源コード

アナログ信号入力
ケーブル

メインケーブル

バイブレーターユニットビデオアウトケーブルリアカメラ GPS

■オプション類

micro USB
(USB A-microB)ケーブル
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各部名称

■本体ユニット

① ② ③ ⑤

⑥
⑦

⑧
⑨
⑩

④

① マイク

② カメラユニット

③ 動作LED

④ スピーカー

⑤ SDカードスロット

⑥ micro USB(microB)接続端子

⑦ GPS接続端子

⑧ 「－」ボタン

⑨ メニューボタン

⑩ 「＋」ボタン
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⑫ ⑬⑪

⑭

⑪ 「－」ボタン

⑫ メニューボタン

⑬ 「＋」ボタン

⑭ スピーカー

各部名称

■インジケーター
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■本体ユニットの設定  ● : 3秒長押し　　  　 ○　: 1回押し            

注意： 「+」, 「-」 ボタンは各機能の変更モードで感度や音量を変更するために使用します。
メニューボタンを押すか、約7秒以上何も操作を行わないと、自動的に設定モードが解除されます。

モード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機能 説明 音声ガイド

ドライブレコーダ
DVR

手動録画 ○ ユーザー（任意）
録画をします。

録画を開始しま
す。

音声録音 ○ ○
音声録音のOn/
O f f を 切り替 え
ます。

音声録音を開始
します。 
音声録音を終了
します。

その他

音量アップ ○ 音量を上げます。 （音量が上がりま
す）

音量ダウン ○ 音量を下げます。 （音量が下がりま
す）

再起動 ● ● ● システムを再起
動します。 再起動します。

動作LED

点灯 点滅 点灯 点滅 点灯

起動中 右折中/左折中
リブート中 動作中

イニシャル中
キャリブレー

ション中

ファーム
ウェアアッ
プデート中

■本体ユニットの動作LED表示

動作LED

本体ユニットの設定/操作/動作LED
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インジケーターの表示/設定

起動画面・
起動中画面です。

前方車両認識
前 方 車 両を認 識していま
す。車 両 アイコン が 緑 色
に 、衝 突まで の 時 間 が 数
字で表示されます。

車線認識
車 線 を 認 識して い ま す。
車線アイコンが緑色で表
示されます。

前方接近警報（FPW）
前方車両が設定距離より
接近すると車両アイコン
が青色で表示されます。

車線不認識・
車 線 を 認 識 して い ま せ
ん 。車 線アイコン が 黄 色
で表示されます。

先行車発進通知
（FVSA)

前方車両発信してから約2
秒以内に自車が出発しな
いと車両アイコンが緑色
に表示されます。

左車線逸脱警報・作動
（LDW）

左 車 線 を 逸 脱 すると、左
側の車線アイコンが赤色
で表示されます。

車間距離通知（SDA）
前方車両が安全距離以内
に入った場合車両アイコ
ンが赤色で表示されます。

右車線逸脱警報・作動
（LDW）

右 車 線 を 逸 脱 すると、右
側の車線アイコンが赤色
で表示されます。

前方衝突警報（FCW）
前方衝突警報が作動する
と、車両アイコンが赤色で
表示されます。

■インジケーターの表示内容
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インジケーターの表示/設定

歩行者認識・
歩行者を認識すると歩行
者のアイコンが緑色に表
示されます。

カメラ接続エラー
カメラ接続に問題がある場
合、表示です。このアイコン
が表示された場合は代理店
や取付業者にご連絡くださ
い。

歩行者衝突警報
歩行者と衝突の危険が迫
ると大きな歩行者のアイ
コンを赤色で表示します。

CAN通信エラー
CANデータ通信に問題があ
る場合、表示されます。この
アイコンが表示された場合
は代理店や取付業者にご連
絡ください。

速度標識の認識
速度標識を認識すると速
度制限アイコンが表示さ
れます。

その他のエラーアイコン
E3_カメラブラインドエラー 
E4_インジケーター通信エラー 
E5_SDカードエラー

制限速度超過警報
自 車 の 走 行 速 度 が 表 示
されます。制限速度を超
過すると速度表示が点滅
します。

視野確保困難アイコン
MDAS-9の機能が十分発揮
できない（大雨や霧、真っ暗
な 場 所 など視 野 確 保 が 困
難）場合表示されます。

左ウィンカー動作
左ウィンカーが動作した
場合、表示されます。

右ウィンカー動作
右ウィンカーが動作した場
合、表示されます。
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本体ユニットの設定/操作

・インジケーター　off： メニューボタンを3秒長押しすると、インジケーターの表示がオフになります。
　　　　　　　　　　 (表示が消えても警報は作動します。）

・インジケーター　on ： 表示がオフの時、メニューボタンを3秒長押しすると表示がオンになります。

1）音声録音設定モード
「－」ボタンを3秒長押しすると、音声録音設定モードに入ります。 2つの選択肢(On/Off )

が利用可能です。 「＋」および「－」ボタンを押して項目を選択し、メニューボタンを押して
新しい設定を保存します。約5秒間ボタン操作がない場合、通常モードに戻ります。

2）音量調整モード
通常モードからメニューボタンを1回押すと、音量調整モードに入ります。
5段階（1〜5）で設定できます。 「＋」および「－」ボタンを押して、音量を調整して、新しい
設定を保存します。
メニューボタンをもう一度押すと、画面明るさ設定モードになります。
約5秒間ボタン操作がない場合、通常モードに戻ります。

3）画面明るさ設定モード
音量調整モードから、メニューボタンを1回押すと、画面明るさ設定モードに変わり
ます。 5段階（1〜5）で設定できます。 「＋」および「－」ボタンを押して、画面明るさ
レベルを調整し、新しい設定を保存します。 メニューボタンをもう一度押すと、左車
線逸脱感度設定モードになります。 約5秒間ボタン操作がない場合、通常モードに
戻ります。

4）左車線逸脱感度設定モード
画面明るさ設定モードからメニューボタンを1回押すと左車線逸脱感度設定モード
に変わります。
5段階（1〜5）で設定できます。 「＋」および「－」ボタンを押して左車線逸脱感度を
調整し、新しい設定を保存します。
メニューボタンをもう一度押すと、右車線逸脱感度設定モードになります。
5秒間ボタン操作がない場合、通常モードに戻ります。

■インジケーターの表示内容
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5）右車線逸脱感度設定モード
左車線逸脱感度設定モードからメニューボタンを1回押すと右車線逸脱感度設定モード
に変わります。
5段階（1〜5）で設定できます。 「＋」および「－」ボタンを押して右車線逸脱感度を調整
し、新しい設定を保存します。
メニューボタンをもう一度押すと、前方衝突警報感度設定モードになります。
5秒間ボタン操作がない場合、通常モードに戻ります。

6)前方衝突警感度報設定モード
右車線逸脱感度設定モードからメニューボタンを1回押すと、前方衝突警報感度設定
モードに変わります。
5段階（1〜5）で設定できます。 「＋」および「－」ボタンを押して、前方衝突警報感度を調
整し、新しい設定を保存します。
メニューボタンをもう一度押すと、車間距離通知感度設定モードになります。5秒間ボタ
ン操作がない場合、通常モードに戻ります。

7)車間距離通知感度設定モード
前方衝突警感度報設定モードからメニューボタンを1回押すと、車間距離通知感度
設定モードに変わります。
5段階（1〜5）で設定できます。 「＋」および「－」ボタンを押して、車間距離通知感度
を調整し、新しい設定を保存します。
メニューボタンをもう一度押すと、前方近接警報感度設定モードになります。
5秒間ボタン操作がない場合、通常モードに戻ります。

8）前方近接警報感度設定モード
車間距離通知感度設定モードからメニューボタンを1回押すと、前方近接警報感度
設定モードに変わります。
3段階（1〜3）で設定できます。 「＋」および「－」ボタンを押して、前方近接警報感度
を調整し、新しい設定を保存します。
メニューボタンをもう一度押すと制限速度超過通知設定モードになります。
5秒間ボタン操作がない場合、通常モードに戻ります。

9）制限速度超過通知設定モード
前方接近警報感度設定モードからメニューボタンを1回押すと、制限速度超過通知
設定モードに変わります。
5段階（0,5,10,15,20）で設定できます。 「＋」および「－」ボタンを押して、制限速度
超過通知レベルを選択し、新しい設定を保存します。
例)　制限速度標識100km/hのところで15%を選択すると、制限速度より時速15キ
ロを超過した場合に警報します。
5秒間ボタン操作がない場合、通常モードに戻ります

本体ユニットの設定/操作
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インジケーターの表示/設定

日時設定モード

10）日時設定モード
①「＋」ボタンを3秒間押すと、日付と時刻の設定モードに入ります。「年」→「月、日」→「時間」　
と分を順番に設定できます。 
②「＋」または「－」ボタンを押すと、調整箇所（該当箇所が明るくなります）を前後に移動す
ることができます。
③メニューボタンを押すごとに、数値が更新されます。
④緑色のボックスを選択し、メニューボタンを押すと、更新した新しい設定値を保存します。
⑤最後のボタン操作から、約5秒間次のボタン操作がない場合は設定値が反映されず、通常
モードに戻ります。
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パソコンで録画ファイルを見る保管する

 » １エンジンを切り電源を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。必ずエンジンが切れたことを確認した後に取
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MDAS-9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

■パソコンにメモリカードを読み込む方法

 » 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。

evt.rec 走行中の衝撃を検出した
ときの録画

ory.rec 走行中の通常録画

usr.rec メニューボタンを押したときの
録画

Viewer MDAS Playerの.exeファイル

evt_rec
ory_rec
usr_rec

※出荷時のmicroSDカードにはプレー
ヤー ソフトが入っています。

　

パソコンで録画ファイルを見る/保管する
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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 』 →

『MOVON mdas-9』と進み、『MOVON　
MDAS-9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『MDASViewer**.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

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 MDAS 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。

■MDAS・Playerを実行する

■MDAS・Playerの推奨動作環境

パソコンで録画ファイルを見る/保管する
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MDAS・Player

■MDAS・Playerでファイルを開く
• MDAS Player 上で microSD カードに保存した映

像を確認します。
• 再生したい microSD カードをパソコンに挿入し、

正常に認識されていることを確認します。
• MDAS Playerを起動し、画面左下の「File open」

ボタン       をクリックします。

• 再生したい映像のファイルを選択し、「開く」をク
リックします。

• この画面以外でも他のデータファイルを選択 / 再
生できます。

• ファイル名の形式は「日付 _ 時間 _ 録画モード」
で表示されます。 
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■MDAS・Playerの再生/画面表示

①

②
③
④
⑤

⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫⑬⑭

⑮
⑯

⑰

⑱

① メイン画面：映像再生画面 ⑩ フロントカメラ↔リアカメラ切り替え

② コントロールボタン：ファイル、再生、一時停止、
早送り ⑪ バージョンチェック

③ ウインカー信号表示、車線表示、衝突警報表示 ⑫ MDAS Player画面の最小化

④ 歩行者衝突警報表示、ブレーキ信号表示、速度
標識認識表示 ⑬ MDAS Player画面の最大化

⑤ 速度、RPM表示※ RPM支援は装着店で問い合
わせが必要です。 ⑭ MDAS Playerの終了

⑥ Gセンサーグラフ ⑮ リアカメラウィンドウ(別売リアカメラが必要)

⑦ 倍速再生、音量コントロール ⑯ 地図ウィンドウ(別売GPSが必要)

⑧ 映像拡大 ⑰ 記録モード選択タブ ：Normal, Event, User

⑨ 左右反転 ⑱ ファイルリスト

MDAS・Player
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MDAS・Player

■安全運転支援のアイコン一覧

RPM 00000km/h

RPM 00000km/h

RPM 00000km/h

RPM 00000km/h

RPM 00000km/h

RPM 00000km/h

RPM 00000km/h

RPM 00000km/h

RPM 00000km/h

RPM 00000km/h

左車線逸脱警報 左車線逸脱警報

前方衝突警報 先行車発進通知前方接近警報

歩行者認識 歩行者衝突警報

左ウィンカー動作 右ウィンカー動作 ブレーキ動作

RPM 00000km/h

制限速度超過通知
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＊	本体の電源が入らない ＊	動作が不安定になる

＊	microSDカードにsetup.exeがない＊	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

•	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。	

•	microSDカードのフォーマットをお試しください。
•	本体ユニットの再起動をお試しください。(P.13参照 )

•	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。

•	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。
•	MOVON	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。

＊	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。

カメラ接続エラー CAN接続エラー カメラビュー
ブロックエラー

インジケーター
接続エラー SDカードエラー 視野不良

■インジケーターのエラー表示

故障かな?と思った時は
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仕様一覧/録画時間

カメラ解像度
フロント 1280 x 720 (HD)
リア 1280 x 720 (HD)

カメラ視野角
フロント 水平51.9° 垂直29.4° 対角59.8°
リア 水平82° 垂直58° 対角110°

フォーマット
映像 MP4 (H.264 codec)
音声 PCM

Ｇセンサー 3軸加速度センサー内蔵
記録媒体 16〜64GB microSD card

入出力

本体
ｍicro USB （ｍicroB ） 接続端子
microSDカードスロット
GPS 接続端子

PCI・ボックス

メインケーブル接続端子
インジケーター接続端子
バイブレーター接続端子
アナログ信号接続端子
FMS接続端子
ビデオ出力端子
CANデータ入力端子
電源コード接続端子

スピーカ 内蔵スピーカ（音量切替5段階）

電源
入力電圧 12V 〜24V対応

消費電流 400mA 12V Max
3mA 12V 待機時

寸法

本体 80mmx120mmx50mm

PCI・ボックス 53mmx97mmx31mm

インジケーター 46mmx46mmx19mm

重さ

本体 約188g

PCI・ボックス 約42g

インジケーター 約65.7g

動作温度 -20℃〜70℃ 

保管温度 -40℃〜85℃ 

保証期間 1年 (消耗品は除く)

■製品仕様
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フロントカメラのみの場合

SDカードの容量・ 設定値・ 通常録画
（normal）

イベント録画
（event）

緊急録画
（user） 合計

16GB・

8:1:1 2時間26分 18分 18分 3時間02分

7:2:1 2時間08分 36分 18分 3時間02分

6:3:1 1時間50分 55分 18分 3時間03分

6:2:2 1時間50分 36分 36分 3時間02分

32GB

8:1:1 4時間51分 36分 36分 6時間03分

7:2:1 4時間15分 1時間13分 36分 6時間04分

6:3:1 3時間38分 1時間49分 36分 6時間03分

6:2:2 3時間38分 1時間13分 1時間13分 6時間04分

64GB

8:1:1 9時間45分 1時間13分 1時間13分 12時間11分

7:2:1 8時間32分 2時間26分 1時間13分 12時間11分

6:3:1 7時間18分 3時間39分 1時間13分 12時間10分

6:2:2 7時間18分 2時間26分 2時間26分 12時間10分

フロントカメラ＋リアカメラの場合

16GB・

8:1:1 1時間34分 12分 12分 1時間58分

7:2:1 1時間22分 23分 12分 1時間57分

6:3:1 1時間10分 35分 12分 1時間57分

6:2:2 1時間10分 23分 23分 1時間56分

32GB

8:1:1 3時間06分 23分 23分 3時間52分

7:2:1 2時間43分 47分 23分 3時間53分

6:3:1 2時間20分 1時間10分 23分 3時間53分

6:2:2 2時間20分 47分 47分 3時間54分

64GB

8:1:1 6時間14分 47分 47分 7時間48分

7:2:1 5時間27分 1時間33分 47分 7時間47分

6:3:1 4時間41分 2時間20分 47分 7時間48分

6:2:2 4時間41分 1時間33分 1時間33分 7時間47分
※録画時間の割り当て設定については、設置業者にご依頼ください。

仕様一覧/録画時間



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.24）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/

安全運転支援システム　MOVON  MDAS-9

●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
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