
ご購入前に、必ず下記の注意事項をご確認ください
»»FineVuシリーズは状況・環境を問わず映像を記録することを保証するものではありません。
»»FineVuシリーズはFCC認証を取得していますが、電子機器の性質上、アンテナなどの近くに設置すると、電波干渉が
起きる場合があります。
»»録画データは事故の証拠として効力を保証するものではありません。
»»製品の使用や故障・不具合により発生した損害および不利益について、弊社では一切の責任を負いません。
»»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。
»»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。
»»駐車モードや外部出力などの一部機能は、オプションの購入・設置が必要となる場合があります。
»»駐車モード時の動体検知は、動体が光を反射しづらい色（黒や赤など）の場合、夜間では動作しないことがあります。
»»駐車モード時の動体検知は、風で樹木が揺れた場合や、光のちらつきなどにも反応する場合があります。
»»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、受信が遅れたり受信
ができない場合があります。
»»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、専用プレイヤーソフト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。
»»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。

FineVuシリーズは全ての機種に駐車モードが搭載されてい
ます。常時電源コード※1を使用することにより、エンジンを
切った後でも録画を続けることができます。

駐車モード中は常時録画を行わず、衝撃や動体を感知した前後
の映像を保存し、保存容量を節約します。
また、機種によっては駐車中にセキュリティLEDが点灯するので、
車上荒らし・いたずらへの威嚇効果を発揮します。（LEDはオフに
することも可能です）
駐車モードへの切り替え方法は『ACCがオフになった場合』と『エ
ンジン振動が10分間なかった場合』※2の２種類があります。

駐車モードで本体が稼働し続けると、熱による本体破損や、車両
のバッテリー上がりが起きる恐れがあります。FineVuシリーズは
保護機能を搭載し、安全な製品動作をサポートします。※３

電圧監視機能	 駐車モード中のバッテリー電圧を監視して、設定を下	
	 回った場合に本体の電源をオフにします。
高温時保護機能	 駐車モード中に本体（フロントカメラ）の温度が一定	
	 以上になった場合、電源をオフにします。
タイマー機能	 駐車モードへ切替後、設定時間を経過すると自動で	
	 電源をオフにします。
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機種によって、オプション購入が必要な場合があります。
エンジン振動を感知するタイプの場合、周辺環境（大型車両の通行や駐車場所の地盤など）
によっては駐車モードに入ることができない場合があります。
バッテリー上がりや熱による本体破損を防ぐことを確約するものではありません。また、機種に
よって搭載されている保護機能は異なります。

※１
※２

※３

Drive Recorder
ファインビュー ドライブレコーダー 総合カタログ

便利機能で駐車中も安全に録画

駐車中の動体・衝撃を監視する駐車モード

安全に駐車モードを使える保護機能

製品名 CR-2000S+ CR-500HD T9 T9Vu
２カメラ対応 ● × ● オプション

最高画質 FullHD FullHD フロント	 HD
リア	 VGA

フロント	 HD
リア	 VGA

フレームレート 30fps 30fps 30fps 1カメラ：30fps
2カメラ：20fps/10fps

視野角
フロント／リア

対
角 136°	／	121.1° 135° 111°	／	170° 120°	／	170°

水
平 115°	／	99.8° 119° 86°	 ／	135° 94°	 ／	135°

垂
直 72°	 ／	51.6° 70° 64°	 ／	80° 50°	 ／	80°

駐車モード ● ● ● ●
駐車モード切替 ACCのオン／オフ エンジン振動の有無 ACCのオン／オフ エンジン振動の有無

常時録画 FullHD FullHD フロント	 HD
リア	 VGA

フロント	 HD
リア	 VGA

衝撃感知録画 ● ● ● ●
動体検知録画 ● ● ● ●
緊急録画 ● ● ● ●
電圧監視機能 ● ● ● ●
高温時保護機能 × × ● ●
タイマー機能 ● ● ● ×
運転支援システム ● × × ×
付属microSD microSDHC	32GB microSDHC	16GB microSDHC	16GB microSDHC	16GB
SD拡張スロット ● × × ×
液晶画面 3.5インチ × × 3インチ
セキュリティLED ● × ● ●
GPSモジュール ● オプション オプション オプション
偏光フィルタ オプション オプション × ×
常時電源コード ● オプション オプション オプション
映像出力ケーブル オプション ● オプション オプション
　リアルタイム出力 ● ● ● ●
　録画データ再生 ● ● × ●
本体設定の変更 本体液晶 パソコン接続 パソコン接続 本体液晶

CR-2000S+

T9Vu

T9

CR-500HD



▲ フロントカメラ・表面

▲ フロントカメラ

▲  リアカメラ

▲ フロントカメラ

▲ フロントカメラ・裏面

▲ リアカメラ

CR-2000S+»シーアール»ニセンエス»プラス

CR-500HD»シーアール»ゴヒャク»エイチディー

T9Vu»ティーナイン»ビュー

T9»ティーナイン

前後をFullHD 30fpsで録画可能　SONY製センサー搭載
高性能な前後２カメラ録画に加え、タッチパネル液晶を搭載し
設定変更や録画データ再生を本体のみで可能にします。
更に、車線逸脱や前方衝突を警告する『運転支援システム』によ
り、より安全な運転をサポートします。

FullHD 30fpsの高画質、SONY製センサー搭載
優れた録画性能に加え、夜間にも強いSONY	CMOSセンサーを
搭載しています。また、静止画を撮影したり、外部出力によって
録画データを確認したりすることも可能です。細部までこだわっ
た質感とデザインで、車内インテリアとも調和します。

HD 30fpsで逃さず録画 液晶タッチパネル搭載モデル
背面にタッチパネル液晶を備え、設定変更や録画データ再生
を本体のみで行うことができます。
常時電源コード（オプション）の使用時は、バッテリー電圧や
本体温度を監視して、安全にご利用いただけます。

HD＋VGA 30fpsの前後録画 駐車モード切替もスムーズ 
フロントカメラ（HD）とリアカメラ（VGA）の前後２カメラで
録画します。常時電源コード（オプション）の使用時は、エンジ
ンを切るとすぐに駐車モードに入り、電圧や本体温度を監視
しながら衝撃・動体を監視します。

ドライブレコーダーの用途とは？

ドライブレコーダーとは？

双方の主張が異なり、過失認定が争われている交通事故の裁判で、ドライブレコーダーの記録
情報が証拠採用された事例が存在します。ただし、これは裁判官によって個別に判断されるもの
であり、製品が証拠としての効力を保証するものではありません。
購入セットによっては、常時電源コードがオプション（別売）の場合があります。
機種によっては、パソコンで明るさ調整機能を設定する必要があります。

※１

※２
※３

ドライブレコーダーとは、運転中の映像や音声を記録する
ための車載装置です。
近年では個人オーナーの間でもセキュリティ意識が高まり、
ドライブレコーダー全体の技術が発達したこともあって、普
及が進んでいます。

事故や当て逃げなどの状況を記録
事故の映像を音声とともに記録できるので、警察や保険
会社への提出資料として役立てることができます。※1
また、設置によるトラブル抑止効果も期待できます。

常時電源コードを使って駐車中も録画※２

常時電源コードを使用していると、駐車中の衝撃や動体
に反応し、録画を行います。車両へのいたずら・駐車場ト
ラブルの対策としても活用できます。

旅行・ドライブの思い出を記録
走行中の映像・音声を保存して楽しむことができます。
また、安全性・省燃費などの観点から、運転を振り返って
みたい場合にも効果的です。

正確な記録を助ける録画機能
全機種で明るさ調整※3ができるほか、最上位機種には
SONY製CMOSセンサーを搭載するなど、高い性能を有し
ています。

さまざまなドライブレコーダーがある中、『FINEVu（ファイン	
ビュー）』シリーズはハイクオリティを追求しました。全機種
に共通した利便性と、各機種ごとに異なった設計コンセプト
が特長です。

標準セットのみで使用できる機能です。
機 能アイコンのカラーについて オプションの購入で使用できる機能です。 ※製品の詳細は株式会社INBYTEホームページ（www.inbyte.jp）をご参照ください。

※T9Vuは１カメラの場合は30fpsで録画し、２カメラの場合はフロント20+リア10fpsで録画します。その機種では使用できない機能です。
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電圧保護機能 タイマー機能 タイマー機能
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２カメラ対応

１カメラ

２カメラ対応

２カメラ対応

3.5インチ
タッチパネル

液晶画面

3インチ
タッチパネル

液晶画面


