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お問い合わせ先

会社概要
会社名	 株式会社INBYTE	(Inbyte	co.,ltd)
設立	 2005年9月26日
所在地	 〒106-0041
	 東京都港区麻布台2-4-2	保科ビル4F

〒106-0041　東京都港区麻布台2-4-2	保科ビル4F
☎　03-6809-1702
平日　10：00～12：00/13：00～18：00（当社指定休業日を除く）
✉　admin@inbyte.jp

※土曜・日曜・祝日および年末年始などの当社指定休業日は業務をお休みさせていただいております。

※メールでのお問い合わせの際、最大１週間程度のお時間をいただく場合があります。

※株式会社INBYTEのホームページ（http://inbyte.jp/）には、個人のお客様／法人のお客様向けのお問い合わせフォームをご用意しておりますので、あわせてご利用ください。

企業理念

　INBYTEはディジタルイメージや映像に「画像処理技術」・「無線転送技術」・「AI技術」を適用し、お客様の安全性、効率性、快適性向上に貢
献できる製品やソリューションをカーエレクトロニクス分野をはじめとし、医療機器分野や新規開拓分野に提案しております。

代表取締役	 					李	泰湖	(イ	テホ)	
主な事業内容	 					電化製品の企画・開発・販売

医療機器製造業及び第一種医療機器製造販売業
OEM・ODM

INBYTE製品	取扱店
イエローハット	各店
オートバックスグループ	各店

ビックカメラ	各店
ヨドバシカメラ	各店

※上記は取扱店様の一例です。また、敬称や詳細な店舗名は省略してご紹介させて頂いております。	
※店舗によって、弊社製品の取扱いがない場合もございます。

Amazon.co.jp

カーエレ
クトロニクス分野

医療機器分野

新規開拓分野

Digital Image 画像処理技術

無線技術

AI技術

INBYTE Technology

快適性

効率性

安全性



後付け車両安全対策
ソリューション

医療現場の
業務効率化をアシスト

OEM･ODM事業

メディカル事業カーエレクトロニクス事業

カーエレクトロニクス事業では、大型車両や工事車
両・重機などの特殊車両をはじめとし様々な車両に
て利用できる車両安全管理システムを取り扱ってお
ります。

また、これまでにドライブレコーダーで培われてき
た映像技術に最先端のAI技術を組み込み、ドライ
バーの安全運転を支援するシステムや製品を提供
しています。

弊社独自の無線技術や映像処理技術を生かして、医
療現場での利用を目的とした映像機器を企画・開発
しています。医療業界の様々な規格・基準をクリアし
ながら、最先端の技術を医療現場へ提供します。

弊社の保有する技術やソリューション、金型利用して用途にあわ
せた機器を製作いたします。メーカーとしての開発・販売経験に基
づき、お客様のご要望を叶える製品を企画し、ご提案いたします。



カーエレクトロニクス事業
Car	electronics サラウンドカメラ

サラウンドビュー

SVS-6004/6004T
SVR-7004の普及モデルであり、高性能でコストパフォーマンスの
良い製品です。フルHDカメラの超高画質映像で、周囲360度の死
角をなくし、安全な運転環境をサーポトします。

サラウンドカメラとは
車両に４つの（前・後・左・右）カメラを取り付け、車を真上から見下ろした様な「俯瞰映像」を作りだし、
車の周囲360度を分かりやすく表示する安全システムです。トラック・トレーラー・重機など様々な車両に
取り付け可能です。

360度見回せるサラウンドカメラシステム

SVR-7004/7004T　
「サラウンドビュー」、「バックカメラ」、「４CHドライブレコー
ダー」、「サイドカメラ」の機能が搭載された多機能・高性能モデ
ルです。「安全+事故の予防」を求められている作業車・重機など
特殊車両向けにお勧め商品になります。

39mm

162mm

153mm

13mm

10mm

39mm

162mm
13mm13mm

防振ゴム

※SVR-7004T及びSVS-6004Tは、
    トラック協会の助成対象機器（後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置）です

Full   HD Full   HD

Surround Camera System
サラウンドカメラシステム

詳細はこちらを
ご参照ください。



AIカメラ

MDAS-9/9T
単眼カメラを用いて前方の交通状況を常時解析する
ことで運転者の判断を助ける安全運転支援システムで
す。7つの警報や通知を専用のインジケーターで表示
し、アラームで発報し、バイブレータ（オプション）の振
動でお知らせします。

カメラ映像をモニターに表示しながら、より広範囲に
「人」を認識し、危険な状況を警報することで作業中の
事故など、人身事故や労働災害を予防することができる
システムです。

AIカメラQ5
上位機種のAIカメラQ4の基本性能を継承し、カメラ
1台とした、人身事故防止システムです。

AIカメラQ4
独自のAIアルゴリズムにより、2つのカメラ映像をリ
アルタイムで解析し、的確に「人」を認識し、モニター
表示と警報音で通知します。

常に車両の前方を独自の動画解析処理により監視し、突然の危険にもい

ち早く警報を出し、映像を記録する機能を備えた安全運転支援システム

です。

※MDAS-9Tは、トラック協会の助成対象機器
　　（ドライブレコーダー標準型）です。

カーエレクトロニクス事業
Car	electronics AIカメラ

MOVON

後付けできる、安全運転支援システム

詳細はこちらを
ご参照ください。

詳細はこちらを
ご参照ください。



タッチパネル搭載でコンパクト設計の2カメラ式ド
ライブレコーダーです。フルHD画像での録画、HDR/
WDR機能、運転支援システム等搭載した最上位の製
品です。

上位機種のISDR-500の基本性能を継承し、後方カメラ
の画質を標準画質（HD画質)に変更したエントリーモ
デルのドライブレコーダーです。

ISDR-500　
FullHD

タッチパネル液晶 駐車モード対応

２カメラ対応

ISDR-400
FullHD+HD

タッチパネル液晶 駐車モード対応

２カメラ対応

SELFSATシリーズは、衛星放送を手軽に楽しむためのBS/CSアンテナで
す。車載用の自動追尾式アンテナと、ポータブル式がございます。

SELFSAT DUAL
テレビと接続するだけで動作し、
BS/110°CS放送とあわせて地デ
ジの受信にも対応しているので、
様々なコンテンツを手軽に楽し
む事ができます。

SELFSAT SNIPE2 
モーターを内蔵し、スイッチ1つ
で衛星の方向を探し自動調整す
るアンテナです。アンテナ面が大
きく感度が高いため、悪天候時等
でもしっかりとした受信が可能で
す。

SELFSAT Drive
内蔵モーターで、衛星の方向を探
して自動的に追尾するアンテナ
です。走行中も途切れず追尾しま
すので、いつでもBS/110°CS放送
を楽しめます。

SELFSAT Outdoor
ポータブル式のBS/110°CSアン
テナです。背面には受信レベル
が表示されるため、簡単に方向
を合わせることができます。

S-CREW(エスクルー)シリーズは、個人はもちろん法人でも使えるドライブレコー
ダーとして設計されており、保守性や堅牢性に重点を置いたシリーズとなります。

カーエレクトロニクス事業
Car	electronics 	 S-CREW

ドライブレコーダー

詳細はこちらを
ご参照ください。

詳細はこちらを
ご参照ください。

SELFSAT
衛星アンテナ



THE BEST SURGICAL VIEWING EXPERIENCE

医療用ディスプレイの革命

スコープ・アイ

FLUOROSCOPY ROBOTIC SURGERYMICROSCOPY ENDOSCOPY ULTRASOUND

Selectable

医療用ビデオ装置からの映像を投影する、
眼鏡型のディスプレイを備えたスマートグラスです。

Full   HD
�����

60
FPS

様々な「手術」「診断」分野でモニターの代替案になります。
・・・

FOV40°

有線システム無線システム

メディカル事業
Medical GODVISION

医療用ウェアラブルソリューション

詳細はこちらを
ご参照ください。

衛星アンテナ



OEM・ODM事業

弊社は元々OEM・ODMを専門としており、小型液晶を利用した製品やタブレット端
末、ドライブレコーダーなどの企画・開発・製造を行っていました。
現在はメーカーとして自社商品の開発販売が中心となっておりますが、OEM・
ODM事業も継続して承っております。
『こんな商品が欲しい、こんなアイデアを実現させたい』
お客様の様々なご要望をもとに、メーカーとしてのノウハウを生かしながら企画・
開発・製造までを一貫してサポートいたします。

	»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。
	»掲載されている画像はサンプル用イメージです。実際の商品とは細部が異なる場合があります。
	»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による事前の許可なしに複製・コピー・翻訳することはできません。
	»製品の仕様や本書の内容は、性能改良のため事前の通告なしに変更されることがあります。
	»製品の詳細は株式会社INBYTEのホームページ（www.inbyte.jp）に掲載されている製品情報やサポート情報をご参照ください。
	»製品の最新情報やファームウェア等は株式会社INBYTEのホームページ（www.inbyte.jp）からご確認いただけます。

本誌の内容は2021年8月現在のものです。

カタログコード：PG_2021_001

SCOPEYE　
無線送受信機セット

SCOPEYE　
200C送受信機セット

GVスマートグラス
無線送信機セット

GVスマートグラス
200C送受信機セット

SCOPEYE　
有線セット

解像度 1080p 1080p 720p 720p 1080p
フレーム

レート 30fps 30fps 15fps 15fps 60fps

画角 40°(2.5m先の70インチ相当) 40°(2.5m先の70インチ相当) 23°(2.5m先の40インチ相当) 23°(2.5m先の40インチ相当) 40°(2.5m先の70インチ相当)

追加無線受信機 
SCOPEYE

追加無線受信機 
ＧＶスマートグラス 3Dコンバーター

商品説明

ヘッドギア構造で装着し、医療
用ビデオ映像装置からの映像
を眼鏡型のディスプレイに投
影するスマートグラスです。

医療用ビデオ映像装置からの
映像を無線で受信し、眼鏡型の
ディスプレイに投影するスマー
トグラスです。

医療用ビデオ画像装置からの映像を
3Dフォーマットの映像に変換します。	
L/R→side	by	side

オプション

メディカル事業
Medical GODVISION

医療用ウェアラブルソリューション

OEM・ODM事業
OEM・ODM OEM・ODM

要望に合った新商品の提案


