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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。
 »LGD-100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。

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『LGD-100』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。

本製品は、KC規則の制限事項に準拠しています。
これらの制限事項は、商業地域で使用した場合に生じる可能性のある電磁障害
を規制するために制定されたものです。
本製品は無線周波数エネルギーを生成し使用しています。また、無線周波数エ
ネルギーを放射する可能性があるため、本書に従って正しく設置しなかった場合
は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。

MN_LG_LGD100_JA100

製 品 名 ： ドライブレコーダー（LGD-100）
認 証 番 号 ： MSIP-REM-LGW-RNEK-MN31A
申 請 者 名 ： LGイノテック株式会社
製 造 業 者 ： LGイノテック株式会社
製 造 国 ： 大韓民国

■製品の仕様について

■仕様 ■目次

■認証

 »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、LGイノテック株式会社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

センサー
フロント 1.3M Pixel, 1/4" CMOS

リア 0.35M Pixel, 1/3" CMOS

画角
フロント 対角129.0° / 水平107.0° / 垂直57.0°

リア 対角120.3° / 水平89.9° / 垂直64.9°

解像度・fps
１カメラ フロント ： 1280×720 最大30fps

２カメラ
フロント ： 1280×720 最大20fps
リア ： 640×480 最大15fps

録画方式

常時録画 走行中１分単位で録画

緊急録画 ボタンを押す前10秒 / 後20秒を録画

イベント録画 衝撃感知の前10秒 / 後20秒を録画

モーション録画 動体検知の前10秒 / 後20秒を録画

録画の仕様

ループ
録画方式ごとに割り当てられたフォルダの保存
容量を超えた場合、そのフォルダの古い録画ファ
イルから順に削除されます。

映像 / 音声 映像：H.264 / 音声：PCM

音声録音 ON / OFF可能

保存媒体
microSDHCカード
※最大32GBまで対応・Class10以上推奨

インターフェース
3.5インチ HVGAタッチパネル液晶
内蔵3軸(-2G ~ +2G)Gセンサー
接続式GPSモジュール（オプション）

動作温度 -20℃ ~ +70℃

寸法・重量
フロント 約104×60×29.5（mm） / 125g

リア 約29×51×30（mm） / 22g

動作電圧 DC 12V ~ 24V

消費電力 約4W(2CH 基準)以下
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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。

 »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、長時間駐車する場合は、電源ポートからコードを抜いて駐
車してください。

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。
.»本製品はKC認証を取得していますが、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。
 »録画ファイル再生中や環境設定の表示中など、一時的に録画が
中止される場合があります。
 »microSD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
をオフにしてから取り出してください。
 »microSD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。
 »microSD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。
 »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、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。
 »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。
 »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。
 »GPS信号によって取得できる位置情報・車両速度は、実際のもの
とは異なる場合があります。
 »ご利用のパソコンのスペックによっては、LGDプレイヤーが動作
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。（使用方法によっては、通常のサポートを受けるこ
とができない場合がございます）
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常時電源コード

GPSモジュール（オプション）

セット内容

フロントカメラ（本体）

microSDカード16GB

リアカメラ

パソコン読込用アダプタ

リアカメラケーブル

設置用パーツ

シガー電源コード

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。
 »パソコン読込用アダプタは、microSDカードをパソコンで読み込むために使用します。他の用途には使用しないでください。
 »コード・ケーブル類は、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。
 »コード・ケーブル類は、強く折り曲げたり、車両の可動部と接触する位置に配線したりしないでください。
 »コード・ケーブル類は、切断・加工したり、専用品以外のものを使用しないでください。

Note

本体（フロントカメラ）の各部の名称

ブラケット

GPSポート 2CHポート 電源ポート

液晶タッチパネル

スピーカーリセットボタン

マイク 動作LED 電源スイッチ カードスロット
正面

上面 底面

裏面 側面

 »製品の起動にはmicroSDカードが必要です。
 »電源スイッチはON/OFFの切り替え式です。
 »動作LEDは、点灯状態によって製品の動作状況
を表します。（詳細➡P.23）
 »各ポートには、専用品以外のものを接続しない
でください。

Note
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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。

■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。

フロントカメラの設置場所に関する確認事項

取り付け方法

■フロントカメラの設置

１microSDスロットにmicroSDカード
を差し込みます。スロット内部にしっ

かりと差し込まれていることを確認してく
ださい。

２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。 ３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
P.10

B
P.11

 »『シガー電源コード』を使用して設置を行います。
 »走行中のみ録画を行います。

 »『常時電源コード』を使用して設置を行います。
 »駐車中のイベント録画が可能になります。
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５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。
４電源ポートにシガー電源コードを接

続します。

６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。
 »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

４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。

５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。

６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
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 ヒューズの位置は車種により異なります
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７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、ACCへの電源供給がオフになったと判断された場合に、駐車モードへ切
り替えます。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。本書の内容や、ご利用車種の
説明書を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。

Note

アースの位置は車種により異なります

８配線用クリップをピラーなどに貼り
付け、常時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。
９電源ポートに常時電源コードを差し

込みます。

 »付属品以外のケーブルは使用しないでください。
 »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。
 »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。
 »リアカメラケーブル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、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確認事項

■リアカメラの設置

１フロントカメラの電源をオフにした
後、2CHポート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リアカメラの一体型ブラケットに設
置用両面テープを貼り付け、保護

シートを剥がしてリアウィンドウに取り付
けます。

５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。 ６フロントカメラの電源をオンにしま

す。液晶画面の表示でリアカメラが正
常に認識されている（リアカメラアイコン
が点灯している）ことをご確認ください。

 »リアウィンドウの傾斜角度によっては、録画画質に影響が出る場合があります。その場合は、リアカ
メラ可動部を回転させ、撮影角度を調整してください。
 »2CHアイコンが点灯しない場合は、接続が正常に認識されていない可能性があります。ケーブルや
端子に破損がないかをご確認ください。

Note

■GPSモジュールの設置

 »周囲の状況によっては、GPS信号の受信に時間がかかる場合があります。
 »他の車載機器の周辺や、アンテナ・フロントガラスの着色部・車検証のス
テッカーが貼ってある場所などを避けて取り付けてください。
 »GPS信号を受信しづらい場合、設置場所を変更してください。
 »フロントガラスの上にひさしなどの遮蔽物を設置していると、GPS信号を
受信できない場合があります。
 »GPSの受信強度によっては、速度や位置が実際のものとは異なって記録
される場合があります。

GPSモジュールの設置場所に関する確認事項

１フロントカメラの電源をオフにした
後、GPSポートにGPSモジュールを接

続します。
２他の車載機器の周辺や、アンテナ・

フロントガラスの着色部・車検証の
ステッカーなどが貼ってある場所を避け、
GPSモジュールを取り付けます。

３フロントカメラの電源をオンにしま
す。GPS信号を受信すると液晶画面

のGPSアイコンが変化します。（受信には
時間がかかる場合があります）
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常時録画

前10秒 後20秒

走行モード中

衝撃感知録画
走行モード中

合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

衝撃発生

衝撃感知録画
駐車モード中

緊急録画
走行モード中

モーション録画
駐車モード中

常時録画

常時録画

監視状態

監視状態

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

緊急録画ボタンを
タッチ

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

衝撃発生

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

動体検知
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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

LGD-100には『走行モード』と『駐車モード（常時電源コード接続時のみ利用可能）』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。

駐停車時にも録画を行うことができるモードです。
常時録画は行わず、衝撃や動体を感知した場合の
み録画ファイルを保存します。

 »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秒程度かかります。
 »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、車両のバッテリー電圧が一定以上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。画面はタッチすることで再表示することができます。

Note

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

■録画ファイルの分類一覧

■録画ファイルの詳細

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

走行モード

常時 映像を常に保存し続けます。 １分

衝撃感知
衝撃を感知した前後の映像を、衝撃感知フォルダ
に保存します。

30秒
（衝撃感知の前10秒・後20秒）

緊急
緊急録画ボタンをタッチした前後の映像を、緊急
録画フォルダに保存します。

30秒（手動録画ボタンをタッチする前10秒・
後20秒）

駐車モード

衝撃感知
衝撃を感知した前後の映像を、衝撃感知フォルダ
に保存します。

30秒
（衝撃感知の前10秒・後20秒）

モーション
動体を検知した前後の映像を、モーションフォル
ダに保存します。

30秒
（動体検知の前10秒・後20秒）

録画開始
ファイル

：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



１分１分１分１分 １分１分

常時録画

前10秒 後20秒

走行モード中

衝撃感知録画
走行モード中

合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

衝撃発生

衝撃感知録画
駐車モード中

緊急録画
走行モード中

モーション録画
駐車モード中

常時録画

常時録画

監視状態

監視状態

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

緊急録画ボタンを
タッチ

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

衝撃発生

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

動体検知

１分１分１分１分 １分１分

常時録画

前10秒 後20秒

走行モード中

衝撃感知録画
走行モード中

合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

衝撃発生

衝撃感知録画
駐車モード中

緊急録画
走行モード中

モーション録画
駐車モード中

常時録画

常時録画

監視状態

監視状態

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

緊急録画ボタンを
タッチ

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

衝撃発生

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

動体検知

１分１分１分１分 １分１分

常時録画

前10秒 後20秒

走行モード中

衝撃感知録画
走行モード中

合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

衝撃発生

衝撃感知録画
駐車モード中

緊急録画
走行モード中

モーション録画
駐車モード中

常時録画

常時録画

監視状態

監視状態

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

緊急録画ボタンを
タッチ

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

衝撃発生

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

動体検知

１分１分１分１分 １分１分

常時録画

前10秒 後20秒

走行モード中

衝撃感知録画
走行モード中

合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

衝撃発生

衝撃感知録画
駐車モード中

緊急録画
走行モード中

モーション録画
駐車モード中

常時録画

常時録画

監視状態

監視状態

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

緊急録画ボタンを
タッチ

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

衝撃発生

前10秒 後20秒
合計30秒を抽出し、１ファイルを作成

動体検知
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録画開始
ファイル

録画開始
ファイル

：常時録画中に衝撃を感知（自動）
：衝撃感知の前10秒・後20秒を抽出し、１ファイルを作成

：駐車モード中に衝撃を感知（自動）
：衝撃感知の前10秒・後20秒を抽出し、１ファイルを作成

録画開始
ファイル

録画開始
ファイル

：緊急録画ボタンをタッチ（手動）
：タッチの前10秒・後20秒を抽出し、１ファイルを作成

：駐車モード中に動体を検知（自動）
：動体検知の前10秒・後20秒を抽出し、１ファイルを作成
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電源のオン・オフ 搭載されている機能

■バッテリー保護機能.➡P.31
車両のバッテリー上がりを防ぐための機能です。電圧が設定値を下回る場合、製品の電源をオフにします。
再起動させるためには、ACC電源を入れ直す必要があります。

 »車両のバッテリー電圧を監視し、設定値以下になると本体の電源をオフにします。
 »『低温時保護機能』（➡P.22）がオンの場合、周辺温度によって、設定値を上回っていても電源がオフになる場合があります。
 »車両のバッテリーを保護するため、駐車中も録画を行う場合は本機能をオフにすることはできません。
 »外部バッテリーなどが接続されている場合、正常に動作しない恐れがあります。

Note

■温度監視機能
温度を監視し、熱暴走を防ぐ機能です。温度が一定以上になるとディスプレイの消灯、電源の遮断を自動で行います。

 »周辺温度60℃以上の状態が１分間継続すると、液晶画面を保護するため、ディスプレイを強制的に消灯します。
 »周辺温度75℃以上の状態になると、本体を保護するため、本体の電源を強制的にオフにします。
 »製品の破損を防ぐため、本機能をオフにすることはできません。
 »設置環境などにより、機能が動作する温度に差異が生じる場合があります。

Note

 »運転中に製品を操作しないでください。
 »カメラの動作中に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。
 »カメラ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。
 »正常なパフォーマンスを維持するため、microSDカードは定期的にフォーマットしてください。

　　製品のご利用前に

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、電源スイッチをOFF（スイッチが押し込まれてい
ない状態）にすることでシステムを終了します。
駐停車中の録画は行いません。

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（ACC電源を遮断する）と駐車モードに切り替わり、駐停車中の録画を
行います。電源スイッチをOFF（スイッチが押し込まれていない状態）にす
ることでシステムを終了します。

フロントカメラの電源スイッチをOFF（スイッチが押し込まれていない状
態）にすると、接続コードやエンジンの状態に関わらず、常に製品は電源オ
フの状態になります。

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

電源スイッチによる操作
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■動作LED機能
動作LEDの点灯・点滅によって製品の動作状況をお知らせします。

動作状況 １カメラ ２カメラ

起動 点灯（赤）

常時録画 点滅（赤） 点滅（青）

衝撃感知録画 速点滅（赤） 速点滅（青）

駐車モード待機 交互に遅点滅（赤/青）

温度監視機能の作動
（液晶画面）

点滅（赤）

ファームウェアアップデート 交互に点滅（赤/青）

フォーマット 点滅（赤）

■プライバシー機能
製品に暗証番号を設定し、本体での録画ファイル閲覧・フォーマットに制限をかける機能です。
ユーザー以外が勝手に録画ファイルを見たり、フォーマットで録画ファイルを消去することを防ぎます。

 »録画ファイル再生画面に進む際、ユーザーが設定した4桁の数字の暗証番号が必要となります。
 »フォーマットを実行する際、ユーザーが設定した4桁の数字の暗証番号が必要となります。
 »暗証番号を忘れてしまった場合、LGDプレイヤーでmicroSDカードのフォーマットを行う必要があります。
 »本機能は本体操作に限定したものであり、LGDプレイヤーでは暗証番号なしで録画ファイルを再生することができます。

 »バッテリー上がりを起こしやすい低温環境下の場合、『バッテリー保護機能』の動作温度を微調整します。
 »本機能を設定し0℃以下の環境で動作させた場合に、電圧監視機能の設定値よりも高い電圧で電源が切られる場合があります。
 »0℃以上の環境で利用している場合には、本機能は動作いたしません。

 »環境設定（➡P.33）で動作LEDが『オフ』に設定されている場合は点灯しません。

Note

Note

Note

■低温時保護機能.➡P.31
冬季など温度が低い環境では通常よりもバッテリー上がりが発生しやすくなります。本機能は、そのような環境下でも駐車
モードを安心してお使いいただくための機能です。
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本体起動後の液晶画面

① プレビュー画面 カメラが録画している映像をリアルタイムで表示します。
② 日時情報 上段に年月日、下段に時刻を表示します。 
③ センサーアイコン 衝撃センサーが正常であることを表示します。

④ リアカメラアイコン リアカメラの接続状態を表示します。
フロントカメラのみ　 リアカメラあり

⑤ 録画状態アイコン 現在の録画状態を表示します。
常時録画中　 イベント録画中　 駐車モード中

⑥ マイクアイコン 録音状態を表示します。無効の場合はアイコンがグレーになります。
⑦ GPSアイコン GPSの状態を表示します。受信していない場合はアイコンがグレーになります。

リアルタイムプレビューを一定時間操作しなかった場合、スクリーンセーバー（待機画面）に切り替わります。切り替え時間や表示内容
（または消灯設定）は環境設定（➡P.33）から変更することができます。

イメージ 時計

『画 面 設 定 ＞スクリーンセーバー』
の 項目を『イメージ』に設 定してい
る場 合、待 機 画 面 に 静 止 画 が 表 示
されます。

『画 面 設 定 ＞スクリーンセーバー』
の項目を『時計画面』に設定してい
る場 合、待 機 画 面 に 時 計 が 表 示さ
れます。

BLACK BOX

②① ⑤④③ ⑦⑥

11：01：15
2016.03.28 MON

■スクリーンセーバー

■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。

常時録画を開始 「録画を開始します」

常時録画を停止 「録画を終了します」

本体のシステムをシャットダウン 「終了します」

本体を再起動 「再起動します」

microSDカードがセットされていない
microSDカードがエラーで認識できない

「SDカードを確認して下さい」

GPS信号の受信完了 「GPS信号を受信しました」

駐車モードへ切り替え 「駐車モードに入ります」

走行モードへ切り替え 「走行モードに入ります」

温度監視機能の作動（液晶画面） 「保護のため液晶画面をオフにします」

温度監視機能の作動（本体） 「保護のためシステムを終了します」

リアカメラの接続を認識／接続が解除 「リアカメラをご確認ください」

電圧監視機能の作動 「電源が不安定なため、システムを終了します」

■リアルタイムプレビュー

 »環境設定（➡P.32）でスピーカー音量が『オフ』に設定されている場合は音声案内が流れません。

Note



フロント＋リア（小）

フロント（左）＋リア（右）

フロント

リア
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コントロールパネル クイック設定

リアルタイムプレビューの画面をタッチすると、画面の左右にコントロールパネルが表示されます。

③ ④① ②

※.選択肢. …デフォルトの設定

① 音声録音
オフ / .オン.
録画ファイルに音声を記録するかを選択します。

② スクリーンセーバー

オフ / .オン.
画面を一定時間タッチせずにいた場合、スクリー
ンセーバー（待機画面）を表示するか選択すること
ができます。

③ 駐車モード

オフ / .モーション・衝撃. / 衝撃
駐車モードで録画を行う条件を設定することがで
きます。

『オフ』にした 場 合 は 駐 車 モ ード に 入らず、走 行
モードのままで録画を続けます。

④ 液晶オフ この項目をタッチすると、液晶画面を消灯します。
消灯した画面はタッチすることで復帰します。

① クイック設定（➡P.27） 録画を継続しながら設定を変えることができます。
② メニュー（➡P.30） 詳細設定の変更や録画ファイルの確認ができます。
③ 緊急録画 緊急録画を実行します。

④ 画面表示切り替え

リアカメラを接続している場合、リアルタイムプレ
ビューの表示を切り替えることができます。
切り替わる順番は下記の通りです。

コントロールパネル＞クイック設定の順にタッチして、クイック設定画面に移動することができます。
クイック設定では、録画を中断することなく一部の設定を変更することができます。
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録画方式の選択画面

再生リスト

コントロールパネル＞メニュー＞ファイル再生の順にタッチして、録画ファイルの確認画面に移動することができます。
録画ファイルの種類をタッチすると、該当するファイルが再生リストに表示されます。ファイル名をタッチすると再生を開始します。

ファイル再生

① 前の画面に戻る メニュー画面に戻ります。

② 録画方式選択 再生リストに表示するファイルを選択します。

①

②

③

②
①

① 録画方式 ②で選択した録画方式が表示されます。

② ファイル名 録 画ファイル が 古 い 順 に 表 示されます。ファイル 名 を
タッチすると再生を開始します。

③ ページ送り 再生リストの前／次のページを表示します。

■再生リストの表示

各種ボタンをタッチすることで再生画面を操作することができます。
しばらく画面にタッチしなかった場合、ボタンは自動的に非表示になりますが、画面にタッチすることで再度表示することができます。

前の画面に戻る 再生リストに戻ります。

ズームモード ズームモードに切り替えます。

カメラ切り替え リアカメラ映像がある場合のみ表示されます。リ
アまたはフロントカメラの映像に切り替えます。

. 前／次のファイル 再生する録画ファイルを切り替えます。

. 一時停止／再生 再生リストの前／次のページを表示します。

ズームモード終了 ズームモードを終了します。

.

.
拡大部分を変更 拡大表示する場所を変更します。

ズームイン さらに表示を拡大します。

ズームアウト 表示を縮小します。

再生画面

ズームモード

■再生画面での操作方法
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コントロールパネル＞メニュー＞環境設定の順にタッチして、本体設定の変更画面に移動することができます。
設定項目はカテゴリごとに分けられています。

環境設定

① 録画（➡P.31） 録画の画質や衝撃感知・動体検知の感度など、録画
に関する設定を行います。

② サウンド（➡P.32） スピーカー音量や音声案内のオン/オフなど、音に
関する設定を行います。

③ 画面（➡P.33） 液晶画面の明るさやスクリーンセーバーの種類な
ど、ディスプレイに関する設定を行います。

④ フォーマットと初期化
（➡P.34）

microSDカードのフォーマットや本体の初期化な
どを行います。

⑤ 時間（➡P.35） 日時に関する設定を行います。

⑥ システム情報（➡P.36） プライバシー機能の設定やシステム情報の一括表
示を行います。

■設定項目を選択する 録画

画質
低 / 中 / .高.
録画の画質や衝撃感知・動体検知の感度など、録画に関する
設定を行います。

走行中衝撃感度
オフ / 1（鈍感） / 2 / 3 / 4 / .5. / 7 / 8 / 9 / 10（敏感）
走行モードで衝撃を感知したとみなすレベルを設定します。

駐車中衝撃感度
オフ / 1（鈍感） / 2 / 3 / 4 / .5. / 7 / 8 / 9 / 10（敏感）
駐車モードで衝撃を感知したとみなすレベルを設定します。

モーション感度
鈍感 / .通常. / 敏感
駐車モードで動体を検知したとみなすレベルを設定します。

駐車モード

オフ / .モーション＋衝撃. / 衝撃
駐車モードで録画を行う条件を設定することができます。

『オフ』にした場合は駐車モードに入らず、走行モードのま
まで録画を続けます。

バッテリー保護
11.5（23.0） / 11.8（23.6） / .12.0（24.0）. / 12.2（24.4） / 12.5（25.0）
車両のバッテリー電圧が低下したとみなし、保護のため電
源をオフにする値を設定します。

低温時保護機能

オフ / .オン.
周辺温度が低い場合、バッテリー保護設定が作動する値を
自動的に調整する機能です。詳細はP.22の表をご参照くだ
さい。

音声録音
オフ / .オン.
録画ファイルに音声を記録するかどうかを選択します。

※.選択肢. …デフォルトの設定

④

①

⑤

②

⑥

③



32 33

サウンド

スピーカー
消音 / .小. / 中 / 大
スピーカーから出力される音の大きさを設定します。

音声案内
オフ / .オン.
音声によるアナウンス機能を設定します。

画面

画面の明るさ
暗い / .普通. / 明るい
液晶画面の明るさを設定します。

スクリーンセーバー
設定

イメージ / .時計. / 液晶オフ
スクリーンセーバーに表示する内容を設定します。

スクリーンセーバー
切り替え

.1分. / 5分 / 10分
スクリーンセーバーを表示するまでの時間を設定します。

前方LED （変更できません）

動作LED
オフ / .オン.
本体の裏面（タッチパネル液晶側）にある動作LEDの点灯に
ついて設定します。

タッチ校正 タッチ位置にずれが生じてきた場合に実行する校正プログ
ラムです。
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フォーマットと初期化

SDカードを
フォーマット

microSDカードをフォーマットします。録画したファイルが全
て消去されますのでご注意ください。

システム初期化 本体のシステムを初期化します。変更した本体設定が全て
デフォルトに戻りますのでご注意ください。

時間

GPSによる日時合わせ
オフ / .オン.
GPS信号によって日時を自動修正する機能です。

手動で日時を設定 手動で日時を設定することができます。

 »フォーマット画面の数値（％）は使用されている保存領域の割合を表し
ます。使用状況によっては100％に達する前にフォーマットが完了します
が、動作に問題はありません。

Note
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システム情報

プライバシー機能

オフ / .オン.
本体で録画ファイルの再生やmicroSDカードのフォーマッ
トを行う際に、パスワードを要求する機能です。オンにすると

『暗証番号変更』で設定した番号が必要となります。
また、本機能の変更を行う際もパスワードが必要となります。
初期設定は「0000」です。

暗証番号変更 『プライバシー機能』で使用するパスワードを設定すること
ができます。

システム情報 本体の設定を一覧表示します。

本製品で使用するmicroSDカードは独自形式でフォーマットされます。
そのため、パソコンでmicroSDカードを読み込んでもLGDプレイヤー以外からは録画ファイルを閲覧・操作することができません。
録画ファイルをパソコンで確認する際は、下記の手順にしたがい、パソコンにLGDプレイヤーをインストールしてください。

LGDプレイヤーのインストール

１電源スイッチを押して本体の電源を
オフにした後、カードスロットから

microSDカードを取り出します。

４インストーラーの表示にしたがいイ
ンストールを行います。完了するとデ

スクトップにアイコンが作成されます。

２microSDカードをパソコンで読み込
みます。（読み込めるスロットがない

場合はアダプタを使用してください）
３microSDカード内のインストーラー

『LGDPlayer_Installer.msi』を起動
します。

 »フォーマットなどによりmicroSDカード内のインストーラーが削除されてしまった場
合は、発売元ホームページ（www.inbyte.jp）からダウンロードすることができます。

Note

電源をオフにしてから取り出してください

OS Windows Vista/7/8/10
HDD 70MB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

推奨動作環境

 »『暗証番号変更』でパスワードを忘れてしまうと、Windowsパソコン用
のLGDプレイヤー（➡P.38）で初期化するまで、本体での録画ファイル再
生・microSDカードフォーマットができなくなってしまいます。設定する
際はご注意ください。

Note
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LGDプレイヤーの使用方法

■ LGDプレイヤーの画面

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

①

④
⑤

⑥

② ③
① メイン画面 録画映像を表示します。

②

 ディス クま た は
フォルダを選択

録画ファイルが保存されているフォルダを指定
し、再生リストに読み込みます。

 映像を保存
録画ファイルをAVI形式でコンピュータ内に保
存します。保存場所は『設定』から指定すること
ができます。

 キャプチャ 現 在 表 示されている録 画ファイル の 映 像を
jpg形式で保存します。

 ズーム マウスを当てた部分を拡大するズームウィン
ドウの表示／非表示を切り替えます。

 最大化／元に戻す メイン画面をディスプレイの横幅にあわせて
最大化します。もう一度押すと元に戻ります。

 映像切り替え フロントカメラまたはリアカメラの映像に切
り替えます。

 マップ表示 地図の表示／非表示を切り替えます。

 フォーマット microSDカードのフォーマットを行います。
詳細➡P.41

 設定 設定ウィンドウを開きます。詳細➡P.42

 映像の修復 録画ファイルの修復ツールを起動します。
詳細➡P.43

 最小化 ウィンドウを最小化します。
 終了 LGDプレイヤーを終了します。

③ サブ画面

２カメラで録画していた場合、メイン画面と連
動して映像を表示します。

『マップ表示』をオンにした場合は地図※が表示
されます。

④ シークバー 現在の再生位置を表示・変更します。

⑤

 前／次のファイルを再生します。
 １秒前に戻る／１秒後に進みます。
 再生／一時停止します。

Latitude※ 再生映像と連動して緯度を表示します。
Longitude※ 再生映像と連動して経度を表示します。

⑥ Gセンサーグラフ Gセンサーの反応をグラフに表示します。
⑦ 再生速度 映像を再生する速度を変更します。
⑧ 明るさ 映像の明るさを変更します。
⑨ 音量 映像の音量を変更します。
⑩ GPS速度※ 再生映像と連動して速度を表示します。

⑪ 再生リスト

指定されたフォルダ内にある録画ファイルを表
示します。
リストの上にあるチェックボックスから表示す
る録画ファイルを絞り込むことができます。

 »位置や速度はGPSによって取得される情報です。そのため、実
際の位置や速度とは異なる場合があります。
 »一部のデュアルモニタでズームを使用すると、エラーが発生す
る可能性があります。

Note

※GPS信号を受信している録画ファイルのみ表示できます。
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１  『ディスクまたはフォルダを選
択』をクリックして録画ファイルの場

所を指定します。（『F：』など）

１再生リストで保存したい録画ファイ
ルをクリックし、選択状態にします。

２再生リストに録画ファイルの一覧が
表示されます。

２  『映像保存』をクリックします。

３再生したい録画ファイルの名前をダ
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）

３録画ファイルが保存されます。保存
場所は設定ウィンドウの『映像の保

存先』から変更することができます。

■録画ファイルの再生方法

■録画ファイルの書き出し

■フォーマットウィンドウ

①

②

③

① ドライブ
フォーマットの対象となるドライブです。
microSDカードの接続ドライブが正しく選択
されていることをご確認ください。

② フォーマット ドライブをフォーマットします。
③ 閉じる フォーマットウィンドウを閉じます。

 »フォーマットを行うと全ての録画ファイルが削除され、パスワー
ド設定が「0000」に初期化されます。ご注意ください。
 »microSDカードは本製品用の独自形式でフォーマットされ、他
製品で使用することはできません。他製品で使用可能な形式
に戻したい場合は、SDカードフォーマッター（➡P.44）でフォー
マットを行う必要があります。

Note
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■設定ウィンドウ ■映像の修復ウィンドウ

①

②

③

① 録画設定 ドライブレコーダーの設定を変更することができます。
項目の詳細はP.30～P.36をご参照ください。

② パスの設定 LGDプレイヤーの機能で動画やキャプチャを保存する際、コンピューター上のどこに保存
するかを指定します。

③ 初期化 / 保存 / キャンセル 上記設定を初期化または保存します。キャンセルすると変更を加えずに設定ウィンドウを
閉じます。 １『ファイル追加』をクリックして、修復し

たい録画ファイルを選択します。 ２『修復』をクリックし、録画ファイルの
修復プログラムを実行します。 ３修復プログラムが完了した後、LGD

プレイヤーで録画ファイルをご確認
ください。

映像の修復ツールは、破損した録画ファイルの修復プログラムを実行します。ただし、破損状況によっては修復できない場合もあります。
破損ファイルが頻繁に保存される場合には、microSDカードでエラーが発生しているおそれがあります。本体またはLGDプレイヤー
によるmicroSDカードのフォーマットをお試しください。
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メンテナンス

■メモリーカードのフォーマット ■ファームウェアのアップデート
本体にセットしているメモリーカードには、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、メモリー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、メモリーカードの交換が必要となる可能性があります。

本製品用にフォーマットする

他製品用にフォーマットする

本体機能でフォーマット（➡P.34）します。またはWindowsパソコン用のLGDプレ
イヤー（無料）でフォーマット（➡P.41）します。

本製品で使用していたmicroSDカードを他製品で使用できる状態にするには、専
用フォーマットソフト（無料）を使用する必要があります。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。

１電源スイッチを押して本体の電源を
オフにした後、カードスロットから

microSDカードを取り出します。

６.カードスロットにmicroSDカードを
挿入し、電源スイッチを押して本体

の電源をオンにします。自動的にファーム
ウェアのアップデートが開始されます。

電源をオフにしてから取り出してください

microSDカードを入れてからオンにしてください

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。（microSDカード用の読み込み

ポートがない場合、付属のSDカードアダ
プタをご利用ください。）

５表示されたフォルダの中にダウン
ロードしたファームウェアをコピー

し、完了したらパソコンから取り出します。
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、microSDカード内にあるデータを表示
します。

ファーム
ウェア

 »本内容は2016年4月現在の情報に基づいて作成されたものです。
 »本製品で使用するmicroSDカードは独自形式でフォーマットされています。そのため、OS（Windowsなど）に搭載されている
フォーマット機能を使用しても正常に動作しません。

Note

SDアソシエーション.SD/SDHC/SDXC用.SDフォーマッター4.0
https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/
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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、３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.46）
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。

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

■LGDPlayer_Installer.msi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。
 »（常時電源コードをご利用の場合）車両の電圧と、本体のバッ
テリー保護設定をご確認ください。
 »電源ボタンがオンの状態（押し込まれている状態）になってい
るかご確認ください。

 »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。大切なファイルは必
ずパソコンなどに移して保管してください。
 »（本体の再生モードの場合）録画ファイルは古い順で表示され
ます。ページを切り替えてご確認ください。

 »microSDカードのフォーマットを行うと、LGDPlayer_Installer.
msi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。
 »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。
 »電源入力が不安定な場合、microSDカードに正常にデータを
保存できないことがあります。電源コードがしっかり配線され
ているかご確認ください。また、microSDカードのフォーマット
を行ってください。

■音声案内・ブザー音が流れない
 »本体設定のスピーカー音量が消音になっていないかご確認く
ださい。

■録画ファイルがパソコンで再生できない
 »LGDプレイヤーでデータを閲覧してください。他プレイヤーで
は正常に再生されない場合があります。

■液晶画面が反応しない
 »電源ボタンを押して一度シャットダウンし、再度ボタンを押して起
動してください。
 »リセットボタンを押して再起動してください。
 »電源コードを接続しなおしてください。


