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このたびは、「もしレコ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
 ご使用の前に必ず「安全にお使いいただくために」（4ページ～）をお
読みください。
 取扱説明書および保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。もしレコ

事故発生時は、記録された録画ファイル
が上書きされないように、本体の電源を
オフにしてからmicroSDカードを抜いて保
管してください。

電源オンの状態でmicroSDカードの抜き
差しを行わないでください。
microSDカードや録画ファイルの破損の
原因となります。
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安全にお使いいただくために
ご使用になるお客様や他の人が、安全にお使いいただくために重要な内容を記載しています。
ご使用の前に次の内容をよくお読みいただいた上、正しくお使いください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明します。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容警告

注意「人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される」内容

してはいけない内容 実行しなければいけない内容表示の説明

■ 設置について

警
告

本製品またはケーブル類は、運転
の妨げにならないように配置する。
アクセル・ブレーキ・チェンジレバー
の操作に影響が出るような設置や配
線をすると事故の原因になります。

本製品またはケーブルを視界の妨
げになる場所や、エアバッグ・運
転支援システムの動作を妨げる場
所には絶対に取り付けない。
事故・ケガの原因となります。
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■ 本体の取り扱いについて

注
意

ぬれた手で電源が入った状態の本体を触らない。
感電や故障の原因になります。

定期的に取り付け状態を点検する。
本体やケーブルが外れかかった状態で使用すると、事故や故障の原因になります。

警
告

分解
禁止

分解、修理、改造はしない。
異常動作によるケガや火災の原因に
なります。修理は裏表紙のカスタマー
サービスセンターにご相談ください。

microSDカードをお子様やペット
（動物）の手の届くところに保管
しない。
誤飲などの原因になります。

当社が指示・販売している以外の
部品を使用しない。
また、本製品の付属品を他の製品
に使用しない。
事故や火災の原因になります。



6

警
告

■ ご使用中について

安全にお使いいただくために（続き）

本製品を心臓ペースメーカーなど
の医療機器の近くで使用しない。
医療用電子機器の誤動作をまねく
原因になります。

運転者は走行中に本機を操作したり、画面を注視しない。
事故の原因になります。

次のような場合は、直ちに使用を中止し、専用シガー電源アダプターをシガー
ソケットから抜き、裏表紙のカスタマーサポートセンターまでご連絡する。
そのままご使用を続けると、感電、火災、ヤケド、ケガ、故障の原因になります。
• 異常を感じた場合
• 使用中にこげくさい臭いや煙が出た場合
• 使用中に本体や電源コードの一部が熱くなった場合。
• 電源コードに触れたり折り曲げたりすると電気が入ったり切れたりする場合
• 電源コードの被覆が破損した場合
• 電源アダプター端子の金属部分が変形したり、著しく変色した場合
• 部品が破損または紛失した場合
• 電源コードが洗剤や殺虫剤に浸った場合

取扱説明書で指示されている部品
（当社が推奨または販売している
部品）以外は使用しない。
故障やケガの原因になります。
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ご使用中について

本体の取り扱いについて

本機のレンズ部を清潔にしてください。本機のレンズ部に異物またはステッカーなど視野を妨
げるものがあると正常な録画ができません。
ダッシュボード周りに物が置いてあると、フロントガラスに反射してカメラ映像に映り込むがあ
ります。ダッシュボード周りには物を置かないようにしてください。

落としたり、強いショックを与えないでください。故障の原因になります。
本体内部に水や異物を入れないでください。故障の原因になります。
結露したまま使用しないでください。故障の原因になります。
（気温の低いところから高いところへ移動すると、本体に結露が生じることがあります）

使用上の注意
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microSDカードの取り扱いについて

microSDカードを抜き差しするときは、必ず電源を切ってください。
本製品は8～ 32GBまでのmicroSDHC(Class10以上）に対応しています。
※必ずClass10以上を使用してください。
※製品の性質上、すべての環境、組み合わせの動作を保証するものではありません。

重要

 端子部に触れたり、金属を接触させないでください。
 microSDカードに衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
 録画データの入っているmicroSDカードを使用する場合は、不測の事態に備えてデータの
バックアップを必ず行ってください。
 microSDカードは、必ず初めに本製品でフォーマット（初期化）をしてからご使用ください。（20
ページ）（フォーマットを行うと、保護ファイルも含めてすべてのファイルが削除されます）
 安定的な動作のため、1～ 2週間に1度、microSDカードをフォーマットすることをおすす
めします。（50ページ）
 microSDカードは消耗品です。長期間使用すると保存機能に問題が発生するおそれがあり
ますので、2～ 3年を目安に新しいmicroSDカードに買い替えることを推奨します。

使用上の注意（続き）
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セット内容
■	電源アダプター	×1

■	取り付けブラケット×1

■	フロントカメラ本体	×1

■		microSDカード（16GB）、SDカード変換アダプタ	
セット×1

本体接続プラグ

ケーブル

リアカメラ接続プラグ

microSDカード

シガープラグ

SDカード
変換アダプタ

（長さ約3.5m	※シガープラグ、本体接続プラグ含まず）
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■	ケーブルクリップ

	 （小）×5（ケーブル1本用）

	 （大）×8（ケーブル2本用）

■	取扱説明書（本書）×1

■	取り付けガイド×1

セット内容（続き）

取扱説明書 保証書付

2019年11月発行（1）

このたびは、「モシレコ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

 ● 本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
 ● ご使用の前に必ず「安全にお使いいただくために」（4ページ～）をお
読みください。
 ● 取扱説明書および保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。モシレコ

事故発生時は、記録された録画ファイル
が上書きされないように、本体の電源を
オフにしてからmicroSDカードを抜いて保
管してください。

電源オンの状態でmicroSDカードの抜き
差しを行わないでください。
microSDカードや録画ファイルの破損の
原因となります。
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■	リアカメラ本体×1

■	リアカメラ用ケーブル×1（長さ約6m）

■	ケーブルクリップ

	 （小）×5（ケーブル1本用）

	 （大）×8（ケーブル2本用）

専用リアカメラ接続セット

リアカメラ

アダプター接続プラグ

接続プラグ

本体接続プラグ

※リアカメラ同梱仕様のみ以下のセットが含まれます。
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本体の各部の名称と働き
■	本体正面

■	本体背面

❽

❼
❻
❺

❶

❷

❸

❹

■	本体側面

■	本体底面

❾

■	本体上面

⓫❿

⓬

保護シートをはがして
ご使用ください

保護シートをはがして
ご使用ください
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❶	レンズ
❷	スピーカー
❸	ディスプレイ（2インチ液晶モニター）
❹	操作ボタン
▲／▼ボタン 設定項目を選択します。
OKボタン 設定項目の決定や録画、撮影

の開始／停止をします。
❺	LCDボタン
 ディスプレイ表示のオン／オフを行います。
❻	MENUボタン
 設定画面を表示します。
❼	MODEボタン
 動画、静止画、再生・表示モードの順にモード
を切り替えます。録画中に押すとファイルを保護
（イベント録画として保存）／保護解除します。

❽	LEDランプ
 電源をオンにすると、赤色に点灯します。
❾	microSDスロット
 microSDカードを挿入します。
❿	ブラケット取り付けレール
 専用取付ブラケットを差し込みます。
⓫	電源端子（DC-IN）
 専用シガー電源アダプターの本体接続プラグを接
続します。

⓬	リセットボタン
 押すと本製品を強制的に再起動します。



14

本製品の取り付けについて

■ フロントカメラの設置について

取り付け方法は別紙「取り付けガイド」を参照してください。
 本製品は外国車では使用できない場合があります。
本製品はDC12V対応ですが、シガーソケットの形状により使用できない場合があります。
長時間、高温・直射日光にさらされる場所や湿度の高い場所への設置、車内への放置は故障
の原因となります。使用しない場合は必ず外して保管してください。
テレビ／ラジオのアンテナ付近に設置しないでください。テレビ／ラジオの受信感度が低下し
たり、ノイズの原因となります。

フロントカメラは以下の位置に取り付けてください。
 フロントガラスの上部20％以内の位置
 運転者の前方視界を妨げない位置
 ワイパーの拭き取り範囲内
 ルームミラーやサンバイザーに干渉しない位置
 車検シールと重ならない位置
 フロントガラスのアンテナ線などに重ならない位置
 フロントガラスの縁の着色部が、画像がかからない位置
 エアバッグの動作や運転支援システムの妨げになら
ない位置

20％以内

＜取り付けイメージ＞

※付属のシガープラグで電圧変換を
行っていますので、必ず本機に付属
のシガープラグをそのままお使いく
ださい。
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■ リアカメラの設置について
リアカメラは以下の位置に取り付けてください。
 運転者の視界を妨げない位置
 ワイパーの拭き取り範囲内
 ミラーや日よけなどに干渉しない位置
 リアガラスのアンテナ線や電熱線などに重
ならない位置
 リアガラスの縁の着色部が、画像がかから
ない位置
 車載機器の動作や運転支援システムの妨げ
にならない位置 リアワイパー拭き取り

（稼働範囲）

警告 当社販売の専用のリアカメラ以外は絶対に接続しないでください。
火災・故障の原因になります。

＜車内から見たイメージ＞

※リアガラスの電熱線上に取り付けると、取り外
す際に電熱線をいためる恐れがありますので、
ご注意ください。

フロントへ

電熱線
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電源を入れる

基本的な使い方

本体の電源がオンになり、自動的に常時録画がスタート
します。
●通電中、ランプが赤色に点灯します。
●最後までしっかり差し込んでください。

LCD

OK

MENU

MODE

DC IN

1

2

3

本体に専用シガー電源アダプターの本体接続
プラグを差し込みます。

車のシガーソケットに専用シガー電源アダプター
のシガープラグを差し込みます。

エンジンを始動するか、車のアクセサリー電源
をオンにします。

ポイント
本製品は車のアクセサリー電源に連動して電源がオン／
オフします。

1

2
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車のエンジンを切ったり、シガー電源アダプターを抜くと、
終了画面が表示されて約1秒後に電源が切れます。

電源を切る

画面がフリーズしたり、誤動作したときは
本体底面のリセットボタンを押して、強制的に
再起動してください。

リセットボタン
先端の細いもので軽く
押してください。

ポイント
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microSDカードをセットする

1

2

専用シガー電源アダプターの本体接続プラグ
を抜いて電源をオフにします。

基本的な使い方（続き）

LCD

OK

MENU

MODE

DC IN

microSDカードの向きに注意してカチッと
音がするまで、奥まで差し込んでください。

本体側面のmicroSDスロットに、
microSDカードを図の向きで挿入します。

LCD

OK

MENU

MODE

DC IN

1

2
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microSDカードを取り出す

LCD

OK

MENU

MODE

DC IN
LCD

OK

MENU

MODE

DC IN

microSDカードの中央部を押して、
カードが少し飛び出したら、 
引き抜きます。
microSDカードは消耗品であり、長期間
使用すると、保存機能に問題が発生する
おそれがありますので、2～ 3年を目安に
新しいmicroSDカードに買い替えることを
おすすめします。

1

2

専用シガー電源アダプターの本体接続プラグ
を抜いて電源をオフにします。

LCD

OK

MENU

MODE

DC IN

1

2
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はじめてお使いになるときは
microSDカードをフォーマット（初期化）する 	

1 本製品の電源をオンにした後、
MENUボタンを押して設定画面を
表示します。

2

3

MODEボタンを3回押し、「SDカード」
設定画面を表示します。

▲／▼ボタンを押して「SD初期化」
を選択し、OKボタンを押します。

1/11/1

SDカードSDカード

SD初期化SD初期化

microSDカードをはじめて本製品で使用するときは、必ず使用前に以下の手順でフォーマット
（初期化）してください。

1

1/11/1

動画設定動画設定

音声録音音声録音

録画時間録画時間

動画設定動画設定 高画質高画質

１分１分

オンオン

2

3
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すぐにフォーマットが開始されます。

「SDカードのフォーマットが完了しました。」
と表示されたら、フォーマット完了です。

4 「SDカードを初期化しますか？」という確認画面が
表示されますので、
▲／▼ボタンを押して「はい」を選択し、
OKボタンを押します。

SDカードを初期化しますか？SDカードを初期化しますか？
全てのデータが削除されます。全てのデータが削除されます。

はいはい いいえいいえ

SD初期化SD初期化

SDカードを初期化しますか？SDカードを初期化しますか？
全てのデータが削除されます。全てのデータが削除されます。

はいはい いいえいいえ

SD初期化SD初期化

SDカードの
フォーマットが完了しました。※SDカード設定画面の操作方法については、

44 ～ 45ページを参照してください。
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日付／時刻を設定する

3
1/31/3

一般設定一般設定

LED信号 対応LED信号 対応

時間設定時間設定

操作音操作音 オンオン

50 Hz50 Hz

1

1

2

3

MENUボタンを押して設定画面を表示
します。
●あらかじめ動画撮影モードまたは静止画撮影
モードに切り替えてください。

●録画中の場合は、OKボタンを押して録画を停
止します。
 （録画中はモード切替ができません）

▲／▼ボタンを押して「時間設定」を
選択し、OKボタンを押します。

2 MODEボタンを何回か押し、 
「一般設定」画面を表示します。

	

1/11/1

動画設定動画設定

音声録音音声録音

録画時間録画時間

動画設定動画設定 高画質高画質

１分１分

オンオン

はじめてお使いになるときは（続き）
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4 日付と時刻を変更します。
設定項目はオレンジ色で表示されます。
▲／▼ボタン： 数値の増減をします。
OKボタン： 次の項目へ移動します。
MODEボタン：前の項目へ移動します。

時間設定時間設定

2019 年 09 月 22 日2019 年 09 月 22 日

12 : 36 : 3212 : 36 : 32

OKOK

設定が終わったら、「OK」を選択し、OKボタンを
押します。

	

※一般設定画面の操作方法については、44～ 45ページを参照してください。
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録画をする

1

2

本体にmicroSDカードがセットされていることを確認します。

エンジンを始動するか、車のアクセサリー電源をオンにすると、本製品
の電源もオンになり、常時録画が自動的に開始されます。
 本製品の電源がオンになると、LEDランプが赤色に点
灯し、「常時録画を開始します」と音声が流れます。
 常時録画は本製品の電源がオフになるまで続きます。
 録画設定の初期値は以下のとおりです。変更したい場合
は、46ページ「動画設定（1/1）」をご参照ください。
動画設定 録画単位時間 音声録音
高画質 1分 オン

録画が開始されると、録画
マークが表示されます。

常時録画を開始する

2019/ 09/ 26 09: 21: 352019/ 09/ 26 09: 21: 35 00:1200:12

REC FHDFHD



常時録画時の確認ポイント
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SDカードが正しく挿入されている。
カードが正しくセットされていないと、「SDカードを挿
入してください。」と表示され、SDカードマークが

2019/ 09/ 26 09: 21: 352019/ 09/ 26 09: 21: 35 00:1200:12

REC FHDFHD 
になります。電源をオフにしてmicroSDカードを正しく
セットしてください。

2019/ 09/ 26 09: 21: 352019/ 09/ 26 09: 21: 35 00:1200:12

REC FHDFHD

録画マーク
SDカードマーク

時刻／日付表示

常時録画をするときは、以下を確認してください。

録画マークが表示されている。

日付／時刻が正しく表示されている。
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動画録画モード時は以下の画面が表示されます。

2019/ 09/ 26 11: 34: 192019/ 09/ 26 11: 34: 19 01:2101:21

FHDFHDREC

❶

❼ ❽

❻

❷ ❸ ❹ ❺

録画画面の見方

録画をする（続き）
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項目 アイコン 説明

❶ 音声録音なし 音声を録音していません。
▼ボタンを押すと音声録音のオン／オフを切り替えることができます。

❷ 録画中状態
録画中です。

録画していません。

❸ 動画解像度※
FHDFHD FHD（1920×1080）、27.5fpsの画質で録画します。

HDHD HD（1280×720）、27.5fpsの画質で録画します。

❹ モード表示 動画録画モード時に表示されます。

❺ SDカード
microSDカードが本体にセットされています。

microSDカードが本体にセットされていません。

❻ イベント録画 イベント録画中です。（→31ページ）

❼ 日時表示 ー 現在日時が表示されます。

❽ 録画時間 ー 録画経過時間が表示されます。
（録画単位時間を超えると、「00：00」に戻ります）

※ リアカメラは1280×72030fpsの画質から変更できません。
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イベント録画切り替え
常時録画中に押すと、イベント録画に切り替え、押したタイミングの前
後の時間に撮影されたファイルがEventフォルダに保存されます。
イベント録画中は、画面右下に が表示されます。もう一度押すと常
時録画に戻ります。

ディスプレイ表示オン／オフ切り替え

設定画面表示

2019/ 09/ 26 09: 21: 352019/ 09/ 26 09: 21: 35 00:1200:12

REC FHDFHD

録画時の操作方法 	

録画をする（続き）
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（長押しで）カメラ切り替え
リアカメラが接続されていると、長押しするたびにフロント／リアカメラ表示が切り替わります。

音声録音のオン／オフ切り替え
音声録音をオフにすると、画面上部に が表示されます。
（オンのときは何も表示されません。）

録画の開始／停止
（長押しで）静止画の撮影
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録画の種類について

常時録画

起動してから終了するまで常時録画します。
 1ファイルあたりの録画時間を1分、2分、3分のいずれかに設定できます。（→46ページ）
 常時録画の容量がSDカード全体の60％に達すると、一番古いファイルから上書きして保存
されます。
 動画モード以外の操作を行っているとき、録画（常時／イベント）は行われません。

設定した録画時間のファイル
（1分／ 2分／ 3分）

micro	SDカードの	
「Normal」フォルダに	

保存されます。

録画をする（続き）

常時録画ファイル 常時録画ファイル 常時録画ファイル常時録画ファイル 常時録画ファイル
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イベント録画

本体内部のGセンサーが一定以上の衝撃を感知するか、常時録画中にMODEボタンを押すと、
イベント録画としてファイルが保存されます。
 イベントが発生した前後の動画を含め3つの録画ファイルがEventフォルダに保存されます。
 録画時間単位は常時録画の設定時間と同様です。
 イベント録画ファイルの容量がSDカード全体の38%に達すると、「SDカードの空き容量が
ありません」と表示され、イベント発生時の録画は、常時録画ファイルとして保存されます。

設定した録画時間のファイル
（1分／ 2分／ 3分）

録画の種類について（続き）

micro	SDカードの	
「Event」フォルダに	
保存されます。

常時録画ファイル 常時録画ファイルイベント録画ファイル イベント録画ファイル イベント録画ファイル

衝撃感知

※３２ページの「録画時の注意点」もお読みください。
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録画時の注意点

●		常時録画ファイルはmicroSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして
保存されます。

 上書きされたくない録画ファイルは保護してください（→58ページ）。
●		保護された常時録画ファイルは上書きされません。
 保護されたファイルが増えてmicroSDカードの容量が不足すると、「SDカードの空き容量があ
りません。」と表示され、イベント録画や常時録画ができなくなります。

●		イベント録画ファイルは上書きされません。
 イベント録画ファイルが増えてmicroSDカードの容量が不足すると、イベント発生時の録画は、
常時録画ファイルとして保存されます。常時録画ファイルは上書きされる可能性がありますの
で、重要な録画ファイルはすぐに保護（→５8ページ）するか、バックアップを行ってください。

●		microSDカードの容量が不足した場合は、下記のいずれかの対応を行ってください。
・不要な録画ファイルを削除（→５４ページ）してください。
・別のmicroSDカードに交換してください。
・必要な録画ファイルをパソコン等にバックアップしてから、microSDカードをフォーマット
（→２０ページ）してください。

録画をする（続き）
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録画時間の目安

microSDカードの容量の割り当て

解像度 microSDカードの容量
8GB 16GB 32GB

FHD
（1920×1080） 約50分 約95分 約190分

HD
（1280×720） 約85分 約165分 約330分

※フロントとリア同時に常時録画、イベント録画（G
センサー、手動）による録画時間の合計です。

※スピードクラス：Class10を使用
※数値はあくまで目安です。実際とは多少異なります。

録画の種類によってmicroSDカードの容量がそれぞれ
右表のように割り当てられます。

録画の種類 割り当て量
常時録画 全体の60％
イベント録画 全体の38％
静止画 全体の1％
システム用 全体の1％
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本製品を起動すると、動画録画モードからスタートします。
録画を停止してからMODEボタンを押すことで、モードを切り替えることができます。

動画を録画します。
→24ページ

2019/ 09/ 26 09: 21: 352019/ 09/ 26 09: 21: 35

STBY FHDFHD

モードの切替

静止画を撮影します。
→36ページ

フロントカメラで録画した動
画ファイルを再生します。
→38ページ

2019/ 09/ 26 09: 21: 352019/ 09/ 26 09: 21: 35

3M

2019/ 09/ 26 11: 08: 54  [ 15:40 ]2019/ 09/ 26 11: 08: 54  [ 15:40 ]

0101
1414

FILE190926-110854FFILE190926-110854F常時常時

①		動画録画モード ②		静止画撮影モード ③		動画再生モード	
（フロントカメラ）

その他のモードについて
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モードの切替

リアカメラで録画した動画ファ
イルを再生します（右下に「R」
と表示）。→38ページ

フロントカメラで撮影した静
止画ファイルを表示します。
→42ページ

2019/ 09/ 26 11: 32: 57  [ 02:00 ]    R2019/ 09/ 26 11: 32: 57  [ 02:00 ]    R

11
11

FILE190926-113257RFILE190926-113257R常時常時

2019/ 09/ 26 11: 08: 542019/ 09/ 26 11: 08: 54

11
11

IMG190926-110854FIMG190926-110854F

リアカメラで撮影した静止画
ファイルを表示します（右下に
「R」と表示）。→42ページ

2019/ 09/ 27 10: 24: 032019/ 09/ 27 10: 24: 03 RR

11
11

IMG190927-102403RIMG190927-102403R

④		動画再生モード	
（リアカメラ）

⑤		静止画再生モード	
（フロントカメラ）

⑥		静止画再生モード	
（リアカメラ）
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OKボタンを押したときだけ静止画を撮影します。

2019/ 09/ 26 09: 21: 352019/ 09/ 26 09: 21: 35

3M

❶ ❷ ❸

❹

画面について
項目 アイコン 説明

❶ 解像度

3M 2048×1536の解像度で撮影します。

2M 1920×1080の解像度で撮影します。

1.2M 1280×960の解像度で撮影します。

VGA 640×480の解像度で撮影します。

❷ モード表示 静止画撮影モード時に表示されます。

❸ SDカード

microSDカードが本体にセットされて
います。
microSDカードが本体にセットされて
いません。

❹ 日時表示 ー 現在日時が表示されます。

静止画撮影モード

その他のモードについて（続き）
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静止画撮影モード

操作方法

静止画撮影

（長押しで）カメラ切り替え
リアカメラが接続されているとき
は、長押しするたびにフロント／
リアカメラ表示に切り替わります。

2019/ 09/ 26 09: 21: 352019/ 09/ 26 09: 21: 35

3M

	

ディスプレイ表示オン／オフ切り替え

設定画面表示

 静止画撮影の初期値は以下のとおりです。
変更したい場合は、47ページ「静止画設定（1/1）」をご参照ください。
項目 説明
解像度 3M
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動画再生モード（フロント・リア）

録画した動画ファイルを再生します。

ファイル一覧画面

2019/ 08/ 15 09: 14: 23 [ 12:33 ]2019/ 08/ 15 09: 14: 23 [ 12:33 ]

0101
1414

FILE190815-091423FFILE190815-091423F常時常時

❺

❼ ❽

❶ ❷ ❸
項目 アイコン 説明

❶ 録画タイプ※
常時 常時録画時に撮影された映像を

表示しています。

イベ イベント録画時に撮影された映
像を表示しています。

❷ ファイル名 ー 選択した動画のファイル名が表
示されます。

❸ SDカード

microSDカードが本体にセット
されています。
microSDカードが本体にセット
されていません。

❹ ページ数

2019/ 09/ 26 11: 08: 54  [ 15:40 ]2019/ 09/ 26 11: 08: 54  [ 15:40 ]

0101
1414

FILE190926-110854FFILE190926-110854F常時常時

現在表示されているページ数／全
体のページ数が表示されます。

❻

❹

※表示する録画タイプ（常時／イベン
ト）は「再生設定」→「録画タイプ」
で切り替えてください。

 （→48ページ)

	

その他のモードについて（続き）
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項目 アイコン 説明

❺ ファイル ー
選択したファイルは赤枠で表示されます。
ファイルを選択した状態でOKボタンを押すと、動画が再生されます。
保護されたファイルは左上に が表示されます。

❻ 録画日時 ー 選択したファイルの録画した日時が表示されます。

❼ 録画時間 ー 選択したファイルの録画時間が表示されます。

❽ カメラ2019/ 09/ 27 10: 24: 032019/ 09/ 27 10: 24: 03 RR

11
11

IMG190927-102403RIMG190927-102403R

リアカメラの動画再生モードのときに「R」と表示されます。フロントカメラ
の動画再生モード時は何も表示されません。
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00:04 / 12:3300:04 / 12:33

4 / 544 / 54

FILE190815-091423FFILE190815-091423F

動画を再生する
ファイル一覧画面で再生するファイルを選択し、OKボタンを押すと動画が再生されます。

停止
再生を停止して、ファイ
ル一覧画面に戻ります。

再生／一時停止
巻き戻し／早送り再生してい
るときは通常速度の再生に
戻ります。

巻き戻し再生
押すごとに－2、－4、－8倍
に再生速度を切り替えます。

早送り再生
押すごとに2、4、8倍に再
生速度を切り替えます。

2019/ 08/ 15 09: 14: 23 [ 12:33 ]2019/ 08/ 15 09: 14: 23 [ 12:33 ]

0101
1414

FILE190815-091423FFILE190815-091423F常時常時

動画再生モード（フロント・リア）（続き） 		

その他のモードについて（続き）

※フロントカメラ動画とリアカメ
ラ動画の切替は、34 ～ 35
ページを参照してください。
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再生画面

00:04 / 12:3300:04 / 12:33

4 / 544 / 54

FILE190815-091423FFILE190815-091423F

❶ ❷

❸ ❹

項目 アイコン 説明

❶ 再生状態

▶ 再生中

▶▶ 早送り中

◀◀ 巻き戻し中

▶〓 一時停止中

❷ ファイル数

00:04 / 12:3300:04 / 12:33

4 / 544 / 54

FILE190815-091423FFILE190815-091423F

現在表示されているファイル／全体
ファイル数が表示されます。

❸ ファイル名 － 現在再生している動画のファイル名
が表示されます。

❹ 再生時間 － 現在の再生時間／録画時間が表示
されます。
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静止画再生モード

ファイル一覧画面

2019/ 09/ 26 09: 12: 252019/ 09/ 26 09: 12: 25

11
11

IMG190926-091225FIMG190926-091225F

❹

❶ ❷
項目 アイコン 説明

❶ ファイル名 ー 選択した画像のファイル名が表示
されます。

❷ SDカード

microSDカードが本体にセットさ
れています。
microSDカードが本体にセットさ
れていません。

❸ ページ数

2019/ 09/ 26 11: 08: 54  [ 15:40 ]2019/ 09/ 26 11: 08: 54  [ 15:40 ]

0101
1414

FILE190926-110854FFILE190926-110854F常時常時

現在表示されているページ数／
全体のページ数が表示されます。

❹ ファイル ー ファイルを選択した状態でOKボタ
ンを押すと、全体表示されます。

❺ 撮影日時 ー 選択したファイルを撮影した日時
が表示されます。

❺

❸

	

その他のモードについて（続き）
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2019/09/26 09:122019/09/26 09:12
IMG190926-091225FIMG190926-091225F

ファイル選択
前後のファイルに移動します。

一覧画面に戻る

静止画表示中の操作方法

	



44

設定する
設定画面を表示する

1/11/1

動画設定動画設定

音声録音音声録音

録画時間録画時間

動画設定動画設定 高画質高画質

１分１分

オンオン

11 MENUボタンを押します。

設定画面が表示されます。
●録画中の場合は、OKボタンを押して録画を停止
します。（録画中はモード切替ができません）

●「動画再生モード」、「静止画再生モード」時は「再
生設定」画面のみ表示できます。

●	MENUボタンを押して最初に表示される画面は各モードによって異なります。
●	「動画再生モード」、「静止画再生モード」時は「再生設定」画面のみ表示できます。

ポイント
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戻る
ひとつ前の項目に戻ったり、
設定画面に戻ります。

決定
選択した項目や値を決定します。

メニュー切り替え
押すたびに以下の順で設定
画面が切り替わります。

項目選択
前後の項目に移動します。

設定画面表示中の操作方法

動画設定 静止画設定 再生設定 一般設定SDカード設定

1/11/1

動画設定動画設定

音声録音音声録音

録画時間録画時間

動画設定動画設定 高画質高画質

１分１分

オンオン

1/11/1

静止画設定静止画設定

解像度解像度 3M3M
1/21/2

再生設定再生設定

保護保護

削除削除

音量音量 55

1/11/1

SDカードSDカード

SD初期化SD初期化

1/31/3

一般設定一般設定

LED信号 対応LED信号 対応

時間設定時間設定

操作音操作音 オンオン

50 Hz50 Hz

→46ページ →47ページ →48ページ →50ページ →51ページ
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動画設定（1/1）

1/11/1

動画設定動画設定

音声録音音声録音

録画時間録画時間

動画設定動画設定 高画質高画質

１分１分

オンオン

項目 説明

動画設定
（初期値：	高画質)

録画時の画質を設定します。
[高画質（FHD）／低画質（HD）]
※リアカメラの画質はHDで固定されています。

録画単位時間
（初期値：	1分）

1ファイルあたりの録画時間を設定します。
[1分／ 2分／ 3分]

音声録音
（初期値：オン）

音声録音のオン／オフを設定します。
※リアカメラは音声録音できません。

動画を撮影するときの詳細設定を行います。

設定する（続き）
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静止画設定（1/1）

1/11/1

静止画設定静止画設定

解像度解像度 3M3M

項目 説明
解像度
（初期値：3M)

撮影する写真の解像度を設定します。
項目 解像度
3M 2048×1536
2M 1920×1080
1.2M 1280×960
VGA 640×480

静止画を撮影するときの詳細設定を行います。
（ただしリアカメラの設定変更はできません）
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再生設定（1/2）

1/21/2

再生設定再生設定

保護保護

削除削除

音量音量 55

項目 説明
音量
（初期値：	5)

録画ファイルの再生音や、操作音の音量を設定します。
[0～ 10]

削除 ファイルの削除を行います。（→54ページ)
[1つ削除／全て削除]

保護 ファイルの保護／保護解除を行います。（→58ページ)
[1つ保護／ 1つ保護解除／全て保護／全て保護解除]

本製品の音量変更、ファイルの削除／保護ができます。

設定する（続き）
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再生設定（2/2）

2/22/2

再生設定再生設定

録画タイプ録画タイプ 常時常時

項目 説明
録画タイプ
（初期値：	常時)

閲覧する録画タイプを切り替えます。
録画タイプはフロント／リアカメラ同時に切り替わります。
項目 ファイルの種類
常時 常時録画ファイル
イベント イベント録画ファイル

本製品の音量変更、ファイルの削除／保護ができます。
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SDカード（1/1）

1/11/1

SDカードSDカード

SD初期化SD初期化

項目 説明
SD初期化 microSDカードをフォーマット（初期化）します。（→20ページ)

microSDカードのフォーマット（初期化）を行います。
（フォーマットを行うと、全ての録画ファイルが消去されます。
必要なファイルはパソコンなどに保存してからフォーマットを
行ってください。）

設定する（続き）

micro	SDカードを長時間使用し続けると、データが記録できない領域（不良
セクタ）が発生し、録画ファイルが正しく保存できなくなる可能性があります。
micro	SDカードをフォーマットすることで、より安定した動作で使用することが
できますので1～2週間に一度、フォーマットを行ってください。

重要
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一般設定（1/3）

1/31/3

一般設定一般設定

LED信号 対応LED信号 対応

時間設定時間設定

操作音操作音 オンオン

50 Hz50 Hz

項目 説明
操作音（初期値：
オン）

操作音のオン／オフを設定します。

時間設定 日付と時刻を設定します。（→22ページ)
LED信号対応（初
期値：	50Hz)

LEDタイプの信号機を撮影した映像が、ちらつかないようにするための機能です。ご使
用の地域の周波数に合わせて設定します。
［50Hz(東日本用）／ 60Hz(西日本用）］

本製品の共通設定を行います。
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項目 説明
自動LCDオフ
（初期値：	オフ）

何も操作しない状態からディスプレイ表示が消えるまでの時間を設定します。ディスプ
レイ表示が消えたときは、LCDボタンで再度表示することができます。
［オフ／ 1分／ 3分］

衝撃感度
（初期値：中）

Gセンサーの感度を設定します。レベルが高いと衝撃感度が敏感に、レベルが低いと感
度が鈍感になります。［オフ／低／中／高］

設定のリセット 本製品をご購入時の設定に初期化します。（→64ページ)

一般設定（2/3）

設定する（続き）

2/32/3

一般設定一般設定

設定のリセット設定のリセット

衝撃感度衝撃感度

自動LCDオフ自動LCDオフ オフオフ

中中

本製品の共通設定を行います。
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項目 説明
FW	Ver. 本製品のファームウェア情報を表示します。

一般設定（3/3）

3/33/3

一般設定一般設定

FW Ver.FW Ver.

本製品の共通設定を行います。
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動画ファイルや画像ファイルを削除する 	

1 MENUボタンを押して設定画面を表示します。
●録画中の場合は、OKボタンを押して録画を
停止します。

 （録画中はモード切替ができません）
●動画を削除する場合は、あらかじめ削除する
タイプの動画を一般設定画面で録画タイプ
を「常時」「イベント」から選択してください。
（→49ページ）
 （選択された録画タイプのファイルのみが、削
除対象になります。）

設定する（続き）

1

1/11/1

動画設定動画設定

音声録音音声録音

録画時間録画時間

動画設定動画設定 高画質高画質

１分１分

オンオン
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3 ▲／▼ボタンを押して 
「削除」を選択し、 
OKボタンを押します。

1/21/2

再生設定再生設定

保護保護

削除削除

音量音量 22

4 ▲／▼ボタンを押して 
「1つ削除」か「全て削除」を選択し、
OKボタンを押します。

削除削除

全て削除全て削除1つ削除1つ削除

	

2 MODEボタンを何回か押し、 
「再生設定」画面を表示します。

2

3

4
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ファイル一覧が表示されますので、削除したいファイル
を選択し、OKボタンを押します。

1つ削除の場合

FILE190926-110854F.MOVFILE190926-110854F.MOV

0101
1414

ファイルを選択ファイルを選択常時常時

動画ファイル（フロント）

動画ファイル（リア）

静止画ファイル（フロント）

静止画ファイル（リア）

確認画面が表示されたら、「はい」を選択してOKボタンを
押してください。
ファイルが削除され、ファイル一覧画面に戻ります。

●MODEボタンを押すたびに以下の順で画面が切り
替わります。

さらにMODEボタンを押すと、
動画録画モードに戻ります。

動画ファイルや画像ファイルを削除する（続き）

設定する（続き）

	

FILE190926-110854F.MOVFILE190926-110854F.MOV
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全て削除の場合

削除したいファイルの種類（動画ファイルか静止画
ファイル）を選択し、OKボタンを押します。

確認画面が表示されたら、「はい」を選択してOKボ
タンを押してください。
ファイルが削除され、ファイル一覧画面に戻ります。

削除削除

静止画ファイル静止画ファイル動画ファイル動画ファイル

削除削除

静止画ファイル静止画ファイル動画ファイル動画ファイル

●	保護されているファイルは削除できません。
あらかじめ保護解除をしてから削除してくださ
い。（→58ページ)

ポイント

	

全てのファイルを削除
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ファイルを保護する／保護解除する

3 ▲／▼ボタンを押して「保護」を選択し、
OKボタンを押します。

1/21/2

再生設定再生設定

保護保護

削除削除

音量音量 55

●録画中の場合は、OKボタンを押して録画を
停止します。

 （録画中はモード切替ができません）
●動画を保護する場合は、あらかじめ保護する
タイプの動画を一般設定画面で録画タイプ
を「常時」「イベント」から選択してください。
（→49ページ）
 （選択された録画タイプのファイルのみが、保
護対象になります。）

2 MODEボタンを何回か押し、 
「再生設定」画面を表示します。

1 MENUボタンを押して設定画面を表示します。

設定する（続き）

1

1/11/1

動画設定動画設定

音声録音音声録音

録画時間録画時間

動画設定動画設定 高画質高画質

１分１分

オンオン

	

2

3
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4 以下の項目から選択し、OKボタンを押します。

4

保護保護

1つ保護解除1つ保護解除

全て保護解除全て保護解除全て保護全て保護

1つ保護1つ保護1つ保護 1つのファイルを保護します。
全て保護 すべての動画または静止画ファイルを

保護します。
1つ保護解除 1つのファイルを保護解除します。
全て保護解除 すべての動画または静止画ファイルを

保護解除します。

SDカードのフォーマットを行うと、保護したファイルも削除されますのでご注
意ください。

重要

●	常時録画のファイルを保護すると、ファイルの上書きや削除ができなくなります。
●	イベント録画ファイルは、本体の設定により自動で上書きされることはありません。	
誤って削除したくないファイルに、保護を行ってください。

ポイント
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1つ保護／1つ保護解除の場合

FILE190926-172544F.MOVFILE190926-172544F.MOV

0101
1414

ファイルを選択ファイルを選択常時常時

FILE190926-172544F.MOVFILE190926-172544F.MOV

0101
1414

ファイルを選択ファイルを選択常時常時

FILE190926-172544F.MOVFILE190926-172544F.MOV

0101
1414

ファイルを選択ファイルを選択常時常時

FILE190926-172544F.MOVFILE190926-172544F.MOV

ファイル一覧が表示されますので、保護／保護解除
したいファイルを選択し、OKボタンを押します。

ファイルを保護する（続き） 	

設定する（続き）

動画ファイル（フロント）

動画ファイル（リア）

静止画ファイル（フロント）

静止画ファイル（リア）

●MODEボタンを押すたびに以下の順で画面が切り
替わります。

さらにMODEボタンを押すと、
動画録画モードに戻ります。

確認画面が表示されたら、「はい」を選択してOKボタンを
押してください。
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保護されたファイルには左上に マークが付きます。

FILE190926-172544F.MOVFILE190926-172544F.MOV

0101
1414

ファイルを選択ファイルを選択常時常時
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保護／保護解除したいファイルの種類（動画ファイル
か静止画ファイル）を選択し、OKボタンを押します。

全て保護全て保護

静止画ファイル静止画ファイル動画ファイル動画ファイル

全てのファイルを保護

全て保護

全て保護／全て保護解除の場合

ファイルを保護する（続き）

設定する（続き）

	

確認画面が表示されたら、「はい」を選択してOKボタンを
押してください。
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0101
1414

常時常時

2019/ 09/ 26 17: 25: 44  [ 23:26 ]2019/ 09/ 26 17: 25: 44  [ 23:26 ]

FILE190926-172544FFILE190926-172544F保護されたファイルには左上に マークが付きます。
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設定をリセットする

3

1 MENUボタンを押して設定画面を表示します。

▲／▼ボタンを押して2ページめにある
「設定のリセット」を選択し、 
OKボタンを押します。

●あらかじめ動画撮影モードまたは静止画撮影
モードに切り替えてください。

●録画中の場合は、OKボタンを押して録画を停
止します。

 （録画中はモード切替ができません）

2 MODEボタンを何回か押し、 
「一般設定」画面を表示します。

設定する（続き）

1

1/11/1

動画設定動画設定

音声録音音声録音

録画時間録画時間

動画設定動画設定 高画質高画質

１分１分

オンオン

2

3

	

2/32/3

一般設定一般設定

設定のリセット設定のリセット

衝撃感度衝撃感度

自動LCDオフ自動LCDオフ オフオフ

中中
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設定をリセットすると、すべての設定が初期値に
戻ります。

4 「設定をリセットしますか？」のメッセージが
表示されますので、
▲／▼ボタンを押して「はい」を選択し、 
OKボタンを押します。
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記録ファイルについて

Normal
（常時録画）

F（フロント）microSD
カード

R（リア）

Event
（イベント録画）

F（フロント）

R（リア）

Photo
（静止画）

F（フロント）

R（リア）

フォルダ構造について

記録ファイルは「常時録画」「イベント録画」「静
止画」ごとにフォルダに分けられ、さらにその中
でフロントとリアにフォルダ分けされます。
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ファイル名について

動画ファイルや画像ファイルは以下の名称でmicroSDカードに保存されます。
ファイル種類 ファイル名
常時録画ファイル フロントカメラ側： FILE[日付—時刻]F.MOV

リアカメラ側： FILE[日付—時刻]R.MOV
イベント録画ファイル フロントカメラ側： EMER[日付—時刻]F.MOV

リアカメラ側： EMER[日付—時刻]R.MOV
静止画ファイル フロントカメラ側： IMG[日付—時刻]F.JPG

リアカメラ側： IMG[日付—時刻]R.JPG
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パソコンでファイルを再生／表示する

記録ファイルはパソコンで再生／表示することができます。
以下の手順でファイルを開いてください。

記録ファイルについて（続き）

①	microSDカードを本体から取り出し、付属のSDカード
変換アダプタに差し込みます。

②	SDカード変換アダプタをパソコンのSDカードスロットや、
SDカードリーダー等に差し込み、パソコンにmicroSDカー
ドを読み込ませます。

	

SDカードリーダー
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 すべてのパソコンにおいて動作を保証するものではありません。
 本製品とパソコンをUSBケーブル等で直接接続しないでください。
 動画の再生にはMOV(ビデオ：H.264、オーディオ：ADPCM）形式が再生可能な動画再
生ソフトが必要です。

ポイント

③	リムーバブルディスクのmicroSDカードフォルダを開きます。

④	それぞれのファイルが保存されているフォルダを開き、ファイルをダブルクリックして
再生します。
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音声案内について
音声案内の内容 音声案内のタイミング
「録画を開始します」 電源をオンにしたあと、常時録画が開始されたとき。
「microSDカードが取り外されました」 電源がオンの状態で、microSDカードが取り外されたとき。

（microSDカードを抜き差しするときは、必ず電源をオフにしてく
ださい）

「microSDカードが挿入されました」 電源がオンの状態で、microSDカードが本体に挿入されたとき。
（microSDカードを抜き差しするときは、必ず電源をオフにしてく
ださい）

「microSDカードがありません。	
microSDカードを挿入してください」

電源がオンの状態で、microSDカードが本体に挿入されていない
とき。（microSDカードを抜き差しするときは、必ず電源をオフに
してください）

「衝撃を感知、映像を保存しました」 Gセンサーが一定以上の衝撃を感知する、または常時録画中に
MODEボタンを押し、イベント録画としてファイルが保存（保護）
されたとき。
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故障かな？と思ったら
症状 対処方法 ページ

電源が入らない

専用シガー電源アダプターが車のシガーソケットと本体に正しく接続さ
れているかご確認ください。 ー

シガーソケットの内部が汚れていたり、異物がないかご確認ください。 ー
専用シガー電源アダプターの内部のヒューズが切れていないかご確認く
ださい。切れている場合、カスタマーサービスセンターまでご連絡くだ
さい。

ー

microSDカードに記録
できない

microSDカードが本体に正しくセットされているか確認してください。 18
microSDカードは消耗品ですので、長期間使用した場合、正常に動作
しない場合があります。その場合、microSDカードをフォーマットするか、
新しいmicroSDカードに交換してください。

20

イベント録画ファイルや、別のファイルでmicroSDカードの容量が不足
していると、新しい記録ファイルが生成できません。パソコンでイベン
ト録画ファイルを削除するか、microSDカードをフォーマットして空き容
量を確保してください。

20

衝撃感知時のイベント
録画ができていない 衝撃感度の設定値を調整してください。 52
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故障かな？と思ったら（続き）

症状 対処方法 ページ

音声録音ができない
音声録音の設定がオンになっているか、ご確認ください。 46
本体のマイク部に異物がないか、マイク部を遮るものがないかご確認く
ださい。 12

映像が汚い、映像が乱
れる

カメラレンズまたはフロントガラスをきれいに拭いてください。 ー
他の電子機器（GPS機能付き製品、VICS受信機、TVアンテナなど）
が影響している可能性があります。その場合、できるだけ離してご使用
ください。

ー

ディスプレイが表示され
ない

本体の電源がオンになっているかご確認ください。 ー
「自動LCDオフ」が「1分」または「3分」に設定されていると、一定時
間操作しないとディスプレイが自動的にオフになります。
その場合は、LCDボタンを押すとディスプレイがオンになります。
常に表示したい場合は、「自動LCDオフ」を「オフ」に設定してください。

52

ボタン操作が効かない／
画面がフリーズして動か
ない／誤作動を起こす

本体底面のリセットボタンを押して、再起動を行ってください。 17

リアカメラの映像が表示
されない

接続ケーブルが正しく配線されているかご確認ください。 ー
本体の▲ボタンを長押しして、リアカメラの映像を表示させてください。 28、29
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症状 対処方法 ページ
リアカメラの映像が上下
反転している

専用リアカメラのブラケットの△印が上を向いて設置されているかご確
認ください。専用リアカメラは鏡像タイプです。 ー

日付がリセットされてし
まう

長時間使用していなかった場合は、時刻／日付がリセットされます。
再度、日時を設定してください。 22
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免責事項
 本製品はあらゆる状況においての映像の録画を保証するものではありません。
 本製品は事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を
保証するものではありません。
 本製品を使用することによって生じた直接・間接の損害、データの消失などについて、当社は一切その
責任を負いかねます。
 本製品（ソフトウェア含む）は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任
は負いかねます。
 本製品を使用中にデータ等が消失した場合、当社はデータの保証について一切の責任を負いかねます。
 本製品を誤った方法で取り付けた、または誤った場所に取り付けたことにより発生する製品ならびに車
の異常について、当社は一切の責任を負いかねます。
 本製品で録画した映像は、使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害
する場合がありますが、当社は一切の責任を負いかねます。
 microSDカード内のデータ加工などによるデータ破損・紛失などは当社では一切の責任を負いかねま
す。またmicroSDカードの紛失、使用者の不注意による損傷などは保証対象外となり、当社では一切
の責任を負いかねます。
 microSDカードの消耗に起因する故障、または損傷について当社は一切の責任を負いかねます。
 LEDタイプ信号機を撮影すると、信号機が点滅しているように録画されることがありますが、故障では
ありません。このことによる何らかの障害が発生しても、当社では一切の責任を負いかねます。あらか
じめご了承ください。
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仕様

項目 仕様
サイズ 約幅51×高さ62×奥行32mm(レンズ部を含む）
重量 約58g

記録媒体 8 ～ 32GBまでのmicroSDHCカード(Class10以上）に対応
16GBmicroSDHCカード（Class10）付属

カメラ
200万画素FullHDWDR（ワイドダイナミックレンジ）搭載
最大記録画角対角127°／水平104°／垂直55°
FHD1920×1080 ／ HD1280×720

フレームレート 27.5fps
音声 マイク、スピーカー内蔵（オン／オフ可能）
GPS なし
Gセンサー 3軸Gセンサー
入力電源 DC12V
シガー電源アダプター
ヒューズ ガラス管ヒューズ（5mm×20mm）1.5A

消費電流 最大500mA（DC5V）

■	ドライブレコーダー
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項目 仕様
動作温度 －10～ 60℃

録画
ファイル構成（1分、2分、3分）
常時録画、イベント録画（衝撃/手動録画）
エンジンオン／オフに連動して記録

動画ファイル形式 MOV（ビデオ：H.264、オーディオ：ADPCM）
静止画ファイル形式 JPEG（3M、2M、1.2M、VGA）
画面 2インチ液晶ディスプレイ

■	リアカメラ

項目 仕様
サイズ 約　幅45×高さ30×奥行30mm
重量 約15g

カメラ
100万画素HD(鏡像）
最大記録画角対角105°／水平92°／垂直50°
HD1280×720

フレームレート 30fps

仕様（続き）
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保証とアフターサービス
不具合に関するご相談ならびにご不明な点は、裏表紙のカスタマーサービスセンターまでお問
い合わせください。

お客様ご氏名： 様

お客様ご住所： 〒

お客様電話番号（購入時）：

ご購入日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日

保証期間：ご購入日より　1年間

※交換・修理をご希望される場合、本書とお買い上げ証明（お買い上げ明細書、レシート、領収書など）の提示が必要となりますので、
　保証書とお買い上げ証明を大切に保管してください。　

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この保証書は、保証期間中に不具合や故障が発生しました場合、次ページの無料交換・修理規定にしたがって無償にて交換・修理を行うことをお約束するものです。
この製品が、万一保証期間内に不具合や故障が発生した場合は、ショップジャパン カスタマーサービスセンターにご連絡願います。
保証期間内に限り無料にて交換・修理をさせていただきます。

保 証 書

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて
無料で交換・修理をお約束するものです。したがって、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
はありませんので、保証期間経過後の交換や修理などにつ
いてご不明な点がありましたら下記の当社カスタマー
サービスセンターにお問い合わせください。

【品名 : もしレコ】



管理番号 :MSR20191209T1-04

ショップジャパンはもしレコの正規販売元です。

〒461-0005  愛知県名古屋市東区東桜1-13-3  NHK名古屋放送センタービル14F
株式会社オークローンマーケティング

ショップジャパン カスタマーサービスセンター

正規販売元

お問い合わせ 24時間・365日受付

1．取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態
で不具合が生じた場合は保証期間内に限り無料交換・修理い
たします。

2．保証期間内でも次の場合には有料交換または有料修理となり
ます。

 （イ）本書の提示がない場合。
 （ロ）本書がない場合および本書の字句を書き替えられた場

合。
 （ハ）使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障およ

び損傷。
 （ニ）お引き渡し後の輸送・落下・水ぬれなどによる故障およ

び損傷。
 （ホ）火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・そ

の他の天変地異による故障および損傷。

 （ヘ）過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷。
 （ト）故障の原因が本商品以外にある場合。
 （チ）付属品やmicroSDカードなどの消耗品の交換。
 （リ）一般家庭用以外の用途（業務用など）で生じた故障お
　　　　よび損傷。
 （ヌ）取扱説明書に記載された内容を守られない場合の故障。
3．本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いか
ねます。

4．保証に関して不明の点がありましたら、カスタマーサービス
センターにお問い合わせください。

5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証期間経過後の修理・交換につきましては、ご希望により有料で承ります。
ただし、故障の内容、不具合の状態、製品・部品の在庫状況などにより修理もしくは交換をお受けできない場合もございます。
有料修理・交換の内容につきましては、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

無料交換・修理規定

アフターサービス


