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お買い求めとご相談は信用ある当店へ

カタログ記載内容　2020年5月現在

■東京都新宿区新宿1-18-2  TEL 03-5369-4137（代）　■岡山県倉敷市神田1-1-11  TEL 086-445-1617（代）

お問い合わせ受付時間 10：00～12：00／13：00～17：00（月～金曜日 ※年末年始、祝日除く）
086-445-1617 086-486-0442
適合・在庫確認・ご注文のお問い合わせ

　電話番号やPC/モバイル
サイトのURLが読み出せます

202005-163-PP-30000

修理受付・技術的なお問い合わせ

●本製品は12V車専用です。●本製品はシングルカメラタイプのドライブレコーダーです。後
方録画用のカメラを追加することはできません。●製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備
のある取扱い業者でおこなってください。●シガー電源ケーブルは必ず付属品を使用してくだ

さい。付属品以外を使用すると本製品の故障の原因となる場合があります。●シガー電源ケーブルを切断加工して車
両側の電源に直接接続するなどの改造行為は絶対におこなわないでください。本製品の電源電圧は5Vですので、直
接12Vを入力すると故障します。●本製品の分解や改造は絶対におこなわないでください。●車体から脱落しないよ
うしっかりと装着してください。●本製品は防水仕様ではありません。必ず車内に設置してください。●本体及びシガー
電源ケーブルは、運転の邪魔になったりエアバッグの動作の妨げになったりするような場所には設置しないでください。
●地デジ受信やラジオ受信などに影響する場合がありますので、なるべくアンテナから離して設置してください。●雨
天時などガラスに水滴などが付着しても正常に録画できるよう、本体は必ずワイパーの拭き取り範囲内に装着してくだ
さい。●エンジンを始動してから(ACCをONにしてから)約1分以内にエンジンを停止する(ACCをOFFにする)と、そ
の間の録画データが保存されない場合があります。●本製品に搭載している車線逸脱アラート機能は、時速45km以
上で動作しますが、GPSを受信できないトンネル内などでは動作しません。また、本製品の性能の範囲での動作となる
ため状況によっては思ったように動作しない場合があります。予めご了承ください。●本製品使用時はフロントガラスを
きれいに清掃しておいてください。ガラスが汚れていると録画映像が曇ったように見えてしまい正常に録画できない場
合があります。●保存温度範囲外での製品破損については保証対象外となりますので予めご了承ください。●本製
品を使用して発生した人身・物損事故、車両の故障、または破損、安全義務違反による罰金・減点等に関しての責任は一
切負いません。●使用している画像と実際の色とは印刷の関係で多少異なります。●製品の仕様、価格及びデザインは
改良のため予告なく変更する場合があります。●記載の一部、または全部（デザイン含む）をデータシステムの許諾・許
可無しに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等行うことを固く禁じます。●本製品は日本国外での取り付け、販
売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いません。●Microsoft、
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
■記録媒体(microSDカード)の取り扱いについて・・・●使用可能なmicroSDカードは32GBのmicroSDHC
カード及び64GB～128GBのmicroSDXCカードです。本製品に同梱しているmicroSDカード以外のmicroSD
カードを使用する場合は、本製品に同梱しているmicroSDカードと同メーカー製の同グレード品を推奨します（詳
細はWEBページをご参照ください。）。推奨品以外を使用すると、書き込み不良が発生して録画が一瞬中断してし
まうなど正常に録画できない恐れがあります。●microSDカードを分解したり改造したりしないでください。●本機
の動作中にmicroSDカードの抜き差しをおこなわないでください。データの破損やmicroSDカードの故障などの
原因になります。●microSDカード内の記録データは定期的にパソコンなどにバックアップ(保存)することをお奨
めします。また、必要なデータが記録されている場合は
上書き等によって消失しないようすぐにバックアップして
ください。●microSDカードは定期的にフォーマットして
ください。また、フォーマットは必ず本機でおこなってくだ
さい。他の機器でフォーマットしたmicroSDカードは正
常に動作しない場合があります。尚、フォーマットすると
microSDカード内のデータは全て消去されます。必要な
データが記録されている場合はフォーマットする前に必
ずパソコンなどにバックアップしてください。
●microSDカードの全容量の一部(約1GB)をドライブ
レコーダーの制御に使用するため、記録可能な容量は表
示上の容量よりも少なくなります(32GB使用なら記録
可能な容量は約31GB)。●microSDカードのデータ破
損や消失などのトラブルに対し、当社は一切の責任を負
いません。●microSDカードなどのメモリーカードには
書き込み可能回数がありますので、使用状況に応じて新
品に交換することをお奨めします。●衝突時に本製品が
破損した場合は直前に録画されたファイルが壊れている
場合があります。壊れたファイルの修復サービスは行っ
ていません。予めご了承ください。

ご注意

●本製品をフロントガラス内側に取り付ける場
合、保安基準により接着部分等がフロントガラス
上部からフロントガラス全高の20％以内に取り
付けてください。●ワイパーの拭き取り範囲外に
取り付けると、雨天時などに鮮明に記録できない
場合があります。●本製品を車検ステッカーなど
に重ならないように取り付けてください。

取り付け位置について

フロントガラス上部からフロントガラス全高
の20％以内に取り付けてください。

日本国内専用・輸出禁止
本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因
となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでくださ
い。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日
本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いません。

USE ONLY IN JAPAN ・ EXPORT BAN
This product is designed for Japanese specification vehicle.
A serious breakdown and accident might be caused when install 
it in an oversea specification vehicle. And sale, installation or 
use outside of Japan is prohibited.The manufacturer is not 
responsible for use of this product outside of Japan.

DVR3400 29,800円（税抜）

同梱品

●DVR3400本体●microSDカード（32GB）
●SDカードアダプター●USBタイプA-ミニB
ケーブル（ケーブル長：1m）●シガー電源ケーブ
ル●ドライブレコーダー録画中ステッカー
（140×50mm）●取付ステー●取り付け部材
一式●取付/取扱説明書●保証書

超高精細４Kドライブレコーダー

＊R-SPECロゴはデータシステム社の登録商標です。
＊e-partsはデザイン・クォリティ・テクノロジーに基づいて生み出された、（株）データシステム製品の信頼性を象徴するトレードマークです。

12V車専用

※録画サイズや設定、使用状況により記録時間は異なります。

入力電圧 12V ケーブル長 3.4m 出力（USBタイプA） 5V-1.5A 出力（USBミニB） 5V-1.0A

シガー電源ケーブル仕様

microSDカードの容量に対する録画時間の目安

側面

超高精細４Kドライブレコーダー
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取付ステー

カメラ記録解像度
3840×2160 27.5fps
3840×2160 9fps
2560×1440 27.5fps
2560×1440 9fps
1920×1080 27.5fps
1280×720 27.5fps

32GB
1時間30分
2時間50分
2時間40分
3時間00分
3時間40分
7時間00分

64GB
3時間10分
5時間50分
5時間30分
6時間10分
7時間20分
14時間20分

128GB
6時間30分
11時間50分
11時間00分
12時間20分
15時間00分
29時間00分

本体サイズ
重量
動作温度範囲
保存温度範囲
電源電圧
消費電力（消費電流）
内蔵蓄電デバイス
録画ファイル形式

W97×H51×D40ｍｍ
98g（取付ステー除く）
－10℃～＋60℃
－20℃～＋80℃
5V
250mA 
電気二重層コンデンサ（キャパシタ）
MP4

対応microSDカード
録画解像度
撮影素子
対角画角
水平/垂直画角
レンズF値
液晶画面サイズ
フレームレート

32～128GB
最大3840×2160
1/2.5型CMOS
132°
120°/55°
1.8
3.0インチ
27.5fps/9fps※

※一部の解像度を除く

車内取付イメージ

接続コネクター

録画中ステッカー付属!!

カード付属!!周囲に
アピール

高耐久
連続書き込み
に強い
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SD32GB
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3インチワイド
　モニター搭載

  

829万
画素

※本製品はシングルカメラタイプのドライブレコーダー
です。後方録画用のカメラを追加することはできません。



DVR3400は、829万画素・1/2.5型CMOSセンサを搭載し、業界最高レベルの４K（3,840×2,160）の解像度を実現。フルハイビジョンの４倍
もの鮮明な録画を実現したスーパーハイスペックドライブレコーダーです。F値1.8の７層ガラスレンズを採用し、クッキリ・ハッキリ録画できます。

DVR3400の
最新情報を
スマホでチェック!

安心のキャパシタ搭載
高温に強く安全性に優れているキャパシ
タを搭載。事故の衝撃で電源供給が止

まっても、録画映像を正常に保存することができます。

SMC（スーパーマルチコーティング）
広角7層ガラスレンズ採用
F値1.8、さらに92％以上の非常に高い

透過率により、クリアな映像を実現。

Gセンサー搭載
イベント録画機能
強い衝撃を感知した際、前

後一定時間の記録映像を上書きされないように保護す
る「イベント録画機能」を搭載していますので、万が一の
際の重要な記録映像をしっかり保護します。Gセンサー
は3段階（低感度／中感度／高感度）の感度調整が可
能。スイッチ操作により任意にイベント録画をおこなうこ
ともできます。

センサー
G

衝撃感知
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フルハイビジョン画質 4K画質

画素数が

4倍に

3,840×2,160
高精細録画

GPS搭載
パソコンで走行軌跡を確認
録画と同時に位置情報（経度&緯度）のほか、車速情

報、日時も同時に記録します。録画ファイルは専用の再生ソフトを使用して、PC上で
記録映像の再生や走行軌跡・走行速度などが確認できます。（対応OS：Windows 
8.0/8.1/10）※専用再生ソフトは当社HPからダウンロードできます。

位置情報

GPS
再生PCソフト

フルハイビジョンの４倍も鮮明
な４K（3,840×2,160）録画を実現したDVR3400。クルマのナンバープ
レートや走行中の風景も、鮮やかかつ詳細に記録できます。

ノイズ対策
ＥＭＩ3インチワイド

音声同時録音
ON/
OFF

アップ
デート
UP対角132°

広視野

GB付属
32LED

信号機対応

GPS
ON OFF GB対応

32～128車用
12V エンジンON

連動
録画

ループ
録画

静止画撮影

＊車線逸脱アラート機能は、時速45km以上で動作しますが、GPSを受信できないトンネル内などでは動作しません。また、本製品の性能の範囲での動作となるため状況によっては思ったように動作しない場合があります。予めご了承ください。

車線逸脱警報

車線逸脱アラート機能搭載
走行中に車線をまたいでしまった場合に警
告表示とアラーム音でお知らせします＊。

207万画素 829万画素

付属
ステッカー
録画中多彩な機能で

運転をサポート

フルハイビジョンの
4倍も高精細な
映像を記録! 3インチワイド

　モニター搭載
  


