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イベント発生イベント発生

圧倒的高画質で
細部までしっかり記録
Full HDを超える圧倒的な解像度を誇る300万画素のCMOS
センサーを搭載。前方車両のナンバープレートまで高画質で
記録。音声記録にも対応。

※さらにアイドリング時間超過検知時も同様にお知らせします。

●対象挙動　急加速/急減速/急ハンドル/速度超過
　　　　　　　  ※さらにアイドリング時間超過検知時も同様に動作します。

イベント時の映像は
イベントフォルダに保存。

エンジンスタート
自動的に録画開始
エンジンスタート
自動的に録画開始

1カメラ時：最大62時間録画
2カメラ時：最大30時間録画
1カメラ時：最大62時間録画
2カメラ時：最大30時間録画

SD SD

※32GBのmicroSDHCカード（同梱）使用かつ「残容量/長時間2」に設定した場合。

急加速急減速急ハンドル速度超過

急加速急減速急ハンドル速度超過

LED信号機は1秒間に60回または50回の点滅をしており、
30fpsまたは25fpsのフレームレートでは信号の光が撮影
できない場合があります。本機はフレームレート27.5fpsを
採用し、信号機の状況をしっかり記録するので安心です。

LED信号機の状況も
しっかり記録！

映像が黒くつぶれたり白くとんだりしやすい場面でも、明暗
のダイナミックレンジを拡げて映像を補正する「WDR（ワイ
ドダイナミックレンジ）」機能を搭載。逆光時や夜間、トンネ
ルに出入りした瞬間のように明るさが急変する場所などで
も、鮮明な映像で録画します。

▲WDR OFFの場合

▲WDR ONの場合
※画像はイメージです。

逆光時や夜間、トンネル出入りの
瞬間なども鮮明に録画！

フレームレート 30fpsまたは
25fpsの場合

フレームレート 27.5fpsの場合
信号機の状況もしっかり記録されます

無灯状態で撮影される可能性があります

※タイミングによって点滅して録画されてしまう場合もございます。

LED信号の波長

1秒

…
…

画素数の違いによる画質イメージ

より鮮明に記録が可能です。

300万画素 200万画素

 高画質　長時間録画　2カメラ対応 

VREC-DH700-B
輝度調整輝度調整

WDR増設カメラ別売

2カメラ対応最大62時間

録画

REC

危険運転警告

操作ロック 視野角垂直

56°
視野角対角
132° 27.527.5

フレームレート

fpsfps
!!

イベント録画 同時録音

音声

自動録画

視野角水平
110°

車両側
オーディオ
電源ケーブル
付属

車速信号入力３軸

GセンサーGPS内蔵

24V

車対応

万画素300
Full HD
録画

業務用ニーズにしっかり応える
ハイコストパフォーマンスドライブレコーダー

業務用途に配慮した録画機能業務に使える

ドライバーの意識向上を図る独自機能安全運転をサポート

危険挙動を検知するとその場で
ドライバーに警告し、安全運転を意識づけ 危険運転警告

重大事故時に加え、急加減速や急ハンドルなどの
危険挙動時の映像も自動保存

!!
イベント録画

稼働時間の長い
業務車両に使える

最大62時間

録画

REC

万画素300
Full HD
録画

輝度調整輝度調整

WDR

①メイン再生画面 　②映像をズームアップ可能。
③車室内カメラの同時刻の映像も同時に表示。　メイン、
サブ（①↔③）を入れ換えることも可能。　④SDカードに
保存されているファイルの録画年月日をカレンダー表示。
⑤表示中の映像が撮影された場所と走行軌跡を地図上
に表示。　⑥再生中ファイルのG値をグラフで表示。　
⑦SDカードに保存されているファイル名を表示。再生す
るファイルの選択が可能。　⑧Event（イベント録画ファイ
ル）、Normal（連続録画ファイル）などの項目を選択するこ
とで表示されているファイルを絞り込むことが可能。

専用ビューアーで確認・指導ができる！

※実際の仕様とは異なる場合があります。

②
⑥

⑦

④

⑧
⑤

① ③

32
GB

microSD

同梱

地デジ

ノイズ対策

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。オープン価格＊

ドライバーの誤操作によるデータ消去
や設定変更を抑止します。

操作ロック

複数の業務車両に同一の初期設定を
コピー可能。設定作業を効率化できます。

SDカード一括設定

ネジ止め方式のカバー付属。
SDカードの紛失を抑止します。

SDカードスロットカバー

●車速信号入力　
●車両側オーディオ電源ケーブル付属

その他機能・付属品

※本体を使用し、設定内容をSDカードに書き出し、その
　SDカードを別の同型ドライブレコーダーに挿入し、
　設定をコピーすることができます。 ※専用ビューアーソフトはホームページからダウンロードください。　※MacOSには対応しておりません。

27.527.5
フレームレート

fpsfps

全日本トラック協会
標準型準拠



道路交通法の取り締まり、罰則強化の兆し！
早めの対策が必要です！！ ！

本体カメラ

■広角だから車両後方の状況を幅広く録画できる
■あおり運転の記録に最適な取付位置を確保

垂直広角
約100°

ながら運転
対策に！

あおり運転、
追突事故
対策に！

前方＋車室内をしっかり録画！ 前方＋車両後方をしっかり録画！前方＋車室内をしっかり録画！ 前方＋車両後方をしっかり録画！

RD-VRD10
映像出力用RCA分配器

既設の汎用バックカメラの映像を
録画することもできます。

or

※この場合はドライブレコーダー「VREC-DH700-B」と
　映像出力用RCA分配器「RD-VRD10」の組合わせでの対応になります。

水平広角
約137°高い位置に取付可能

本体カメラ

※取付条件により録画できない場合もあります。

■広角だから運転席の手元まで録画できる※
■赤外線LED搭載だから夜間の録画も安心
■小型かつ別体だから、録画したい場所の
　範囲を狙って確実に設置できる

取付場所/
角度調整が
自在

フロアカメラ フロアカメラ

▲取付例

▲取付例

垂直広角
約100°

ドライブ
レコーダー

ドライブ
レコーダー

業務用ニーズにしっかり応える
ハイコストパフォーマンス
ドライブレコーダー

VREC-DH700-B

高画質と低価格を両立
鮮明に撮影できる赤外線LED内蔵
車室内専用カメラユニット

2カメラ対応業務用ドライブレコーダーと高画質な小型カメラユニットのセット

VREC-DH700-BRF

CD-FLC001
全日本トラック協会
標準型準拠

＋
オープン価格＊

2カメラ対応業務用ドライブレコーダーと高画質な小型カメラユニットのセット
VREC-DH700-BRF

発行 ： 2019年6月

●製品名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。●車両への取付けの際、別売
の配線キットや接続ケーブルなどが必要になる場合があります。●カタログに記載の仕様および
外観は改善のため本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。また、各ユニットの画面写
真ならびに表示は、別売オプションを接続している場合があります。●商品の希望小売価格
（税別）には取付費などは含まれません。●各画面はハメコミ合成で、色および仕様等は実際と
異なる場合があります。●このカタログの記載内容は2019年5月現在のものです。

〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目28番8号
文京グリーンコート

ⓒPIONEER CORPORATION 2019

「VREC-DH700-B」仕様
■画面サイズ:2.4インチ液晶 ■記録媒体:microSDHCカード Class10（8GB～32GB、class10） ■記録解像度:3M高画質（2304×1296 p）、フルHD（1920×1080 p）、HD（1280×720 p）、
VGA（848×480 p）※1 ■撮影素子:約300万画素CMOSセンサー ■画像圧縮方式:動画：MP4（H.264 ＋ ADPCM codec） 静止画：JPEG ■フレームレート:27.5 fps ■GPS:内蔵（準天頂
衛星 みちびき対応） ■Gセンサー:3軸Gセンサー内蔵（衝撃検知：6段階のレベル設定可能/危険挙動検知：感度調整可能/駐車監視：3段階のレベル設定可能） ■記録方式:連続録画/イベ
ント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 ■録画ファイル構成:1分/3分/5分 ■音声録音:ON/OFF可能 ■記録映像再生方法:Driving Viewer※2 ■外部映像入力:NTSCコンポジット
信号1.0 Vpp ±10 % ■外形寸法:78.5 mm（W）×68 mm（H）×36.8 mm（D） ■質量:110g（取付ブラケット、電源ケーブル等を除く） ■動作温度範囲:-10 ℃～＋60 ℃（バッテリー充電時
は、0 ℃ ～ ＋45 ℃） ■記録画角:水平110 ° 垂直56 ° 対角132 ° ■電源電圧:本体DC5V（12 V/24 V用電源ケーブル付属） ■内蔵バッテリー容量:500 mAh ■消費電力:3.7 W（充電時
4.5 W） ■その他:地デジ電波干渉対策 ■同梱品:取付ブラケット×1、電源ケーブル×1、microSDHCカード（32 GB）×１、SD変換アダプター×1、クリーナークロス×1、取扱説明書、保証書
※1 録画モード：長時間1、長時間2の場合はVGA画質になります。　※2 専用再生プレーヤーをダウンロードください。
「CD-FLC001」仕様
■電源電圧：12V車/24V車対応 ■最大消費電流：160 mA以下 ■出力映像： 正像 ■画素数：約30万画素 ■画角：水平137° 垂直100° 対角181° ■外形寸法：31.5 mm（W）
×22.0 mm（H）×21.0 mm（D） ■保証書付

業務用ドライブレコーダー　パイオニア 検　索お問い合わせ、
ご相談はこちらから

取 扱 店

専用の偏光フィルターによりフロント
ガラスへのダッシュボードの映り込みや
反射光を抑え、コントラストの高い映像
が記録できます。

ダッシュボードの映り込みや
反射を抑制するフィルター。

OPTION

AD-PLF1
偏光フィルター

希望小売価格 3,000円（税別）

※「VREC-DH700-BRF」はドライブレコーダー「VREC-DH700-B」とフロアカメラ「CD-FLC001」を組合わせた商品です。
＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。


