Drive Recorder

NEW

リヤビュー 録画 &Wi-Fi 対応！
アイサイト適 合ドライブレコーダー。

Wi-Fi 接 続ですぐ見れる、
iPhone/Android ビュアー。

リヤビューカメラ車は、
走行中の後 方 録画にも対応。

Wi-Fi

※掲載商品は開発中のため、発売時の仕様と異なる場合があります。
※撮影車はインプレッサ（装着位置、アングルと車体映り込みは車種により異なります）。

万一の事故もしっかり記録。専用設計のアイサイト適合ドライブレコーダー。
アイサイトのステレオカメラと
ドライバー の 視 界 を妨げ ない、超小型 別 体カメラ。

●本体 microSD 録画済みデータを、Wi-Fi 対応スマートフォンでコードレス
再生（リアルタイム再生は不可）。
●ディーラー OPリヤビューカメラ車【ナビカタログ】は前後方同時録画にも
対応（同時再生は不可。ステアリング連動ガイド付リヤビューカメラ（イン
プレッサ、
SUBARU XV）はガイドラインも録画）。

写真は実物大イメージ：約 36×45×44mm

●駐車時の衝撃を検知し前方録画（約4 秒後から約 60 秒間）。

●Googleマップ&Google Earth連動ビュアーは WindowsPC用、
iPhone用、
（Windows PCとmicroSD対応Android
Android用を無料ダウンロード可。
スマートフォンは、ビュアーを使わず映像のみ再生も可）
●各ビュアーには、Gセンサー推移データ等に基づく運転評価「ドライビン
グレポート」機能付き。
●細部まで鮮明な録画と、美しい映像。1920×1080フルHD 画質
（長時間録画モードは640x360。後方録画はアナログ映像）。

●改良型スーパーキャパシタ電源バックアップにより、車両からの電源が断
たれても最大約5 秒の録画が可能。

繰り返し録画も安心の、産業用高耐久 pSLC 規格
microSD 8GBカードと、SDカードアダプターも付属。
別売 8GB/16GBカードも同規格でご用意しています。
オプション

アイサイト画像認識とドライブレコーダー録画の
両方をまもる電磁ノイズ干渉対策

SUBARU 純正

〈

、

、WRX 、

□ 前方録画 ¥49,680（
□ 前後方録画 ¥50,760（

、SUBARU XV 、

用 ＊前後方録画

OP

+ 別売品
¥54,000 ）●
+ 別売品
、SUBARU XV ¥55,080 ）
●

車用（

8GB カード（最大約240 分前方録画）¥7,560［¥7,000］ H0013FL101
16GB カード（最大約480 分前方録画）¥9,720［¥9,000］ H0013FL102

＊ナビや車載モニター等での表示 / 再生不可（ Wi-Fi/SD/microSD 対応ナビも不可）。
＊車内録音（ OFF スイッチ付 / 明瞭な音声記録は不可）。
＊本 体 はグローブボックス内（レガシィ、インプレッサ 、SUBARU XV は
コンソー ルボックス内）、
カメラはルームミラー前方のフロントウインドゥ運転席側
（インプレッサ、SUBARU XVは助手席側）に装着。

OP

接続不可）〉

、SUBARU XV

、
、

本体［¥38,000＋ ￥8,000］
（レガシィ、インプレッサ、
SUBARU XV は［¥38,000＋ ¥10,000］）
ブラケットセット［¥2,000］
レガシィのみ注文
ブラケットセット［¥2,000］
インプレッサ、
SUBARU XVのみ注文
ドライブレコーダー用リヤカメラケーブル［¥1,000］
前後方録画のみ注文
ETC 接続コードB ¥1,620［¥1,500］
メーカー OPナビ車（レガシィ、フォレスター）のみ注文
+ 別売品：
●
車両1台に1点のみ ナビ/オーディオ レガシィ、レヴォーグ、
ETC 接続コードA ¥2,160［¥2,000］
WRX、フォレスター
注文【右記】
無車のみ注文
ETC 接続コードD ¥2,160［¥2,000］
インプレッサ、
SUBARU XV

H 0 013FL10 0
H0 013AL105
H 0 013 FL10 5
H 0 013 FL10 3
H0 077YA140
H0 077YA130
H0 077YA190

＊ETC 接続コードB はリヤエンターテイメント用、
ETC キット（ H0014AJ210 または H5012FG000 ）用と
あわせ計 1 点注文。
＊ETC 接続コードA は ETC キット（ H0014AJ210 ）用と
あわせ計 1 点注文。
＊ETC 接続コードD は ETC キット（ H0014AJ210 ）用、
コーナーセンサー用、フロントコーナービューカメラ用と
あわせ計 1 点注文。

●昼夜を問わず確実な記録。解像度だけでなく、受光量の多い1/2.7インチ大型イメージセンサー。●突然の逆光や対向車のライト、トンネル出入口などの光量変化に対応し、露出の異
なる2 種類の映像データを HDR 合成。●ノイズや温度変化への対策を徹底した本体設計。●事故時の記録データ保護にも配慮した本体 / カメラ分離式。
■本体：約 70×113×22.5mm＋カメラ：約 36×45×44mm ■ 1/2.7インチ約 20 0 万画素 C-MOS イメージセンサー ■画角：水平約 117 °
/ 垂直約 70 °■フレームレート28fps（ LED 信号
対応 / 前後方同時録画時は異なります）■画質モード：高画質 / 標準 /長時間（付属 8GBカードで最大約 100/120/240 分前方録画）■ MP4ファイル（ H.264＋A AC ）■常時記録（古いファ
イルから上書き消去）/イベント記録（衝撃検 知前 約 12 秒〜検 知後 約 8 秒 の映像を保護）/ 手動記録（本体スイッチ）/ 駐車時 録画（衝撃検 知の約 4 秒後から約 60 秒間・前 方 記録のみ・立体
駐車場の揺れや車両バッテリー不足による作動 /不作動があります）■スーパーキャパシタ電源バックアップ（電源断以降最大 5 秒記録）■動作状況を知らせるLED&ブザー機能
※Gセンサーにより衝撃を判定しますが、イベントファイルに移行できない場合があります。※すべての状況において録画することを保証するものではありません。本機および車体の損傷や水没などで、記録機能が
正常に作動しない場合があります。※LED 灯火類は点滅したり光っていないように映る事があります。また距離によってカメラの焦点が合わない場合があります。※夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射して
ダッシュボード等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。また、外部環境により映像画質が変化します。※本機の故障、記録データの破損等によるあらゆる損害について、一切の責任を負いません。※録
撮影車はインプレッサ
画した映像を事故時の示談交渉や法的手続きに使用する場合、必ずしも直接的証拠としての効力を保証するものではありません。※記録した映像等は、プライバシーや著作権など法や条例に抵触しないようご使
（レガシィ、レヴォーグ、WRX、フォレスターのカメラは運転席側）
用ください。※Googleマップ およびGoogle Earthは、Google Inc.の商標または登録商標です。

SUBARU 純正用品の保証期間は、スバル特約店／指定販売店での取付け後、3 年間か走行 6 万ｋｍ（一部商品は1 年間か走行 2 万ｋｍ）のいずれかを超えるまでとなります（消耗品など一部商品を除く）。
表示価格は標準工賃（必要な場合）
と消費税8% を含むメーカー希望小売価格。併記の［

］は消費税抜の［メーカー希望本体価格＋ 標準工賃］です。

●掲載の商品または装着車両の仕様・価格・名称・品番等は2017年３月現在。予告なく変更または販売を中止する場合があります。また撮影の都合で現行商品と異なる場合があります。●複数の商品や異なる商品を同時に装着できない場合や、車両の仕様により商品を装着できない場合
があります。●商品によって若干納期がかかる場合があります。●商品の注意事項のすべてを記載していません。必ず取扱説明書をお読みください。●VICSは財団法人道路交通情報通信システムの商標です。●iPod、iPhoneは米国およびその他の国で登録されているAppleInc.の商
標です。●SD/SDHC/SDXCメモリーカードはSDアソシエーションの登録商標です。●「Android」はGoogleInc.の商標または登録商標です。●記載のデータは測定条件等により異なる場合があります。●写真はブラウザや印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあり
ます。●写真のナンバープレートはすべて合成です。●撮影用の小物は商品には含まれません。●掲載のイラストやハメコミ画面はイメージです。●商品の取付けはスバル特約店、
またはスバル特約店が指定した販売店でお願いします。●その他、詳しくは販売店にお問い合わせください。
※富士重工業株式会社は、2017年4月1日をもちまして、
社名を「株式会社SUBARU」に変更します。

〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル
スバル部品用品本部 国内部品部（2017.03）

SUBARUコール

お客様センター受付時間：9:00 〜17:00（土日祝は12:00 〜13:00 を除く）
①インフォメーションサービス（ご意見 /ご感想 /カタログ、販売店、転居お手続き等のご案内）
②お問い合わせ/ご相談（平日の12:00 〜13:00と土日祝を除く）

