
ドライブレコーダー

取扱説明書 /保証書

MT-DRA28L

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本書は操作手順等につきまして記載してあります。正しくご使用いただく
ために本書をよくお読みの上ご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に保管してください。
なお、本書の巻末に保証書が添付されてます。必要事項を記入し、大切に
保管してください。



目次
目次
はじめに
ご使用上の注意
マイクロ SDカードについて
製品アクセサリー
各部位名称と役割

取り付け方
フロントカメラ
リアカメラ

操作説明
仕様書
保証書

2

3
4
5
6

9
9
9

12

13

2



はじめに
ご使用上の注意
■本製品は全ての映像を記録する事を保証するものではありません。
　特に下記の場合にデータが上書きされるなどして、必要なデータが保護され
　ない場合があります。
　・車両への衝撃が弱く、本製品のデータを保護する機能が働かない場合
　・人や自転車との衝突で衝撃が軽い場合
　・衝撃でスリップするなどして、衝撃が緩和された場合
　・水没などで本製品が損傷してデータそのものが破損した場合
■LED式信号機などを録画すると、点滅して表示されたり色の識別が出来ない
　場合があります。
■本製品は車載用ドライブレコーダーです。それ以外の用途には使用しないで
　ください。
　また、それ以外の用途で使用した場合の不具合等に関しては一切の責任を負
　いかねます。
■本製品で記録した映像、音声データは、使用目的や使用方法によってはプラ
　イバシー等の権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。
　これらの場合について、弊社は一切の責任を負いかねます。
■本製品の使用による、下記のような損害等に関し、弊社では一切その責任を
　負いかねます。
　・車両や物損事故、及び人身事故
　・本製品を取り付けたことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害
　・SDカードに保存されたデータの破損　など
■本製品は明るいフロントガラス、または薄色の耐熱フィルムガラスに適して
　おり、暗色ガラスあるいは暗色の耐熱ガラスフィルムに設置するとビデオ画
　質の劣化につながります。
■付属のシガーケーブルで電源に接続して使用してください。他社製品を使用
　した電源接続は、機器の燃焼やバッテリーが破損するおそれがあります。
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■地域の法律と車両安全考慮事項に基づき、運転中は本製品を操作しないで
　ください。
■時刻と日付を正しく設定してから本製品をご利用ください。
■microSDカードを抜くときは必ず、車両キースイッチOFF後、本製品の電源
　が切れてから抜いてください。
　microSDカードへのデータ書込み中や読込み中にmicroSDカードの抜差しを
　行うと、データ破損やデータ消失、microSDカード故障の原因となります。

はじめに

万一の事故発生時に映像が記録されていなかったり、記録した映像が破損した
場合など、本製品の動作有無にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了
承ください。

マイクロSDカードについて
■マイクロSDカードは付属しておりません。市販品をご使用ください。
■本製品はマイクロSDカードを挿入しないと撮影ができません。
■microSDHC対応 class6以上 最大32GBまで
　※マイクロSDカードの挿入または取り出しは、電源を切ってから行って
　ください。
　※マイクロSDカードは消耗品で寿命があります。（製品により異なります）
　定期的に新品への交換をお勧めします。

マイクロSDカードのセット・取り出し
■電源が切れている事を確認し、マイクロSDカードを挿入してください。
■取り出すときはマイクロSDカードを押すとマイクロSDカードが飛び出す
　ので、その後取り出します。
■本製品はマイクロSDカード容量一杯に録画されると、最初のファイルから
　上書きされる仕様となっております。残しておきたいデータは随時パソコン
　等にバックアップすることをお勧めします。
　※パソコンによってはカードリーダーが必要な場合があります。　　
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はじめに

製品に付属している物は上部になります。不足していたり、ダメージがあった

場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

製品アクセサリー

設置ホルダー

シガーケーブル

USBケーブル リアカメラ

シガーケーブル

ブル リアカメラアカUSBケーブブル リアカ設置ホルダーー USBケー

取扱説明書（本書）
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はじめに

各部位名称と役割

910

1

2

3

48

7

6

5

１．ビデオカメラマーク
　　ビデオモード時：録画開始、停止ボタン
　　カメラモード時：シャッターボタン
　　再生モード時：ビデオの再生/一時停止
　　設定モード時：決定ボタン
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はじめに

2．カメラマーク※ モード切替ボタン
　  ボタンを押す度に、ビデオモード → 静止画モード → 再生モード と
　  切り替わります。

3．保護ボタン
　  分割保存されているビデオの選択対象を保護します。

4．電源マーク※ 電源ボタン
　  電源のオン/オフボタン。長押しで電源が切れます。

5．マイクロSDカードスロット
　 カチっと音がするまでマイクロSDカードを押し込んでください。

6．上▲マーク
　  ビデオモード時：リアカメラ接続時のみ、映像切り替え。
　  カメラモード時：使用しません
　  再生モード時：記録されたビデオや静止画像の選択
　　　　　　　　 ビデオ再生時に長押しで逆再生します。
　  設定モード時：項目・設定の選択

7．Mマーク
　  ビデオモード時：設定モードの表示
　  カメラモード時：設定モードの表示
　  再生モード時：記録されたビデオや静止画像の削除
　  設定モード時：設定モードを抜ける

8．下▼マーク
　  ビデオモード時：音声録音のON・OFF
　  カメラモード時：使用しません
      再生モード時：記録されたビデオや静止画像の選択
　　　　　　　　 ビデオ再生時に長押しで早送り再生します。
　   設定モード時：項目・設定の選択
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はじめに

9．電源コネクタ ※USBインターフェース
　  付属のminiUSBケーブル -シガーソケットケーブルを接続します。

10．AV-IN ※リアカメラ接続ポート
　　付属のリアカメラを接続します。

1.モード表示
2.ビデオ時間表示
3.ライト点灯の有無の表示
4.動体検出表示
5.リアカメラ動作表示
6.駐車監視機能オン/オフ
7.ビデオロックオン/オフ
8.メモリーカードの動作確認
9.録画オン/オフ
10.電源
11.現在の時刻
12.現在の年 /月 /日
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取り付け方

取付ける前にフロントガラスと設置
ホルダーの吸盤の汚れなどを拭き取
ってください。
本体の溝に設置ホルダーを差し込み
ます。
設置ホルダーの吸盤をフロントガラ
スに押し付けレバーを押上げて吸着
させます。
両面テープの場合はシールを剥いで、直接フロントガラスに貼ってください。
本体を撮影したい方向に調節し、設置ホルダーのナットを締めて固定します。

本体のAV-INに専用リアカメラの端子を接続します。
この状態で電源を入れると、モニターにリアカメラの映像が表示されます。
本製品にはリアカメラをバックカメラにする機能があり、配線も付属して
おりますがサポート対象外となっております。
バックカメラとしてご利用の際は、専門の車載用品取付け業者へご相談くだ
さい。

【フロントカメラ】

【リアカメラ】
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ビデオモード
【シガーケーブルが接続されている場合】
■シガー電源ケーブルを本体に接続してエンジンをかけると自動的に電源が
　入り録画を開始します。
■エンジンを切ると自動的に録画を停止します。

【内蔵電池のみで使用する場合】
■電源ボタンを押して電源を入れます。
■電源が入ると自動的に録画を開始します。

【共通の操作】
■途中で録画を停止するには録画ボタンを押します。
■録画を再開するには再度OKボタンを押します。
※モーションセンサーがオンの時は動きを検知すると録画を再開します。

設定モード
・ビデオモード時の録画停止中にメニューボタンを押すと、設定モードになり
  ます。
・▼▲ボタンで項目を選択し録画ボタンで決定して各項目の設定画面に進み
  ます。
・メニューボタンを押すと一つ前の画面に戻ります。ビデオモードに戻る場合
  もメニューボタンを押してください。
■項目 / 選択可能な設定
　・解像度 / FHD・HD　
　・静止画解像度 / 1M・2M・5M・8M
　・上書き / 2分・3分・5分
　・動体検知 / ON・OFF
　・ホワイトバランス / 自動・日光・曇天・白熱光・蛍光
　・露出 / -3・-2・-1・0・1・2・3
　・自動録画 / ON・OFF
　・スクリーンスイッチ / 10秒・20秒・30秒・オフ
　    

操作説明
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操作説明
・録音 / ON・OFF
・駐車監視 / ON・OFF
・G-Sensor / 高・中・低・オフ
・日付 / 
・言語 / 中国語・中国語・英語・日本語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・
  スペイン語・ポルトガル語・韓国語・ポーランド語
・補助灯 / ※本製品では使用しません
・フォーマット / 確定・キャンセル
・初期化 /確定・キャンセル
・バージョン表示

再生モード（データの消去・保護・保護の解除）
■録画されたビデオファイルや静止画ファイルを消去したり、ロック（保護）
　することができます。
　▲▼ボタンで削除または保護したいファイルを選びます。
　メニューボタンを1回押すと削除するかどうかの確認画面になります。
　▲▼ボタンで確定またはキャンセルを選んで、録画ボタンで決定します。
　保護ボタンを押すと保護になりファイルを削除することが出来なくなります。
　保護ボタンを再度押すと、保護が解除され削除できるようになります。
※保護ボタンを押してからの録画は押した時点の動画クリップのみとなります。

静止画モード
■ビデオモード録画停止中にモード切替ボタンを押して静止画モードを選び
　ます。録画ボタンを押すと撮影します。

再生モード
■ビデオモード録画停止中にモード切替ボタンを押して再生モードを選びます。
　最後に撮影したビデオまたは静止画が表示されます。
　▲▼ボタンで再生したいビデオや静止画を選択します。
　再生するには録画ボタンを押します。
　再生中に録画ボタンを押すと一時停止します。
　停止するにはモード切替ボタンを押します。
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仕様書
商品名

ビデオ解像度
画面サイズ

ファイルフォーマット

対応車種
記録媒体

リアカメラ付きドライブレコーダー

FHD（1080p）・HD（720p）
3.0 インチ TFT

DC 12V / 24V

品番 MT-DRA28L

レンズ
Gセンサー

モーションセンサー
日付時刻
音声録音

映像ファイル形式
記録方式

ON／OFF 可能

〇
〇

〇

170 度 高解像度広角レンズ

MOV
M-JPEG、Audio：AAC
常時録画／イベント録画（衝撃録画／マニュアル録画）

microSDHCカード class6 以上 32GBまで（別売り）
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保証書

SAMPLE
MT-DRA28L

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合
には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上
お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保
証期間内であっても有償修理となります。
a. 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
b. お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
c. 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
d. 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
e. その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。
※点検や修理の際、お客様が記録したデータや設定内容が消去される場合があります。
点検や修理をご依頼される前に、あらかじめお客様にてデータのバックアップを行ってく
ださい。
※修理品の取り外し・取り付けはお客様自身で行ってください。それにより発生する費用
等は保証の対象外となります。

■ご不明な点等ご相談は
お買い上げの販売店または
サポートセンターまでご相談ください。
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