
• 製品の仕様や本書の内容は、性能改良のため、事前の通告なしに変更されることがあります。そのため、お買い上げの時期によっては、同
一製品であっても多少の差異が生じる場合がございます。
• データが記録されなかったり、破損していた場合など、本製品を使用したことで生じたいかなる損害についても、弊社では一切責任を負い
ません。

AN-R068ドライブレコーダーをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、ドライブレコーダー の取り扱い方法をご案内しています。重要な注意事項や、製品保証についても記載されて
おりますので、製品をご利用になる前に必ずご一読ください。
また、お読みになった後は、大切に保管してください。

■製品の仕様について
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ご利用上の注意

警告 注意以下の事項を守らなかった場合、思わぬ危険な状況が発生し、
大けがや死亡事故に至る危害が発生する恐れがあります。

以下の事項を守らなかった場合、思わぬ危険な状況が発生し、
怪我や損害が発生する恐れがあります。

•  ご利用前に各ページに記載の
注意事項をご確認ください。
•  運転中は本製品を操作しない
でください。
•  製品に異常（発煙・破損・異臭
など）がある場合は、ただちに
使用を中止してください。
•  本製品を分解または改造しな
いでください。製品が破損した
り、データが失われる原因とな
ります。また、分解・改造した製
品は保証対象外となります。
•  定格電圧を超えて使用しない
でください。
•  高湿度または引火性液体や
可燃性ガスにさらされる恐れ
のある環境下で使用しないで
ください。
•  直射日光が長時間あたる場
所など、極度に高温になる環
境に放置しないでください。

•  運転の妨げになる場所に取り
付けないでください。
•  コードおよびケーブルはしっ
かりと差し込んでください。
•  端子部分に異物が入らないよ
うにしてください。
•  濡れた手で設置・操作しない
でください。
•  お子さまの手の届くところに
本製品を放置しないでくださ
い。セット内容には小さな部品
も含まれておりますので、誤飲
のおそれがあります。

• 電源コードやケーブル類は、
無理に曲げたり、引きのばし
たり、重い物の下に置いたり
しないでください。
• 本体（特にレンズ・ボタン・液
晶画面など）を強く押さない
でください。
• 尖ったものや鋭いものを本製
品に対して使用しないでくだ
さい。
• 本製品は防水仕様ではあり
ませんので、水などをかけな
いでください。お手入れする
際は、乾いた柔らかい布をご
使用ください。
• 長時間製品を使用すると、環
境によっては本体温度が非
常に高くなる場合がありま
す。触れる際には十分にご注
意ください。

• 本製品は埃などを避けて保
管してください。製品内部に
異物が入り込むと、火災や故
障の原因となるおそれがあ
ります。
• 本製品を長時間使用しない
場合、電源コードを抜いてく
ださい。
• コード・ケーブル類は必ず専
用のものをご利用ください。
端子部分が同じ規格でも他
製品は絶対に接続しないで
ください。
• 本製品を使用する際は、布や
テープなどで覆わないでくだ
さい。
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ご利用上の注意

仕様について

• 本製品は他社製の機器との互換性および併用を保証するもので
はありません。互換性および干渉に関する問題の解決は、お客さ
まの責任で行っていただきます。
• 電子機器の性質上、アンテナやその他機器の近くに設置すると、
電波干渉が起きる場合があります。他の機器とは極力離れた場所
に設置してください。
• microSDカードは専用品をご利用ください。他製品を使用するこ
とにより生じたいかなる問題についても弊社では責任を負いま
せん。
• 動作中にmicroSDカードを抜かないでください。動作不良の原因
となります。microSDカードを取り出す際は、必ず本体の電源を
オフにしてから取り出してください。
• microSDカードは、使用しているうちに書き込みエラーが発生す
ることがあります。定期的にフォーマットを行ってください。
• microSDカードには書き込み上限回数があり、消耗品の扱いと
なります。
• 残しておきたい録画ファイルは、外部ストレージなどを使用して
バックアップしてください。 （パソコン、外付けHDD等）

• 夜間または逆光時など、明るさが極端に弱く（強く）なる場合、記
録画質が低下することがあります。
• 街路灯、電源周波数、バックライトのちらつきや周囲の環境など
により、信号が点滅して録画される場合があります。
• GPS信号は本体電源が入った後に受信を開始します。また、天候
や設置場所などの要因により、受信が遅れる場合があります。
• GPS信号は周囲の環境（建物、天候、樹木等）によって受信できな
い場合があります。
• その他の機器（ETCなどの電子機器）や着色ガラスのウィンドウ
は、GPS受信に影響を与えることがあります。
• ご利用のパソコンスペックによっては、AN-R068専用プレイヤー
ソフトが動作しなかったり、音声や映像が途切れて正常に再生さ
れない場合があります。



責任

責任
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ご利用上の注意
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製品の特長

■鮮明な映像画質
• フロントカメラ：1920X1080 CMOS、30fpsのFHD録画
• リアカメラ：1920X1080 CMOS、30fpsのFHD録画
• 16：９のワイドアスペクト比
• 対角135°、高精細なカメラレンズを採用

■優れた操作性能
• 3.5インチのタッチパネルを搭載
• 操作しやすい・見やすい液晶画面で、パソコンに接続することな
く本体設定を変更可能
• 衝撃感知の感度など、ユーザーニーズに応える多様な設定項目
• フロントカメラ・リアカメラの映像をライブ出力で確認
• 速い起動速度 

■豊富な補助機能
• 不意の電力遮断でも録画を安全に終了する『スーパーキャパシ
タ』搭載

セット内容

フロントカメラ（本体）

フロントカメラ用ブラケット

リアカメラケーブル

リアカメラ

シガー電源コード

microSDカード（32GB）

16GB
1
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セット内容

パソコン読込用アダプタ

GPSモジュール設置用両面テープ（大）×1

配線用クリップ×４ CDソフト取扱説明書（本書）

• 本製品の動作にはmicroSDカードが必須となります。
• セットに含まれているパソコン読込用アダプタは、
microSDカードをパソコンのSDカードスロットで読み込
むために使用するものです。他の用途には使用しないで
ください。
• コード・ケーブル類は、各種アンテナ（地デジ・ワンセグ・ガ
ラス内蔵ラジオアンテナなど）を避けて配線してください。

• コード・ケーブル類は、強く折り曲げたり、車両の可動部と
接触する位置に配線したりしないでください。
• コード・ケーブル類は、専用のもの以外を使用しないでく
ださい。

Note



1.  電源ポート
2. リアカメラ接続
ポート

3. ブラケット接続部
4. GPSポート
5. セキュリティLED
6.  電源ボタン
7. microSDスロット

1. 録画LED
2.  録音LED
3.  タッチパネル液晶

❸
❹

❺ ❻

❼

❶ ❷

❶
❷

❶

❷

❸

1. 一体型ブラケット
2. 本体接続ポート
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■フロントカメラ（本体） ■リアカメラ

各部の名称

Note • 製品の起動にはmicroSDカードが必須となります。
• 電源ボタンは長押しで本体の電源をオン／オフ
にします。（電源がオンの時に短く押すと手動録
画を実行します）
• 各ポートには、専用コード・ケーブル以外のもの
を接続しないでください。
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■設置する際の注意事項
• エンジンを切ってキーを抜き、安全な場所に駐車してから設置を
行ってください。
• 設置の前に、フロントガラスを乾いた布などできれいに掃除して
ください。フロントガラスや本体レンズが指紋や埃などの不純物
で汚れている場合、設置の安全性や記録画質が低下する恐れが
あります。
• 配線の前に、カーナビやETCなど、その他の機器との干渉がない
か確認してください。

■フロントカメラの設置

取り付け方法

【フロントカメラの設置場所に関する確認事項】

• フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。
• 設置用両面テープは、使用中に剥がれることがないように、しっ
かりと貼り付けてください。
• 運転手の視界を妨げない位置に取り付けてください。
• ルームミラーの使用や操作を妨げない位置に取り付けてくださ
い。
• 他の車載機器や、アンテナの付近を避けて取り付けてください。
• フロントガラスの着色部や、車検証のステッカーが貼ってある位
置を避けて取り付けてください。
• 記録画質を保つため、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてく
ださい。
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１microSDカードスロッ
トにmicroSDカードを

差し込みます。スロット内部
にしっかりと差し込まれてい
ることを確認してください。

２ブラケットのツメ（図a）
を本体接続部の溝（図

b）に引っかけ、カチッと音が
するまでしっかりと押しこみ
ます。 ブラケットのネジを緩
めて本体のカメラの角度を
決定します。角度が変わらな
いようにネジをしっかりと締
めます。

３ブラケット上部に設置
用両面テープを貼り、

保護シートをはがします。

４フロントカメラをフロン
トガラスの上部20％の

範囲内で、運転手の視界を
妨げない位置に貼り付けま
す。a

b

取り付け方法
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５電源ポートにシガー電
源コードを接続します。

６配線用クリップをピ
ラーなどに貼り付け、シ

ガー電源コードを挟み込み
運転を妨げないように配線
します。

７車両のシガーソケット
に、シガー電源コード

をしっかりと接続します。

• シガー電源コード
は、強く折り曲げた
り、重い物の下敷き
にしたりしないでく
ださい。
• シガー電源コードは
しっかり差し込んで
ください。端子部分
が不安定な場合、製

品破損の原因となる
恐れがあります。
• 運転を妨げないよう
に配線してください。
• 内装品の動作を妨げ
ないように配線して
ください。

Note

取り付け方法
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• 付属品以外のケーブルは使用しないでください。
• リアカメラケーブルは、各種アンテナ（地デジ・ワンセグ・ガラス
内蔵ラジオアンテナなど）を避けて配線してください。
• リアカメラケーブルは、強く折り曲げたり、重い物の下敷きにした
りしないでください。
• リアカメラケーブルはしっかり差し込んでください。端子部分が
不安定な場合、動作不良や故障の原因となります。

【リアカメラの設置場所に関する確認事項】

■リアカメラの設置 １フロントカメラのリア
カメラ接続ポートにリ

アカメラケーブルを接続し
ます。

２リアカメラケーブルの
長さを確認しながら、

ケーブルの届く範囲内で、リ
アカメラの設置場所を選択
します。

３各種アンテナ（地デジ・
ワンセグ・ガラス内蔵ラ

ジオアンテナなど）を避け、
リアカメラケーブルを配線し
ます。

取り付け方法
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４ リアカメラの可動部を回転させ、カメラの角
度を決定します。

５リアカメラの一体型ブ
ラケットの保護シート

を剥がしてリアウィンドウに
取り付けます。

※リアカメラ側面の矢印が上を
向くように取り付けてください。

６リアカメラの本体接続
ポートに、配線したリア

ケーブルを接続します。

７車両のエンジンを始動
させ、リアカメラが正常

に認識されていることをご
確認ください。

• フロントカメラとリアカメラの表示はLCD待機画面で選
択できます。
• リアウィンドウの傾斜角度によっては、録画画質に影響が
出る場合があります。その場合は、リアカメラ可動部を回
転させ、撮影角度を調整してください。

• リアカメラのライブ映像が表示できない場合は、正常に
接続されていない場合があります。ケーブルや端子に破
損がないかをご確認ください。

Note

取り付け方法
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■GPSモジュールの設置

• 他の車載機器の周辺や、アンテナ・フロントガラスの着色部・車
検証のステッカーが貼ってある場所などを避けて取り付けてくだ
さい。
• GPS信号を受信しづらい場合、設置場所の変更をご検討くださ
い。
• フロントガラスの上にひさしやルーフなどを設置している場合
は、受信できない場合があります。

【GPSモジュールの設置場所に関する確認事項】

１フロントカメラのGPS
ポートにGPSモジュー

ルを接続します。

２他の車載機器の周辺
や、アンテナ・フロント

ガラスの着色部・車検証の
ステッカーなどが貼ってある
場所を避け、GPSモジュール
を取り付けます。

３車両のエンジンを始動
させます。GPS信号を

受信すると液晶画面のアイ
コンが変化します。（受信に
は時間がかかる場合があり
ます）

取り付け方法
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■録画ファイルの分類一覧

動作モード 録画ファイルの種類 録画内容 録画ファイルの長さ 保存フォルダ

走行モード

常時録画 映像を常に保存し続けます。 １分 DRIVE

衝撃録画
常時録画のデータから、衝撃感知の前後を抽出
し、別フォルダに保存します。

20秒
(衝撃感知の前10秒・後10秒)

EVENT

手動録画
常時録画のデータから、手動録画ボタンをタッ
チした前後を抽出し、別フォルダに保存します。

20秒
(手動録画ボタンをタッチする
前10秒・後10秒)

MANUAL

録画ファイルの種類

■録画ファイルの詳細

録画開始
ファイル
フォルダ

: 本体の起動後（自動）
: 走行モード中、１分単位で１ファイルを連続作成
: DRIVE

１分 １分 １分 １分 １分 １分 １分

DRIVE

走行モード中
常時録画
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録画の基本動作

前10秒 後10秒 EVENT
合計20秒を抽出し、１ファイルを作成

衝撃発生

DRIVE
常時録画

前10秒 後10秒
合計20秒を抽出し、１ファイルを作成

手動録画ボタンを
タッチ

DRIVE
常時録画

MANUAL

衝撃録画
走行モード中

手動録画
走行モード中

録画開始
ファイル
フォルダ

: 常時録画中に手動録画ボタンをタッチ（手動）
: タッチの前10秒・後10秒を抽出し、１ファイルを作成
: MANUAL

録画開始
ファイル
フォルダ

: 常時録画中に衝撃を感知（自動）
: 衝撃感知の前10秒・後10秒を抽出し、1ファイルを作成  
: EVENT
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■音声案内機能
音声アナウンスやブザー音で、製品の動作状態をお知らせします。音量はスピーカー設定（➡P.24）から変更できます。

常時録画を開始 「録画を開始します」
メモリーカードがセットされていない／フォーマットが必要 「メモリーカードを確認してください」
micro SDカードのフォーマットを開始 「SDカードをフォーマットします。電源を切らないでください」
micro SDカードのフォーマットが完了 「SDカードがフォーマットされました」
ファームウェアのアップデート 「ファームウェアのアップグレードを開始します」
手動録画・衝撃録画の開始 ブザー音
システムをシャットダウン（本体の電源をオフ） 「システムを終了します」

主な機能
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• 運転中に製品を操作しないでください。
• カメラの動作中にmicroSDカードを取り外さないでください。必
ず電源がオフになったことを確認してから取り外してください。
• カメラの起動には数十秒ほど時間がかかることがあります。
• 電源コードがしっかり差し込まれていなかったり、抜き差しを頻
繁に行ったりした場合、製品故障の原因となる恐れがあります。
• 正常なパフォーマンスを維持するため、microSDカードは定期
的にフォーマットしてください。

　　製品のご利用前に

製品を使用する

■電源のオンとオフ

車両のエンジンを始動させることで、製品が起動します。
エンジンを停止させる（または電源ボタンを長押しする）
ことでシステムを終了します。
駐停車中の録画は行いません。



19

製品を使用する

■待機画面の操作・内容
【待機画面の表示を変更する】本体が起動すると待機画面が表示されます。待機画面か

らは【メインメニューの表示】が実行できます
待機画面のデフォルトはデュアルモードであり、待機画面
のフロントカメラの領域をタッチすると、フロントカメラの
プレビューが全体画面モードで表示され、もう一度タッチ
するとデュアルモードに切り替わります。
リアカメラの領域をタッチすると、リアカメラのプレビュー
が全体画面モードで表示され、もう一度タッチするとデュ
アルモードに切り替わります。

ライブ映像
(フロント／リア／デュアル)

フロントカメラ、リアカメラ、または
フロント＋リアいずれかのリアル
タイムプレビューを表示します。

① 録画状況 『  音声録音』、『  GPS』、『速度』、『日時』の状態
を表示します。

② メニューボタン タッチするとメインメニューを表示します。(➡ 
P.20)

①

②

• 設定の変更や録画ファイルの再生は、必ず安全な場所に駐車してから行ってください。
• メインメニュー・設定画面・再生画面の表示中は、録画を行うことができません。
• 設定の保存中やフォーマットの途中などに電源を抜き差ししないでください。動作不良の原因となります。

Note
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④ ⑤

① ② ③

① 再生 録画したファイルのリストを表示します。
(➡ P.21)

② オーディオ設定 オーディオの設定画面を表示します。
（➡ P.24）

③ ADAS 車線逸脱警報/前車発進お知らせの設定
画面を表示します。（➡ P.29）

④ 環境設定 画面、衝撃認識感度の設定画面を表示し
ます。（➡ P.25）

⑤ システム設定 システム設定画面を表示します。（➡ P.27）

メインメニューの操作・内容

製品を使用する
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① 常時録画 常時録画のファイルのリストを表示します。

② 手動録画 手動録画のファイルのリストを表示します。

③ 衝撃録画 常時録画のファイルから衝撃感知の録
画ファイルのリストを表示します。

製品を使用する

再生（録画ファイルのリスト表示）

① ② ③
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① ② ③

① メイン画面 メイン画面へ戻ります。

② 映像モード 現在表示しているリストの映像のモードを
表示します。

③ 前の画面へ戻る 前の画面へ戻ります。

④ ファイルのリスト

録画ファイルの一覧です。ファイル名をタッ
チすると映像再生を開始します。
ファイル名は下記規則に基づいています。
（日時は本体の設定から決定されます）

録画種別名_年月日_時分秒_録画チャンネル
録画種別名
【DRIVE】常時 【MANUAL】手動 
【EVENT】衝撃感知 
録画チャンネル
【D】デュアル録画ファイル（フロント・リア）
【S】シングル録画ファイル（フロント）

⑤ ページ切り替え ファイルリストの次ページ／前ページを表示
します。

再生モード - ファイルのリスト

製品を使用する

④ ⑤
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再生モード - プレイヤー

① 前の画面/
リスト表示 前の画面(録画ファイルのリスト)へ戻ります。

② 操作パネル

 動画を再生します。
 動画の再生を停止します。
 再生している動画の前のファイルを再生します。
 再生している動画の次のファイルを再生します。

Note • リアカメラを接続せずに撮影したファイルの
場合は、フロントとリアの映像選択の画面を表
示せず、再生を開始します。

① ②
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① ボリューム調節 音声アナウンスの音量を大・中・小に設定し
ます。

② 効果音設定 効果音のON/OFFを設定します。

③ 音声案内 音声アナウンスのON/OFFを設定します。

④ 音声録音 音声録音のON/OFFを設定します。

オーディオ設定

製品を使用する

③ ④

① ②
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① LCD自動オフ
ライブビューの画面を設定します。
常時点灯(OFF)のほか、1分後・３分後・５分後に
自動消灯を設定します。

② 衝撃感度調整 衝撃感知センサーの感度を設定します。（➡ P.26）

環境設定

製品を使用する

① ②
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① 衝撃感度調整
衝撃を感知するレベルを設定します。
敏感に設定するほど小さな衝撃を感知し、 
衝撃録画を頻繁に行います。

感度設定

製品を使用する

①

• 衝撃感知のレベルを高く設定すると、段差を乗り越えた際などでも衝撃録画が開始されることがあります。Note



27

① 言語設定 言語を設定します。（日本語・英語）

② 時間設定 時間と日付を設定します。

③ タッチ補正 タッチの位置を補正します。

④ ナイトビジョン ナイトビジョンのON/OFFを設定します。

⑤ microSD
フォーマット

microSDカードをフォーマット(初期化)をしま
す。全てのデータが消去されますのでご注意く
ださい。

⑥ ファームウェア
バージョン

製品のファームウェアのバージョンを確認します。
「設定リセット」をタッチすると、すべての設定
を初期化します。

システム設定

製品を使用する

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Note • タッチ補正プログラムは、タッチしてもボタンが反応しづらくなってきたときに実行します。
• 「microSDフォーマット」を行うと、すべての録画ファイルが消去されます。重要な録画ファイルは、事前にパソコンにコ
ピーしてください。
• 録画エラーを防ぐため、定期的なフォーマットを推奨しています。
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日付・時刻設定

製品を使用する

① 設定ボックス 各ボックスを選択します。

② 設定 をタッチして時間と日付を変更します。

③ 適用 タッチして日時設定を適用します。
Note • GPSモジュールでGPS信号を取得している場

合は、日時設定が自動的に調整されます。

② ③

①
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ADAS

製品を使用する

① LDWS
（車線逸脱警報） 警報設定、敏感度を設定します。

② FVSA
（前車発進通知） 警報設定、敏感度を設定します。

③ Car（車両種別設定） 車両の種別を設定します。

④ Setting
（ADAS環境設定）

垂直線と水平線が確認できます。垂直線
と水平線を移動させ、消失点を中央に移
動させることができます。

Note • ADAS機能につきましては、ご利用上の注意（P.5）をお読みの上、ご使用ください。

③ ④

① ②

• アルゴリズムの安定的な性能のために❶、❷、❸の位置に設定することをお勧めします。
• 動画の水平線が地面に対し水平になるようにしてください。
• 可能であれば、消失点が動画の中央になるようにしてください。
• 車のボネットは水平線の下部領域の¼を超えないようにしてください。

設置位置

❶ ❷
❸
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■パソコンにメモリーカードを読み込む方法

• microSDカードの取り出しは、安全な場所に駐車した状態で行っ
てください。
• 製品の動作中にメモリーカードを取り出さないでください。必ず電
源オフになったことを確認後に取り出してください。
• 本体を長時間使用している場合、microSDカードが高温になる
場合があります。取り出す際の火傷にご注意ください。
• microSDカードの金属部分（読み取り部分）に触れないでください。
• microSDカードはAN-R068専用としてご利用ください。別のデー
タを保存している場合、動作エラーを起こす原因となります。

　　製品のご利用前に

パソコンで録画ファイルを見る・保管する
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パソコンで録画ファイルを見る・保管する

４AN-R068専用のプレイヤーを利用し
てmicroSDカード内の映像を確認す

ることができます。自動的にmicroSDカード
内の映像のリストを表示します。

５AN-R068Playerを使用して録画され
たファイルを確認・再生します。

１エンジンをオフにします。

３microSDカードをパソコンに接続し
ます。（microSDカード用の読み込み

ポートがない場合、付属のパソコン読込用
アダプタをご利用ください。）

２microSDカードをスロットから取り出
します。



32

■AN-R068Playerをインストールする

１AN-R068 Playerの起動ファイルが入っているCDをパソコンに
挿入します。

４インストールが完了する
と、デスクトップ上にAN-

R068Playerのアイコンが作られ
ます。アイコンをダブルクリック
するとAN-R068 Playerが起動し
ます。

２KEIYO_AN-R068 Player.msiをダブルクリックして起動します。

３インストーラーのウィンド
ウが表示されるので、使用

許諾契約書に同意の上、インス
トールを行ってください。

AN-R068Playerの推奨動作環境

OS Windows 8/10 64bit
HDD SSD 128G 以上
CPU Intel Core i5 以上
VGA 1G 以上
RAM 8GB 以上
DirectX 9.0c 以上
モニタ 1920X1080 以上

パソコンで録画ファイルを見る・保管する
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■AN-R068Playerの画面構成

⑦

⑧

⑤
④
③

①

②

⑥

パソコンで録画ファイルを見る・保管する
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① メニュー

 再生中の動画の画面をpngフォーマットの
ファイルとして保存します。
 フルスクリーン表示に切り替えます。
 バージョン情報（P.37）を確認します。

② 再生画面

録画映像が表示されるエリアです。映像の下部
分には録画情報が表示されます。
年/月/日  時：分：秒  [D][衝撃センサー]  Spd: 
速度  Vlt: 電圧  Tmp: 温度  Ver: バージョン

③ 画面切替 再生画面の表示を切り替えます。
フロント　 リア　 フロント＋リア　

④ シークバー ファイルの再生位置を表示します。スライダーを
動かすことで再生位置を変えることができます。

⑤ Gセンサー Gセンサーの衝撃感知をグラフで表示します。

⑥ 操作パネル

前のファイルを再生

早戻し

再生／一時停止

早送り

次のファイルを再生

再生速度調整

画面の明るさ調整

⑥ 操作パネル

• 動画の拡大倍率 : 1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.0x
• 動画の拡大方法：スクロールバーを選択して動
画を拡大します。
• 画面移動：動画を拡大した状態でshift＋方向
キー(左右上下)を押して画面を移動することが
できます。

音量調整

 走行速度

⑦ 地図 再生中のファイルにGPS情報が含まれている場
合、映像と連動して車両の位置を表示します。

⑧ ファイルリスト

指定ドライブに保存されている録画ファイルをリ
スト表示します。ボタンを押すことでリストに表
示するファイルを絞り込むことができます。

全てのファイル

常時録画

衝撃録画

手動録画
番号  ファイルに割り振られた番号です。
日付  ファイルが作成された日付です。本体の日
時設定に基づいています。
時間  ファイルが作成された時間です。
タイプ  録画ファイルの種類です。

パソコンで録画ファイルを見る・保管する

■AN-R068Playerの画面構成
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■GPS情報の表示 ■AN-R068Playerのバージョンを確認する
録画ファイルにGPS情報が含まれていた場合、映像と連動して
車両の位置をマップ上に表示します。
また、『再生画面』の録画情報部分にGPS速度が表示されます。

• GPSマップの表示には、GPSモジュールによる
GPS情報取得が必要です。また、インターネッ
トへの接続およびInternet Explorerの最新
バージョンが必要です。
• GPSモジュールを接続中に作成されたファイ
ルでも、走行環境によりGPS信号を受信できて
いない場合があります。

Note

パソコンで録画ファイルを見る・保管する

１『操作パネル』の「 i 」ボタンをク
リックして、プレイヤー
のバージョン情報ウィ
ンドウを表示します。

２バージョン情報が
『version X.XX』

という形式で表示され
ます。
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■録画ファイルを再生する ■ファイルリストを操作する

１製品に取り付けられているmicroSDカードをPCに接続すると専用プ
レイヤーを利用してカード内の映像を自動的に読み取ります。

ファイルリストの上部にあるボタンをクリックすると、リス
トに表示するファイルを切り替えることができます。

各ボタンはそれぞれALL（全ての録画方式）、Drive（常時
録画）、Event（衝撃録画）、Manual（手動録画）の録画方
式に対応しています。

参照フォルダ内に対象録画方式のファイルがない場合
は、そのボタンはグレーで表示され、クリックすることはで
きません。

パソコンで録画ファイルを見る・保管する

2 録画ファイルが読み込まれ、ファイル
リストに一覧表示され
ます。確認したい録画
ファイルをダブルクリッ
クして再生してくださ
い。



37

■microSDカードのフォーマット
本体からフォーマットを行う場合は、システム設定の
｢microSDカードフォーマット」からフォーマットを実行します。

メンテナンス
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■ファームウェアのアップデート

２パソコンで株式会
社慶洋エンジニ

アリングのホームペー
ジから最新のファーム
ウェアをダウンロード
します。圧縮されてい
る場合は解凍します。

５表示されたフォル
ダの中にダウン

ロードしたファームウェ
アをコピーします。

３microSDカードを
パソコンに接続

します。（microSDカー
ド用の読み込みポート
がない場合、付属のSD
カードアダプタをご利
用ください。）

６製 品 の 電 源 を
オンにしてから

microSDカードを本体
に差し込めば、アップ
デートが行われます。

４『自動再生』ウィンドウから『フォ
ルダを開いてファイル
を表示』をクリックし、
microSDカード内にあ
るデータを表示します。

ファーム
ウェア

１エンジンをオフに
してmicroSDカー

ドを取り出します。電源オフ
確認後

ファーム
ウェア
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■本体を強制的に再起動する

液晶画面が操作を受け付けなくなったり、動作に異常が見
られるなどの場合には、再起動することで問題が解決する
場合があります。
フロントカメラから電源コードを取り外し、再度取り付け
ることで本体が再起動を開始します。録画中のデータは、
保存されずに破棄される場合がありますのでご注意くだ
さい。
再起動とmicroSDカードのフォーマットを行っても問題が
改善しない場合は、株式会社慶洋エンジニアリングのお
問合せ・サービスまでご相談ください。

■お手入れと保管の方法

お手入れの方法

保管の方法

• レンズに汚れや異物が付着した場合、柔らかい布で拭き取ってく
ださい。直接レンズに触れたり、擦ったりしないでください。
• 本体に汚れや異物が付着した場合、ティッシュや柔らかい布で拭
き取ってください。
• 端子に異物が入った場合は、無理に取り出したり分解したりせ
ず、販売店に修理をご依頼ください。

• 長期間使用しない場合は、車両から取り外し屋内に保管してくだ
さい。
• 保管の際は、埃がかからないようにしてください。
• 保管の際は、性能低下を防ぐために、microSDカードを取り外し
てください。
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■本体の電源が入らない

■目的の録画ファイルが見つからない

• 電源コードに損傷がないか、正しく接続されているかご確認くだ
さい。

• 新たに録画ファイルを書き込む際、フォルダ容量を超過する場合
は古いファイルから順に削除されます。大切なファイルは必ずパ
ソコンなどに移して保管してください。
• （本体の再生モードの場合）録画ファイルは最新順で表示されま
す。ページや録画方式のタブを切り替えてご確認ください。
• （パソコンにmicroSDカードを読み込んでいる場合）録画ファイ
ルは、記録された状況によりフォルダ分けされます。各フォルダ
内をご参照ください。

■メモリーカードのエラーが発生する
• セット付属（または専用）のmicroSDカードをご利用ください。動
作要件を満たさない場合・フォーマット形式が異なる場合はエ
ラーが発生することがあります。
• メモリーカードのフォーマットを行ってください。
• microSDカードには書き込み回数の上限があります。長期間（製
品の使用頻度により半年から一年以上）使用した場合は、新しい
microSDカードと交換してください。
• 電源入力が不安定な場合、microSDカードに正常にデータを保
存できないことがあります。電源コードがしっかり配線されてい
るかご確認ください。また、microSDカードのフォーマットを行っ
てください。

■音声案内・ブザー音が流れない
• 本体設定のスピーカー音量が『OFF』になっていないかご確認く
ださい。

■録画ファイルがパソコンで再生できない
• お使いのパソコンの環境・スペックにより、正常に再生できない
場合があります。他のパソコンでお試しください。
• AN-R068Playerでデータを閲覧してください。他プレイヤーでは
正常に再生されない場合があります。

■液晶画面が反応しない
• 電源ボタンを押して一度シャットダウンし、再度ボタンを押して起動
してください。または電源コードを接続しなおしてください。

故障かな？と思った時は
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製品名 AN-R068

寸法
フロント 102 x 68 x 32 (mm）

リア 58.2 x 31 x 26.3 (mm）

重さ
フロント 100g

リア 24g

記録媒体 microSDHC/XC 16GB～128GB 純正/Class10以上を推奨

センサー
フロント 2.0Mpixel F2.0

リア 2.0Mpixel F2.0

レンズ画角
フロント 対角135°/水平106°/垂直60°

リア 対角135°/水平106°/垂直60°

最大記録画角
フロント 対角118°/水平104°/垂直54°

リア 対角124°/水平104°/垂直54°

録画解像度
フロント 1920X1080/30fps

リア 1920X1080/30fps

映像 AVI (H.264）

音声 PCM

G-Sensor 内蔵３軸加速度センサー +2g/-2g

GPS 外付けGPSモジュール

オーディオ 内蔵マイク

スピーカー 内蔵スピーカー

電源 DC12～24V

消費電力 最大3.36W

バッテリー スーパーキャパシタ

動作温度 動作温度：-10℃ ～ 70℃

保管温度 保管温度：-20℃ ～ 80℃

インターフェース GPSポート、micro USB（リアカメラポート）

仕様の一覧




