
S e c u r i t y   I n n o v a t i o n

セキュリティレコーダー機能作動中は、動作確認LEDが点滅
し警戒監視していることを周りにアピールします。センサー検
出時は音と光による威嚇と共に映像をすばやく記録します。
さらに専用リモコンによる遠隔コントロールで映像を記録
することができます。
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前方＋車内対応
デュアルカメラセキュリティドライブレコーダー

HSDR300-701
オープン価格
［セット型式］

カーセキュリティ ホーネットとの連動により24時間、常に愛車を見守ります。

高画質で前方／車内の２つの映像を同時に記録できる
フルハイビジョンカメラ搭載のドライブレコーダーです。
別売の専用カーセキュリティと連動することで駐車中も
鮮明な映像を記録できるから安心。
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HORNET 701VS＋SDR300H

カーセキュリティ連動型
前方＋車内対応デュアルカメラドライブレコーダー

SDR300H
オープン価格

GYZ-19501

業界初！業界初！

前方カメラ
対角約136°

車内カメラ
対角約130°

3ヶ国語対応
日・英・中（繁・簡）

ドライブレコーダー主要機能

3.0インチ液晶モニター常時録画 イベント録画 手動録画 トリプル録画機能※2

200万画素
（前方カメラ）

1080p Full HD録画
（前方カメラ）

720P HD録画
（車内カメラ）※1

100万画素
（車内カメラ）

広角レンズ（車内カメラ）
水平約110°、対角約130° デジタルHDR

ワンタッチ音声録音
ON／OFF

LED信号機対応SUPER NIGHT EYE
スーパーナイトアイ 地デジ干渉対策

フレームレート30fps
（前方カメラ）

フレームレート25fps
（車内カメラ）

ループ録画機能
（1分・2分・3分）

広角レンズ（前方カメラ）
水平約111°、対角約136°

Ｇセンサー 3ヶ国語対応
日・英・中（繁・簡）

寒冷地仕様
（-30℃～＋65℃） DC12V/24V対応 デュアル＋1カメラ※2

※1 車内カメラは暗闇でも明瞭な映像を記録できる赤外線LEDを搭載しています。　※2 後方カメラ（別売）を追加することで3カメラ同時録画が可能となります。

カーセキュリティと
ドライブレコーダーの
２つの機能を搭載
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掲載の製品の仕様、性能、デザイン、価格などの変更または販売終了を予告なく行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ドライブレコーダー本体の取付指定位置

ワイパー可動範囲

20%

※シガーソケット非装着車は、カーセキュリティ連動用ハーネス655S（別
売）が必要になります。
※運転支援機能装着車は、設置位置の制限がある場合があります。

※前方カメラがワイパーの可動範囲に入るように
取り付けすることをお勧めします。

フロントガラスへの取り付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設
置場所が限定されています。フロントガラス上部より全体の20％以内になる
ように設置してください。
【保安基準29条（窓ガラス）、細目告示第195条および別添37】

電源電圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・DC12V
サイレン音圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128dB
平均消費電流（待機時／警報時）・・・・約8ｍA／約1A（LED含む）
作動温度範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-40℃～＋85℃
メインユニット外形寸法／重量・・・・・・約78×76×26ｍｍ／約70ｇ
リモコン外形寸法／重量・・・・・・・・・・・約47×37×12ｍｍ／約24ｇ
リモコン連続作動時間・・・・・・・・・・・・・約1年
適合技術基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特定小電力無線
使用周波数帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・315MHz帯・テレコンテレメータ

HORNET 701VS　主な仕様

電源電圧・・・・・・・・・DC12V／24V　シガープラグコード付属（約3.5m）
消費電力・・・・・・・・・約3W
ドライブレコーダー本体外形寸法／重量・・・・・約120×67×40mm／約110g
使用周囲温度・・・・・-30℃～＋65℃
日時設定・・・・・・・・・カレンダー機能・リアルタイムクロック（充電池内蔵）
記録媒体・・・・・・・・・microSDHC/SDXCカード　class10（8GB～128GB）
有効画素数・・・・・・・前方カメラ（200万画素）、車内カメラ（100万画素）
記録画角・・・・・・・・・前方カメラ（水平約111°、垂直約59°、対角約136°）
 車内カメラ（水平約110°、垂直約58°、対角約130°）
F値・・・・・・・・・・・・・前方カメラ（F2.2）、車内カメラ（F1.8）
フレームレート・・・・前方カメラ（30fps）、車内カメラ（25fps）
画像技術・・・・・・・・・デジタルHDR
Gセンサー・・・・・・・・3段階の感度調整が可能
録画サイズ・・・・・・・前方カメラ（1920P×1080P）、車内カメラ（1280P×720P）
録画方式・・・・・・・・・常時録画／イベント録画／手動録画／リモコン録画／センサー連動録画
録画ファイル構成・・1分／2分／3分から選択
液晶モニター・・・・・3.0インチIPS方式
音声録音・・・・・・・・・ワンタッチON／OFF可能
言語表示・・・・・・・・・日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）
録画フォーマット・・動画 MOV（H.264）
記録映像再生方法・本製品液晶モニターおよびPCなど

HORNET SDR300H　主な仕様

●本製品は、車両の走行状態、事故時の状況を録画するための機器です。
●701VSは、DC12Vの車両、SDR300Hは、DC12V/24Vの車両に取
り付けできます。
●701VS、オプション類の取り付けには正しい車両電装の知識が必要で
す。
●本製品が記録した映像は、事故の証拠としての効力を保証するものでは
ありません。
●本製品付属のmicroSDカードに保存されたデータ破損による損害につ
いて、当社は一切責任を負いかねます。
●運転者は走行中に液晶モニターなどを注視したり、操作しないでくださ
い。
●LED式信号機は、LEDが高速で点滅しているため、点滅しているような
映像で記録される場合があります。信号機の識別や記録に関して、当社
は一切の責任を負いかねます。
●地デジなどテレビアンテナの近くや、電装品の近くに本製品を設置すると
テレビの受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる場合があります。
●701VSは、一部取り付け困難な車両や車種により使用するオプション
が異なる場合があります。
●本製品の動作の有無にかかわらず、万一盗難等が発生しても責任は一
切負いかねます。
●お客様への取付サポートは行っておりません。
●掲載の液晶画面などの画像はハメコミ合成イメージです。
●掲載写真の色調は、印刷物ですので実際の商品とは多少異なります。
●本製品の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。あら
かじめご了承ください。

ご購入時の注意

https://shop-security-lounge.com/

詳細はセキュリティラウンジ
オンラインショップをご覧ください。

つまり、ほとんどのクルマは
ほぼ１日中駐車状態にあると言えます。

一般の人が１日にクルマを運転する時間は平均1.5時間。

駐車時間

22.5h

運転時間
1.5h

ホーネット セキュリティレコーダーは
ドライブレコーダー（SDR300H）と
カーセキュリティ ホーネットとの連動により

24時間、常に愛車を見守ります。

■ セキュリティレコーダー主要機能
専用リモコンから遠隔コントロールすることで、あらかじめ指定した時
間録画することができます。

リモコン録画

搭載している各種センサーが異常を検知した場合、あらかじめ指定し
た時間録画することができます。

センサー連動録画

ショックセンサーが強い衝撃を検知すると警報（大音量サイレン）と共
に映像をすばやく記録します。感度は0～15段階で調整できます。

ショックセンサー

ドアのこじ開けを検知すると警報（大音量サイレン）と共に映像をすば
やく記録します。

ドアセンサー

不正なエンジン始動を検知すると警報（大音量サイレン）と共に映像
をすばやく記録します。

イグニッションON
センサー

搭載している各種センサーが異常を検知した場合、パトカーに匹敵す
る警報（１２８ｄBの大音量）が30秒間鳴ります。

128dB
大音量サイレン

搭載している各種センサーが異常を検知した場合、車両のスモールラ
イトを30秒間点滅します。

ライトフラッシュ

セキュリティレコーダー作動中は、動作確認LED（赤）が点滅し警戒監
視していることを周りにアピールします。

動作確認
LED（赤）

車内カメラは赤外線LEDを搭載し暗闇で
も明瞭な映像を録画できます。
F値1.8の明るいレンズを採用。

車両犯罪対策にも！
夜間でも車内映像を明瞭に録画

走行中はドライブレコーダーとして映像を記録し、駐
車中はセキュリティレコーダーとして映像を記録しま
す。さらに専用リモコンによる遠隔操作で映像を記
録することができます。
本格カーセキュリティHORNETのセンサーにより大
切な愛車を24時間見守ることができます。

スーパーナイトアイ
SUPER NIGHT EYE

赤外線LED/F値1.8
（車内カメラ）

前方カメラはF2.2の明る
いレンズを採用し、夜間や
トンネルの中など暗い場
所でも目視に近い鮮明な
映像を録画します。

デジタルHDR
急激な明るさの変化に強いＨＤＲ（ハイダイナミックレンジ）を搭載
しています。逆光やトンネルの出入り口など明暗の差が激しい時の
「白とび」や「黒つぶれ」をデジタル処理で大幅に低減します。

トンネルの出入り口も綺麗に映像を録画

夜間でも綺麗に映像を録画

製品に関するお問い合わせは
右のQRコードからお願いします

■ 夜間の防犯に優れた主なカメラ機能
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