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全日本トラック協会助成対象商品

◆モニター仕様 ◆カメラ仕様

JANコード：4515287010261
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全日本トラック協会助成対象商品

■連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダー
としても利用できます。
設定によりトリガ発生時（衝撃発生または手動）のみの撮影もできます。

■音声録音機能
映映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再現
できます。

■インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要で
す。

■ビデオ出力付
ビビデオ出力付ですので、カーナビ・車載モニター・TV等で記録映像をそ
の場で再生することができます。また、リアルタイム映像も見れますので、
本体設置の際、視野確認等に便利です。

※市販のオーディオケーブルが必要となります
※リアルタイム映像は「録画していない時」のみ確認可能です。
※家庭用モニターで確認する場合は別売のACアダプターをお求めください。

■衝撃発生時や手動によるポイントを再生
衝衝撃発生時や手動によるポイントが記録でき、簡単に呼び出して再生す
ることができます。

■取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープ
でフロントガラスに貼るだけです。

■GPSユニットが接続可能
同同梱のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、
Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。
また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。

■SDカードスロット ロック機能
業務使用や、複数のドライバーが使用する車にはロックをかけてSDカードを
容易に抜き取れないようにできます。 

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

付属品

ＧＰＳユニット x1
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(16GB)



全日本トラック協会助成対象商品

■連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダー
としても利用できます。設定によりトリガ発生時（衝撃発生または手動）
のみの撮影もできます。

■電源配線コード6M
DC12/24V対応で直接車両の配線から電源を接続できます。

■■音声録音機能
映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再
現できます。音声録音を任意でON/OFF切替が可能です。

■インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要
です。

■取付簡単
カカー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テー
プでフロントガラスに貼るだけです。

■GPSユニットが接続可能
同梱のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、
Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。
また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。

■赤外線ユニットが接続可能
別別売オプションの赤外線ユニットSE-1を接続して、夜間の車内等を綺麗
に撮影することができます。
※赤外線は目には見えません。照射距離は約1-2mとなります。

■ビデオ出力付
ビデオ出力付ですので、カーナビ・車載モニター・TV等で記録映像を
その場で再生することができます。また、リアルタイム映像も見れます
ので、本体設置の際、視野確認等に便利です。

※※市販のオーディオケーブルが必要となります。
※リアルタイム映像は「録画していない時」のみ確認可能です。
※家庭用モニターで確認する場合は別売のACアダプターをお求めください。

付属品

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

仕様
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Gセンサー機能搭載モデル。
G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した
場合、そのポイントの前後の映像を記録し、データが
上書きされないように保護します。

5

FT-DR W1                

FT-DR W1G　　　　　 Gセンサー付モデル 　                

FT-DR W1 PLUS　　　　GPS搭載モデル 　                

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

コンパクトボディに凝縮された高機能。

HD画質
(約100万画素)に
1.5型カラー液晶
モニター搭載。

▲ こちらからは、
夜間の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。
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 本体サイズ            幅約54mm×高さ約50mm×厚さ約23mm (突起部分含まず)
 本体質量　　　　　　約42g (microSDHCカード含む)
 記録媒体                 microSDHC（4GB付属/W1 PLUSは8GB付属）
                            フレームレート：30fps / 4～32GB対応（Class10以上）
 録画ファイル構成       3分、5分
 映像ファイル形式        動画　AVI (MJPG)
  撮像素子                 100万画素 CMOS
 記録映像再生方式   Windows Media Player等のAVI (MJPG)再生ソフト
 レンズ画角            水平 約 105度　垂直 60度　（120度対角）
 最大記録画角        水平 約 100度　垂直 52度　（112度対角）
 記録解像度            1280 × 720 (HD)
                             848 × 420 (WVGA)
                             640 × 480 (VGA)
  電源電圧                 DC5V (カー電源コードで変換)
 バックアップ電源        スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池（時計用）
 消費電流                 約200mA(本体DC5V)、90mA(カー電源コード・DC12V入力時）
 GPS                     無し
 動作温度範囲        0 ～ +60℃
 Gセンサー            ○（オフ、低、中、高）3段階調整 (※W1は無し)
 商品保証期間       １年間 (消耗品除く )
  記録方式                 常時録画、イベント記録（Gセンサー/手動 ※W1は手動のみ）
 言語                     日本語 /英語
 画面サイズ            1.5インチ液晶モニター
 付属品                 取付けステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブルｘ1
                             microSDHCカード(4GB/W1 PLUSは8GB付属)×1、取扱説明書 ×1
 音声                     ON/OFF可能

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS搭載

GPS内蔵取付ステーGPS内蔵取付ステー同梱モデル。
日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示
できます。また、弊社サイトから無料ダウン
ロードできる専用ビューア画面で、走行の詳細な
情報を見ることができます。

録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

基本的なスペックはFT-DR W1と同様です。

基本的なスペックはFT-DR W1と同様です。

付
属
品



動画ビューワー
※画像はイメージです。

表示エリア

Gセンサーグラフ

ファイルコントロール

地図表示

再生リスト

速度メーター

GPSステーを接続して撮影をしていただくと右上に位置情報、右下に速度が現れ、万が一の時も動画から正確な情報を得られます。右のウィンドウには動画のタイトルが出てくるため、何個も
再生リストに入れれば素早く閲覧も可能。見やすく知りたい情報をすぐに得られ、NX-DR201をもっと便利にご利用できます。 是非ダウンロードしてご利用下さい（無料）。

NX-DR200S、FT-DR W1 PLUS
にも対応しております。
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付属品

NX-DR 201 　　　　　　　

撮影した動画をパソコンで見るための無料ビューワーをご利用下さい。

＋オプションで
さらに機能UP!

オプションのパーキング
モードケーブル接続で、
駐車中も録画。
▶詳しくは12ページを
　ご覧下さい。

オプションのGPSユニット接続で、
速度超過警報・車線逸脱警報・
車間距離警報・出発遅延警報・
専用ビューアーの機能が使用可能。
▶詳しくは11ページをご覧下さい。

ダブルSD
カードスロット搭載。
FullHD高画質で長時間録画！

 本体サイズ            幅約79mm×高さ約45mm×厚さ約25mm (突起部分含まず)
 記録媒体                 microSDHC（8GB付属）
                             フレームレート：24fps / 4～32GB対応（Class10以上）
 映像ファイル形式        動画　AVI(H.264)
 撮像素子                 200万画素 CMOS
 記録映像再生方式   AVI(H.264)動画再生ソフトまたは弊社の専用ビューアーソフト
  レンズ画角            水平 約 110度　垂直 64度　（130度対角）
 記録解像度            1920×1080/30fps/HDR
                            1280×720/60fps
 電源電圧                 DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
 バックアップ電源        スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
 消費電流　　           約180mA(DC12V時)、約100ｍA (DC24V時) 
    　　　　　　　　　約130mA(DC12V駐車録画動作時)※オプション
    　　　　　　　　　    　　　　　　　　　約8ｍA(DC12V駐車録画待機時)※オプション
 GPS                     オプション(HX-GP200)  取付ステーと一体型
 動作温度範囲        0～ 60℃
 Gセンサー            有り（オフ、1～5）5段階調整
 商品保証期間           3年間(microSDHCカード等消耗品除く)
 記録方式                 常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
         　　　　　　　 駐車録画(衝撃、動体検知)※オプション
  言語                     日本語 /英語
 画面サイズ            2.7インチ液晶モニター
 付属品                 取付けステー×1、カー電源コード×1、AV変換ケーブルｘ1
                             microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1
 音声                     ON/OFF可能
 ビデオ出力　　　     φ2.5ビデオ出力端子付

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

▲ こちらからは、
夜間の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

■ドライブレコーダー

■記録時間の目安：Full HDの場合
HD解像度の場合：32GB×２　最大21時間50分（駐車モードを使用しない場合）

※下記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

記録領域の割り当て　　　　　SDカード容量 　　　常時録画　　　　衝撃録画　　　　手動録画　　　　駐車録画　　　　合計　  
8GB×1　　　　　1時間15分　　　　　20分　　　　　　5分　　　　　　-　　　　　1時間40分

A　　　　　　　　16GB×1　　　　　2時間30分　　　　    40分　　　　　 10分　　　　　　-　　　　　3時間20分
[駐車モードを使用しない設定]　　32GB×1　　　　　　5時間　　　　　1時間20分　　　　20分　　　　　　-   　　　　6時間40分

64GB(32GB×2)　　　10時間　　　　　2時間40分　　　　40分　　　　　　- 　　　　13時間20分
8GB×1　　　　　　 1時間 　　　　　　20分　　　　　　5分　　　　　15分　　　　1時間40分

B　　　　　　　　B　　　　　　　　16GB×1 　　　　　　2時間 　　　　　　40分 　　　　　10分　　　　　30分　　　　3時間20分
[駐車モードを使用する設定]　　32GB×1 　　　　　　4時間　　　　　1時間20分 　　　　20分  　　　　1時間  　　　6時間40分

64GB(32GB×2)   　　　8時間　　　　　2時間40分 　　　　40分  　　　　2時間　　　13時間20分



NX-DR 200S　　　　　  

FT-DR 100S　　　　　　　

▲ こちらからは、
夜間の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからは、
夜間の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

 本体サイズ   　　　幅約84mm×高さ約47mm×厚さ約14mm (突起部分含まず)
 記録媒体   　　　　  microSDHC（8GB付属）
　　　　　　　　　    フレームレート：30fps / 4 ～ 32GB対応（Class10）
 映像ファイル形式    動画 AVI(MJPG)
 撮像素子               100万画素 CMOS
 記録映像再生方式     Windows Media Player等の AVI(MJPG)再生ソフト
 レンズ画角  レンズ画角            水平 約 115度　垂直 65度　（140度対角）
 記録解像度             1280×720/30fps/HD
                              848×480/30fps/WVGA
                              640×480/30fps/VGA
 電源電圧               DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
 バックアップ電源    スーパーキャパシタ方式
  消費電流               1A(最大)
 GPS  GPS                   無し
 動作温度範囲            0～ 60℃
 Gセンサー               ○（オフ、低、中、高）3段階調整
 商品保証期間            1年間 (消耗品除く )
 記録方式               常時録画、イベント記録、手動録画
 言語                       日本語 /英語
 画面サイズ            2.7インチ液晶モニター
 付属品  付属品                   取付けステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブルx1
                             microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1
 音声                       ON/OFF可能

 本体サイズ            幅約77mm×高さ約59mm×厚さ約20mm　(突起部分含まず)
 記録媒体                microSDHC（8GB付属）
                             フレームレート：30fps / 4～32GB対応（Class6以上）
 映像ファイル形式     動画 MOV(H.264)
 撮像素子                200万画素 CMOS
 記録映像再生方式     Windows Media Player等の H.264再生ソフト
 レンズ画角  レンズ画角            水平 約 115度　垂直 68度（145度対角）
 記録解像度            1920×1080/30fps/Full HD
                             1280×720/30fps/HD
                             848×480/30fps/WVGA
                             640×480/30fps/WVGA
 電源電圧                DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
 バックアップ電源    スーパーキャパシタ方式 / ML2032ボタン充電池(時計用)
 消費電流  消費電流                約400mA(本体 DC5V) / 
                             約190mA(カー電源コード: DC12V 入力時)
 GPS                    オプション対応(HX-GP200) : 取付ステー一体型
 動作温度範囲            0～ 60℃
 Gセンサー                ○（オフ、低、中、高）3段階調整
 商品保証期間            3年間 (SDカード等 消耗品除く )
 記録方式                常時録画、イベント記録、手動録画
 言語  言語                       日本語 /英語
 画面サイズ            2.7インチ液晶モニター
 付属品                    取付けステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブル×1
                              microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1
 音声                       ON/OFF可能

付属品
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2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製
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FC-DR707 PLUS　　　　　　 

NX-DR01　　　　　　　 　　

安心の日本製！
オプションのGPSユニットにも
対応しています。

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

JANコード：4515287007452

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

付属品

NX-01WP              ドライブレコーダー防水ケース　　　　　　　 　　
NX-DR01に対応した防水ケースです。バイク等に取り付けることも可能。

オプションのGPSユニット(HX-GP1)を接続することができます。

①カー電源コードのプラグをドライブレコーダーの電源入力に接続します。
②ドライブレコーダーを向きに注意して入れます。
③フタを閉めます。

NX-DR01

NX-01WP

付属品

JANコード：4515287020055

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

8

安心の日本製。100万画素(1280×720)なので映像も綺麗です。

付属品

JANコード：4515287009135

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。



NX-DR03 　　　　　　　 　  
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2カメラ
運転アシスト

音声on

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

安心の日本製！ 
音声録音可能。

オプションのGPSユニットにも対応。

NX-DR05 　　　　　　　 　  

安心の日本製！ 
赤外線LED付タイプ。

オプションのGPSユニットにも対応。

NX-DR07 　　　　　　　 　  

安心の日本製！ 
音声録音ON/OFF設定可能。

オプションのGPSユニットにも対応。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

付属品

付属品

付属品

2カメラ
運転アシスト

音声on

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製



エンジン停止時に、ドライブレコーダーを防犯カメラとして使う為の
バッテリーとなります。
目安として14～30時間程度使用可能。

エンジン停止時に、ドライブレコーダーを防犯カメラとして使う為の
バッテリーとなります。
目安として7.5～20時間程度使用可能。
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付属品

付属品



■対応機種 : NX-DR301

■対応機種 : NX-DR201｜NX-DR200S｜NX-DR102G｜FT-DR W1 PLUS

対応したドライブレコーダーに接続することにより、専用再生ソフト上で
Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。
緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
また、時刻合わせも自動で行われます。 

NX-DR200S/NX-DR201用・ステーと一体型のGPSユニットです。
LDWS(車線逸脱警報)やFCWS(前方車間距離警告)を
行うことができます。(*NX-DR201の場合)
対応したドライブレコーダーに接続することにより、*専用再生ソフト上でGoogle Mapに
走行軌跡を表示させることができます。
緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
ままた、時刻合わせも自動で行われます。
＊専用再生ソフトは弊社ＨＰからダウンロードして下さい。

JANコード : 4515287011893

NX-DR301用のGPSユニットです。
LDWS(車線逸脱警報)や
FCWS(前方車間距離警告)を行うことができます。
対応したドライブレコーダーに接続することにより、*専用再生ソフト上で
Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。
緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
ままた、時刻合わせも自動で行われます。
＊専用再生ソフトは弊社ＨＰからダウンロードして下さい。

JANコード : 4515287011176
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JANコード：4515287008824

ダッシュボード上に車内に向けて設置。車の左右・後方に
不審な人影があった場合にドップラーセンサーによって
検知、接続しているドライブレコーダーで記録します。
最大2台のドライブレコーダーを接続可能。 ドライブレコーダーが防犯カメラに

なるセンサー。
付属品

車
載
用 

モ
ニ
タ

■ドライブレコーダー：オプション品



＊○は使用可能  
＊NX-DR01は12V専用です。24V車には接続しないでください。（他の機種は12/24V兼用です）

3メートルの12/24用 裏取配線。
電源コネクタ形状がL型の
DC-3B 3mです。 

4メートルの5V出力・
12/24兼用 裏取配線。
USBコネクタ形状が
ストレート型の
DC-4B5VSと、
L型のDC-4B5VLです。

DC-4B5VL (L/R)

ドライブレコーダー：NX-DR201を機能拡張！
パーキングモードケーブル接続で、駐車中も録画。
駐車時の衝撃/動体検知の録画ができます。

駐車録画はＳＤカード容量の約15％の領域内で、
発生前6秒と発生後30秒の計36秒を記録します。

※車両のシガーソケットから電源を供給できない場合の直結配線
　　ケーブルとしても使用できます。 

セット内容：本体ケーブル(ケーブル長：約4ｍ)×1
　　　　　 エレクトロタップ×2

JANコード：4515287020444

◎
◎

◎
◎

◎

◎

＊◎は推奨、または、付属のコードがそのタイプの物　　＊○は使用可能

DC-4B5VLは、L型プラグが左向きに
付いた[L]と、右向きに付いた[R]の
2種類がございます。 
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■ドライブレコーダー：オプション品



超小型なのに、ワイドに撮れる！
IP67相当の防水・防塵性能なのも安心。

超小型なのに、ワイドに撮れる！
IP67相当の防水・防塵性能なのも安心。

赤外線LED搭載の水平画角90°ワイドカメラ！
IP67相当の防水・防塵性能なのも安心。
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バ

ク
カ
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ラ

付属品

JANコード：4515287020192

付属品

付属品
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車
載
用 

モ
ニ
タ

■車載用 モニター

JANコード：4515287020048

JANコード：4515287010094

JANコード：4515287012234

JANコード：4515287012241

 使用電源                 DC12V/24V
 消費電力                 約4W(無信号時)、約10W(最大)
 使用温度範囲      0℃～＋45℃
 保存温度範囲      -10℃～＋60℃
 画面サイズ            幅 198mm × 高さ112mm　対角 227.5mm  (9V型)
 解像度                 水平 800 × 垂直 480　有効画素率 99.9 ％以上
  映像方式            NTSC
 アスペクト比            16:9/4:3
 画面表示                 正像/上下反転/180度回転/左右反転
 言語                       日本語/ロシア語/中国語/中国語(台湾)/英語
 接続端子            ACC電源
                                 GND
                                 バックランプ線/ライティングスイッチ線
                                                                  AV1入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                                  音声　   1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                                 AV2入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切り替え)
 外形寸法                  220 mm × 高さ 143 mm × 奥行き 25 mm （突起部を除く）
 質量                        約400 g

リモコン　　　　取付用ブラケット

AVケーブル　　 電源ケーブルユニット

リモコン　　　　取付用ブラケット

AVケーブル　　 電源ケーブルユニット

リモコン　　　　取付用ブラケット

AVケーブル　　 電源ケーブルユニット

 使用電源                 DC12V/24V
 消費電力                 約4W (無信号時)、約9.6W (最大)
 使用温度範囲      0℃～＋45℃
 保存温度範囲      -10℃～＋60℃
 画面サイズ           幅156mm×高さ88mm　対角179mm (7V型)
 解像度                 水平 800 × 垂直 480　有効画素率 99.9 ％以上
  映像方式            NTSC
 アスペクト比            16:9/4:3
 画面表示                 正像/上下反転/180度回転/左右反転
 言語                       日本語/ロシア語/中国語/中国語(台湾)/英語
 接続端子            ACC電源
                                 GND
                                 バックランプ線/ライティングスイッチ線
                                                                  AV1入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                                  音声　   1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                                 AV2入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切り替え)
 外形寸法                 178 mm × 高さ 118 mm × 奥行き 23 mm （突起部を除く）
 質量                        約282 g

リモコン　　　　取付用ブラケット

AVケーブル　　 電源ケーブルユニット

 使用電源                 DC12V/24V
 消費電力                 消費電流：55mA (入力電圧+12V,無信号時) ：170mA (信号入力時)
 使用温度範囲      0℃～＋45℃
 保存温度範囲      -10℃～＋60℃
 画面サイズ           幅97mm × 高さ55mm  対角110mm  (4.3V型)
 解像度                 水平 480 × 垂直 234
  映像方式            NTSC/PAL
 アスペクト比            16:9/4:3
 画面表示                 正像/上下反転/180度回転/左右反転
 言語                       日本語/ロシア語/中国語/中国語(台湾)/英語
 接続端子            電源(+12V限定)
                                 ACC電源
                                 GND
                                                                  AV1入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                                  音声　   1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                                 AV2入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切り替え)
 外形寸法                 幅122.5mm×高さ77.2mm×奥行30mm (取付ステイ・突起部を除く) 
 質量                        約140 g

 使用電源                 DC12V/24V
 消費電力                 約4.1W(無信号時)、約10W(最大)
 使用温度範囲      0℃～＋45℃
 保存温度範囲      -10℃～＋60℃
 画面サイズ           幅223mm × 高さ125mm　対角255.6mm (10.1V型)
 解像度                 水平1024 ×垂直600　有効画素率99.9 ％以上
  映像方式            NTSC / PAL　(本機の信号方式はNTSC/PALの自動識別です。)
 アスペクト比            16:9/4:3
 画面表示                 正像/上下反転/180度回転/左右反転
 言語                       日本語/ロシア語/中国語/中国語(台湾)/英語/フランス語/イタリア語/
                                 ドイツ語/スペイン語
 接続端子            ACC電源
                                 GND
                                                                  バックランプ線/ライティングスイッチ線
                                 AV1入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                                  音声　   1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                                 AV2入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切り替え)
 外形寸法                  幅 250mm × 高さ 175mm × 奥行き 27mm　（突起部を除く）
  質量                        約522 g

ステレオスピーカー内蔵・タッチボタン採用・LEDバックライト付。

シフトレバーをバックに入れるとバックカメラの映像に自動切替。

シフトレバーをバックに入れるとバックカメラの映像に自動切替。

ステレオスピーカー内蔵・タッチボタン採用・LEDバックライト付。



普段は腕時計としても使える、
ファッショナブルな2台組  
トランシーバーセット。

通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。
通話エリアを拡大して使える中継器FC-R2対応。
小型かつ軽量で約24時間運用(薄型専用充電池式)。 

※1 測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、
　　受信10秒、待受80秒の繰り返し動作 

特
定
小
電
力
ト
ラ
ン
シ

バ
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通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに
対応！
通話エリアを拡大して使える中継器FC-R2対応。
単3形アルカリ乾電池1本で約35時間運用。

アンテナ内蔵のため、邪魔になりません。
20チャンネル仕様。
38グループモード。
カラフルな5色をご用意しました。

特
定
小
電
力
ト
ラ
ン
シ

バ
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単3型 アルカリ乾電池 1本



イヤホンマイク付きの
2台組トランシーバー!

・20チャンネル仕様
・38グループモード

・VOXハンズフリー機能
・オートパワーOFF機能

NX-20X -BK/WR 　　　　   小型スタンダードモデル 台組
イヤホンマイク付きの
2台組トランシーバー!

・20チャンネル仕様
・38グループモード

・VOXハンズフリー機能
・オートパワーOFF機能
・・薄型専用充電池式

イヤホンマイク付きの
2台組トランシーバー！

・20チャンネル仕様
・38グループモード

・VOXハンズフリー機能
・オートパワーOFF機能

・・単3アルカリ乾電池で約60時間運用
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DC6V(単4型アルカリ乾電池4本)



FC-B20R 　　　　     　　　　 中継器対応モデル 台組

通常通話20ch+中継通話27ch対応！ 
通話エリアを拡大する中継器FC-R2対応。

・20チャンネル仕様
・38グループモード

・VOXハンズフリー機能
・オートパワーOFF機能

・SQL機能対応

特
定
小
電
力
ト
ラ
ン
シ
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市販の単3型アルカリ乾電池で、
約60時間運用が可能です。

同時通話27ch+交互通話20ch対応！ IPX4相当の防水機能。
市販の単3型アルカリ乾電池で、約60時間運用が可能です。

付属品

付属品

付属品

DC4.5V(動作可能電圧 3.6V～4.5V) 単3型アルカリ乾電池x3本:別売

DC3.6V～4.5V (単3型 アルカリ乾電池x3本:別売)
または、オプションのバッテリーパック

JANコード：
4515287005885

JANコード：
4515287005892

DC3.6～4.5V(単3型アルカリ乾電池x3本：別売)またはオプションのバッテリーパックFBP-1/FBP-2



アナログ防災同報無線
の受信。緊急地震速報、
緊急津波速報、緊急警
報放送対応。非常灯・
非常用アラーム機能搭
載。FMラジオ対応。

・アナログ同報系防災
行政無線の受信
・緊急地震速報
・緊急津波速報

・緊急警報放送対応
・非常灯/非常用アラーム付

・・FMラジオ対応
・特定小電力トランシーバー(20ch/
単信)としても使用できます。

付属品

付属品
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使用可能時間
監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間
・警報+防災　:　25時間
・警報のみ　　:　30時間
※充電時間は約5時間です。
※バッテリーは1000mAh、充電電流は0.2Aです。
※※弊社ドライブレコーダー用マルチバッテリーパックBP-1・BP-2使用可能です。

 周波数帯
 防災同報無線   　　 68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)
 FMラジオ   　　　　76.0 ~ 90MHz (100kHz Step)
 防災信号検出方式
 防災同報無線          指定周波数のキャリア検出
 緊急地震速報          NHK地震速報チャイム音検出
 緊急警報放送  緊急警報放送          ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
 電源電圧
 DC IN運用時          DC 5V(microUSB)
 本体電池運用          DC 3.7V
 温度範囲               0℃ ~ +50℃
 消費電流
 監視モード          30mA(同報無線Save時)
 FMラジオモード  FMラジオモード   100mA
 防災同報無線
 モード(待機時)       60mA
 オーディオ出力       300mW

※デジタル無線を復調し直接内容を聞くことはできません。

※デジタル無線を復調し直接内容を聞くことはできません。



●デジタル無線の種別、速度取締機の接近を音声ガイドにてお知らせします！
●地震、津波、台風の正確な災害情報を、いち早く受信できる同報系防災行政無線受信！

■簡単受信
受信エリアをジャンル別に分けて、プリセットバンク
に登録していますので、聞きたい受信エリアを簡単
に呼び出してオートサーチします。

■多彩で実用的なメモリーバンク
チャンネルメモリー、エリアメモリーの他に自動選局
時時に、受信する必要がないチャンネルを回避する
チャンネルパスメモリーを設定できます。

■防災・行政・消防・救急・警察無線専用
　エリア搭載
災害や事故現場などで飛び交う生情報をいち早く
キャッチします。

■音声ガイド機能搭載
特特定のチャンネル(盗聴電波や警察無線など)を受信
した場合は、音声ガイドで受信をお知らせします。

■ドライブモード搭載
速度取締機の接近を音声でお知らせします。

20

3.6V/1200mAh
くりかえし充電が

できます。

*300回ほどが目安となります。

JANコード：4515287008268

JANコード：4515287005625 JANコード：4515287005618

トランシーバー本体に装着した充電式ニカドバッテ
リーパック:FBP-1/FBP-2
への充電と、充電式
ニカドバッテリーパック
FBP-1/FBP-2への
単体の充電が同時に
でできます。

*充電時間は2.5時間の急速タイプです。

充電式ニカドバッテリー
パックFBP-1
専用充電器です。
本体に入れたまま
充電ができます。

*FBP-1/FBP-2単体での
  充電はできません。

・

付属品

※デジタル無線を復調し直接内容を聞くことはできません。



FC-R2　　　　 　　 　特定小電力トランシーバー用中継装置

付属する4種類の変換プラグにより、
各社のトランシーバーに対応します。
Fタイプ：   FRC製品 (2PIN) 
Aタイプ：  アルインコ(アイコム)製品 
Kタイプ：  ケンウッド製品 
WPタイプ：防水仕様のトランシーバー 
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 本体サイズ              幅 約100mm × 長さ 約250mm × 高さ 約80.5mm 
                           (突起部分含まず)  
 本体重量              約560g  
 マイクロフォン          全指向型　ø 6×5mm
 マイクロフォン感度   -54 ± 3dB
 マイクロフォン
  インピーダンス       2.2KΩ
 スピーカー出力       3W
 スピーカー
 インピーダンス        4Ω
 製品感度               86dB ± 3dB 1M/1W BY LMS
 マイクロフォン電圧    1~10V
 消費電流               3W (最大)
  動作温度範囲           -20℃ ～ 55℃
 商品保証期間          １年間 (消耗品除く )

付属品 : 変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定
           ネジ ×8、ACアダプター ×1、 取扱説明書×1

JANコード : 4515287011657

JANコード：4515287021229

主な機能
●中継器対応機能を備えたトランシーバーで
　あれば通話可能エリアを2倍にできます。
●面倒な中継器の設定も、赤外線リモコンで
　一発設定可能。（実用新案登録第3159053号）
●中継通話 27チャンネル フル実装。
●●グループモード機能で混信を軽減し仲間だ
　けで通話が出来ます。（38グループ対応）
●風雨に耐える防水性能(IPX7保護等級)を
　備えており、屋内/屋外ともに設置可能です。

中継通話 27チャンネル フル実装・38グループ対応。
簡単リモコンでわかりやすく操作できます。



FC-GT13 + FC-GR13　　ガイドラジオ送信機/受信機

JAN:4515287021274

JAN:4515287021243 JAN:4515287021250

JAN:4515287021304 JAN:4515287021311 JAN:4515287021328JAN:4515287021403JAN:4515287021267

JAN:4515287021281 JAN:4515287021342 JAN:4515287009920JAN:4515287021335JAN:4515287021298

連結接続して、複数
の端末を同時に充電
することが可能です。

シングル充電器：
FBC-3R
*ACアダプターが別途必要です。

*5台まで連結可能です。

*ACアダプター付属

送信機：FC-GT13 受信機：FC-GR13

20連充電器 FBC-20R  イヤホン(インナータイプ)
 FEP-301

オーバーヘッドマイク
MC-1G

ネックストラップ 
FST-01 

ニッケル水素充電池
FC-G20BT

片耳ヘッドフォン
FHP-01

 イヤホン(耳かけタイプ)
 FEP-302

 イヤホン(カナルタイプ)
 FEP-303

充電用ACアダプター
AC-3

タイピンマイク
MC-2G

美術展や公演・
見本市・展示会

セミナーや会議・
プレゼンテーション

動物園や水族館・
観光地のご案内

ワイヤレスで
多くの人を
ガイドできる
ツールです。

電源電圧　　 DC 2.4V
電波形式  　 F3E
周波数安定度   ±2.5ppm
外形寸法  　 約60(W) x 102(H)
　　　　　　 x 20(D)mm
質　量  　　 約64g(送信機)/約66g(受信機)
受受信周波数  322.050MHz～ 
                     322.400MHz(13ch)
送信出力  　 1mW (送信機)
低周波出力   25mW (イヤホン使用)
                     (受信機)
消費電流      送信時(約103ｍA)
(送信機)        待機時(約7ｍA)
消消費電流（受信機） 240mA (音量最大時)

受信機‥‥複数台
送信機

免許・資格等が不要で、手軽な導
入が可能なコミュニケーション
ツール。
特定小電力ワイヤレスマイク専用
周波数を使用した、送信機と受
信機をメインに構成されています。

付属品
・送信機：FC-GT13 x1
・タイピンマイク(MC-2G)
・専用首掛けストラップ
・取扱説明書

付属品
・受信機：FC-GR13 x1
・イヤホン(FEP-301)
・専用首掛けストラップ
・取扱説明書

多彩なオプションをご用意。

・使用時間(送信機)：約24時間（FC-G20BT）/ 約18時間（アルカリ乾電池）
・使用時間(受信機)：約15時間（FC-G20BT）/ 約11時間（アルカリ乾電池）
・端末の充電に必要な時間の目安：約7.5時間

単3形アルカリ乾電池2本で動作します。充電器を使用する
場合はニッケル水素充電池 [ FC-G20BT ] 2本が必要です。

いつでも準備万端、受信機の数に応じて増やせる充電器。
業務内容に合わせて使い分けられるイヤホンマイクなど。
あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。

●13チャンネル対応
●クリアな音声受信
●電波到達距離：
　約30～100ｍ*
*送信できる距離は、建物等
の障害物、使用状況により
大大きく左右されます。
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■ガイドラジオ



扱いやすい一般的
なスタイル。

FP-22
FPG-22

FPG-22KWP

　耳にぴったり
　とフィットして
　周囲の雑音も
　遮断します。

FPG-24
FPG-24KWP

音の出る範囲が広
く、しっかりと耳
をホールド。
聴きやすく、仕事
の動きに付いてい
きます。

FPG-26
FFPG-26KWP

しっかりとホールド
する耳かけ型。

FH-23
FL-25
FPG-23

FPG-23KWP

取り外し可能な耳
かけが付いた2WAY
スタイルです。

FH-30
FH-31WP
FP-33

  抜群の安定感。
           お仕事と
           がっつり
           向き合う
           ために。

FL-27

伸縮性の高い
フレキシブルな
コード。
動きのある現
場にも対応。

FP-29

マイク部分を襟元
等に装着して、ス
マートな通話を。

FB-26

    しっかりと言葉           
　 を届けたい。

    （下部にイヤホン接  
　    続口があります）

*　  防水タイプ：
　　近日発売予定。

FS-21

耳に寄り添う、様々なかたち。業務に合わせて使い分けて下さい。
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カナル型

イヤーハング型

チューブトップ型 タイピン型 スピーカーホン型

耳かけスピーカータイプ

音の出る範囲が広
く、しっかりと耳
をホールド。

聴きやすくてアク
ティブに動けるタ
イプ。

FH-27

イヤーパッド型

ヘッドセット型

脱着式イヤーハング型

スタンダード型

耳かけを取り外してインナー型にもなるイヤホン。方向を組み替えることで左右の耳にも対応。

FP-33A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応
JANコード：4515287011299

FP-33I
iCOM(2ピン)対応
JANコード：4515287011329

FP-33F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等

●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287011312

FP-33Y
YAESU（1ピン)対応
JANコード：4515287011350

FP-33WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM FC-G20R対応
●ALINCO　DJ-P22等対応
●iCOM　　 IC-4300等対応
●YAESU　 FTH-107等対応

JJANコード：4515287011343

FP-33K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JANコード：4515287011305

ト
ラ
ン
シ

バ

・
オ
プ
シ

ン
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FPG-22

FPG-23

スタンダード型イヤホンマイクロホン

耳かけ型イヤホンマイクロホン

プロの仕事に応える、耐久
性を約2倍*に高めた[PRO]
シリーズ。

サビや腐食に強い金メッキを
施した接続プラグ、毎日の
使用に負けない断線しにくい
ココードを採用。

JANコード: 4515287021717

スタンダード型

FPG-22IP
対応機種：IC-DPR30
[ICOM]　 IC-DPR3
　　　　　 IP-500H
　　　　　 IP-501H
　　　　　 　　　　　 IP-100H

iCOM(アイコム)デジタル簡易無線登録局対応

*当社比 [ 屈曲性能 : 当社比 1.4倍 /
　　　　　引張性能: 当社比 2倍 ]

プロの仕事に応える、耐久
性を約2倍*に高めた[PRO]
シリーズ。

サビや腐食に強い金メッキを
施した接続プラグ、毎日の
使用に負けない断線しにくい
ココードを採用。

JANコード: 4515287021724

イヤーハング型

FPG-23IP
対応機種：IC-DPR30
[ICOM]　 IC-DPR3
　　　　　 IP-500H
　　　　　 IP-501H
　　　　　 　　　　　 IP-100H

iCOM(アイコム)デジタル簡易無線登録局対応

*当社比 [ 屈曲性能 : 当社比 1.4倍 /
　　　　　引張性能: 当社比 2倍 ]

FPG-22A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応
JANコード：4515287011671

FPG-22I
iCOM(2ピン)対応
JANコード：4515287011695

FPG-22F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等

●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287011688

FPG-22Y
YAESU（1ピン)対応
JANコード：4515287011701

FPG-22WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM      FC-G20R
●ALINCO    DJ-P22等互換
●iCOM　   IC-4300等互換
●YAESU　FTH-107等互換

JJANコード：4515287011718

FPG-22K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JANコード：4515287011664

スタンダード型 [防水タイプ]

FPG-22KWP
金メッキ接続プラグ+
独立回転ナット採用
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応

JJANコード：4515287020000

適合機種一覧
[KENWOOD]
UBZ-M31
UBZ-M51S
UBZ-M51L

TPZ-D553MCH
TPZ-D553SCHTPZ-D553SCH

TCP-D151C
TCP-D251C
TCP-D551

イヤーハング型 [ 防水タイプ ]

FPG-23KWP
金メッキ接続プラグ+
独立回転ナット採用
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応

JJANコード：4515287020017

適合機種一覧
[KENWOOD]
UBZ-M31
UBZ-M51S
UBZ-M51L

TPZ-D553MCH
TPZ-D553SCHTPZ-D553SCH

TCP-D151C
TCP-D251C
TCP-D551

■イヤホンマイク

FPG-23A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応
JANコード：4515287011732

FPG-23I
iCOM(2ピン)対応
JANコード：4515287011756

FPG-23F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等

●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287011749

FPG-23Y
YAESU（1ピン)対応
JANコード：4515287011763

FPG-23WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM       FC-G20R
●ALINCO　 DJ-P22等互換
●iCOM　　IC-4300等互換
●YAESU　 FTH-107等互換

JJANコード：4515287011770

FPG-23K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JANコード：4515287011725
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FPG-24

FPG-26

カナル型イヤホンマイクロホン

耳かけスピーカー型イヤホンマイクロホン

プロの仕事に応える、耐久
性を約2倍*に高めた[PRO]
シリーズ。

サビや腐食に強い金メッキを
施した接続プラグ、毎日の
使用に負けない断線しにくい
ココードを採用。

JANコード: 4515287021731

カナル型

FPG-24IP
対応機種：IC-DPR30
[ICOM]　 IC-DPR3
　　　　　 IP-500H
　　　　　 IP-501H
　　　　　 　　　　　 IP-100H

iCOM(アイコム)デジタル簡易無線登録局対応

*当社比 [ 屈曲性能 : 当社比 1.4倍 /
　　　　　引張性能: 当社比 2倍 ]

プロの仕事に応える、耐久
性を約2倍*に高めた[PRO]
シリーズ。

サビや腐食に強い金メッキを
施した接続プラグ、毎日の
使用に負けない断線しにくい
ココードを採用。

JANコード: 4515287021748

耳かけスピーカー型

FPG-26IP
対応機種：IC-DPR30
[ICOM]　 IC-DPR3
　　　　　 IP-500H
　　　　　 IP-501H
　　　　　 　　　　　 IP-100H

iCOM(アイコム)デジタル簡易無線登録局対応

*当社比 [ 屈曲性能 : 当社比 1.4倍 /
　　　　　引張性能: 当社比 2倍 ]

FPG-24A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応
JANコード：4515287020567

FPG-24I
iCOM(2ピン)対応
JANコード：4515287020581

FPG-24F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等

●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287020574

FPG-24Y
YAESU（1ピン)対応
JANコード：4515287020598

FPG-24WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM      FC-G20R
●ALINCO    DJ-P22等互換
●iCOM　   IC-4300等互換
●YAESU　FTH-107等互換

JJANコード：4515287020604

FPG-24K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JANコード：4515287020550

カナル型 [ 防水タイプ ]

FPG-24KWP
金メッキ接続プラグ+
独立回転ナット採用
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応

JJANコード：4515287020611

適合機種一覧
[KENWOOD]
UBZ-M31
UBZ-M51S
UBZ-M51L
TPZ-D553MCH
TPZ-D553SCHTPZ-D553SCH
TCP-D151C
TCP-D251C
TCP-D551

耳かけスピーカー型 [ 防水タイプ ]

FPG-26KWP
金メッキ接続プラグ+
独立回転ナット採用
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応

JJANコード：4515287020680

適合機種一覧
[KENWOOD]
UBZ-M31
UBZ-M51S
UBZ-M51L
TPZ-D553MCH
TPZ-D553SCHTPZ-D553SCH
TCP-D151C
TCP-D251C
TCP-D551

■イヤホンマイク

FPG-26A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応
JANコード：4515287020635

FPG-26I
iCOM(2ピン)対応
JANコード：4515287020659

FPG-26F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等

●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287020642

FPG-26Y
YAESU（1ピン)対応
JANコード：4515287020666

FPG-26WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM       FC-G20R
●ALINCO　 DJ-P22等互換
●iCOM　　IC-4300等互換
●YAESU　 FTH-107等互換

JJANコード：4515287020673

FPG-26K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JANコード：4515287020628



FS-21　　      スピーカーマイクロホン
　話しやすく使いやすいマイクロホンです。

360°回転式クリップ付。

Kタイプ KENWOOD  
JANコード：4515287005113   

Yタイプ YAESU（1ピン）
JANコード：4515287005120   

FFタイプ FIRSTCOM  
JANコード：4515287007889   

Aタイプ ALINCO / YAESU（2ピン）
JANコード：4515287005106   
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FH-23  　           イヤーハングマイクロホン
耳掛け式なので長時間使用しても疲れません。
クリップ装着可能。

Aタイプ ALINCO/YAESU（2ピン）
JANコード：4515287005168

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287005175

FFタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287005519

FP-22                           イヤホンマイクロホン
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による
送信が可能。 
Aタイプ ALINCO/YAESU（2ピン）
JANコード：4515287005137

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287005144

FFタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287005502

FL-25       　フレキシブルマイクロホン

ヘルメットや帽子を装着したまま
使用できる耳掛け式。 

FH-27          イヤーハングマイクロホン
ハンズフリー(VOX)対応、

同時通話対応。

Fタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287007568

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287007599

FL-28   　     ヘッドセットマイクロホン
ハンズフリー(VOX)対応、
同時通話対応。

Fタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287007575

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287007605

FP-29 　　　   イヤホンマイクロホン

Fタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287007582

FH-30          イヤーハングマイクロホン
ハンズフリー(VOX)対応、同時通話対応。
耳かけフック部分が取り外し可能。

Fタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287009234

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287009241

AAタイプ ALINCO/YAESU（2ピン）
JANコード：4515287009258

Iタイプ iCOM(2ピン)
JANコード：4515287009654

FH-31WP 防水ジャック式イヤホンマイク

防水対応。

対応機種
●ALINCO　DJ-P22用
　　　　　EME36A互換

●FIRSTCOM FC-G20R

●iCOM　 IC-4300用
　　　HM-177PI互換

●●YAESU　 FTH-107
　　　　　/ FTH-108
　　　　/ FTH-208用
　　MH-381A4B互換JANコード：4515287009265

手動・VOX
どちらでも使用可。

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287005496

Fタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287005489

ト
ラ
ン
シ

バ

・
オ
プ
シ

ン



FB-26　　　　　　　　　  タイピン型イヤホンマイクロホン
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FB-26F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287005915

FB-26A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応

JANコード：4515287021199

FB-26I
iCOM(2ピン)対応

JANコード：4515287021205

FB-26Y
Ｆ.R.C.対応
対応機種：
NX-MINI / NX-20X

 
JANコード：4515287021700

FB-26K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応

JANコード：4515287021182

FB-26M
MOTOROLA対応
固定ネジによって無線機のSP/MIC
コネクターに接続します。

対応機種: 
GDR4200 / GDR4800

JJANコード：4515287021236

FB-26WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM      FC-G20R
●ALINCO    DJ-P22等互換
●iCOM　   IC-4300等互換
●YAESU　FTH-107等互換
JJANコード：4515287021212

FEP-201
インナータイプ

JANコード：4515287021359

FEP-202
フックタイプ

JANコード：4515287021366

FEP-203
カナルタイプ

JANコード：4515287021373

FEP-204
D型フックタイプ

JANコード：4515287021380

FEP-205
耳あてフックタイプ

JANコード：4515287021397

■イヤホンマイク

イヤホン用プラグ ▲
(φ2.5mm)

◀
マ
イ
ク
部

表面

PTTスイッチを
押すと送信、離す
と受信します。▶
押しながらLOCKの
位置までスライドす
れば送信を継続でき
まます。

マイク・
PTT
スイッチ
ユ二ット

裏面

◀
３
６
０
度 

回
転
す
る
丈
夫
な

　
　
　
　
　
　
　

背
面
ク
リ

プ

マイク感度調節▶
(L/M/H 3段階)
L:低感度
M :中感度
H:高感度

FEP-シリーズ　　　　　FB- 用オプションイヤホン

ひと味違うアピール力、高機能タイピンタイプ。5種類のオプション・イヤホン(別売)と
組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。*カナル型イヤホンが基本仕様として付属しています。

耳に合わせて、仕事に合わせて。さらに使いやすく、あなた仕様にカスタマイズが可能。

■電気的仕様　マイクロホン： -62±2ｄB/2kΩ
　　　　　　　イヤホン　  ： 36Ω/10ｍW 



NX-H523S　　　　　　　　夜間撮影対応モデル

NX-H525S　　　　　　　　夜間撮影対応モデル
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防
犯
カ
メ
ラ

接続ケーブル20m付

●210万画素の高解像度ＣＭＯSセンサーを搭載
●夜間撮影対応
　赤外線LED20個で暗闇でも威力を発揮
　夜間照射距離約20mのハイパワー仕様
●昼夜兼用
　昼はカラー、夜は赤外線LEDによる白黒映像に自動切り替え
●●防塵・防滴仕様
　屋外設置が可能な防水(IP66相当)性能

赤外線LED IP66相当防水

IP66相当防水

JANコード：4515287020529

接続ケーブル20m付

●210万画素の高解像度ＣＭＯSセンサーを搭載
●夜間撮影対応
　赤外線LED18個で暗闇でも威力を発揮
　夜間照射距離約20mのハイパワー仕様
●昼夜兼用
　昼はカラー、夜は赤外線LEDによる白黒映像に自動切り替え
●●防塵・防滴仕様
　屋外設置が可能な防水(IP66相当)性能

赤外線LED IP66相当防水

JANコード：4515287020536

セット内容
・本体×1
・延長ケーブル(約20ｍ)×1
・ACアダプター×1
・防犯ステッカー×1
・BNC-RCA変換プラグ×1
・・取付ねじ×4
・コンクリート用アンカー×4

セット内容
・本体×1
・延長ケーブル(約20ｍ)×1
・ACアダプター×1
・防犯ステッカー×1
・BNC-RCA変換プラグ×1
・・取付ねじ×4
・六角レンチ×1
・コンクリート用アンカー×4

撮像素子              1/2.9型カラーCMOS

有効画素数          約210画素

レンズ                  3.6mm

解像度                 1080P

S/N比                  50ｄB

最低被写体照度  0 LUX (赤外線LED点灯感度)

赤赤外線LED数      20個

赤外線投光距離  約20ｍ

画角(水平)          約75°

映像信号方式      NTSC

映像出力              AHD/CVI/TVI/CVBS

電源電圧              DC12V

消費電流              約700mA

出出力端子              BNC/RCA (変換プラグ) 

動作温度              -10℃～+50℃

動作湿度              90%以下 (結露無きこと) 

外形寸法             W70 × H70 × D153mm 

質量                     380ｇ

※CVBSの解像度は640×480P、約31万画素相当になります。
※外形寸法は突起物を含みません。

撮像素子              1/2.9型カラーCMOS

有効画素数          約210画素

レンズ                  3.6mm

解像度                 1080P

S/N比                  50ｄB

最低被写体照度  0 LUX (赤外線LED点灯感度)

赤赤外線LED数      18個

赤外線投光距離  約20ｍ

画角(水平)          約75°

映像信号方式      NTSC

映像出力              AHD/CVI/TVI/CVBS

電源電圧              DC12V

消費電流              約550mA

出出力端子              BNC/RCA (変換プラグ) 

動作温度              -10℃～+50℃

動作湿度              90%以下 (結露無きこと) 

外形寸法             W66 × H66 × D175mm

質量                     345ｇ

※CVBSの解像度は640×480P、約31万画素相当になります。
※外形寸法は突起物を含みません。



NX-H527S　　　　　　　　夜間撮影対応モデル

NX-H521S　　　　　　　ピンホールレンズカメラ
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接続ケーブル20m付

●210万画素の高解像度ＣＭＯSセンサーを搭載
●夜間撮影対応
　赤外線LED18個で暗闇でも威力を発揮
　夜間照射距離約20mのハイパワー仕様
●昼夜兼用
　昼はカラー、夜は赤外線LEDによる白黒映像に自動切り替え
●●防塵・防滴仕様
　屋外設置が可能な防水(IP66相当)性能

赤外線LED IP66相当防水

IP66相当防水

JANコード：4515287020543

接続ケーブル20m付

●207万画素の高解像度ＣＭＯSセンサーを搭載
●昼夜兼用
　昼はカラー、夜は赤外線LEDによる白黒映像に自動切り替え JANコード：4515287020512

セット内容
・本体×1
・延長ケーブル(約20ｍ)×1
・ACアダプター×1
・防犯ステッカー×1
・BNC-RCA変換プラグ×1
・・取付ねじ×4
・六角レンチ×1
・コンクリート用アンカー×4

セット内容
・本体×1
・延長ケーブル(約20ｍ)×1
・ACアダプター×1
・防犯ステッカー×1
・BNC-RCA変換プラグ×1
・・取付ねじ×4
・コンクリート用アンカー×4

撮像素子              1/2.9型カラーCMOS

有効画素数          約210画素

レンズ                  3.6mm

解像度                 1080P

S/N比                  50ｄB

最低被写体照度  0 LUX (赤外線LED点灯感度)

赤赤外線LED数      18個

赤外線投光距離  約20ｍ

画角(水平)          約75°

映像信号方式      NTSC

映像出力              AHD/CVI/TVI/CVBS

電源電圧              DC12V

消費電流              約550mA

出出力端子              BNC/RCA (変換プラグ)

動作温度              -10℃～+50℃

動作湿度              90%以下 (結露無きこと) 

外形寸法             W75 × H65 × D190mm 

質量                     293ｇ

※CVBSの解像度は640×480P、約31万画素相当になります。
※外形寸法は突起物を含みません。

マイク内蔵

撮像素子              1/2.9型カラーCMOS

有効画素数          約207画素

レンズ                  3.7mm

解像度                 1080P

S/N比                  41ｄB

最低被写体照度   0.5 LUX

赤赤外線LED数      －

赤外線投光距離  －

画角(水平)          約81°

映像信号方式      NTSC

映像出力              AHD/CVI/TVI/CVBS

電源電圧              DC12V

消費電流              約100mA

出出力端子              映像：BNC/RCA (変換プラグ)
                                 音声：RCAピンジャック

音声　                  RCAピンジャック

動作温度              -10℃～+50℃

動作湿度              90%以下 (結露無きこと) 

外形寸法             W40 × H40 × D14mm

質量                     約127ｇ (コード含む)

※※CVBSの解像度は640×480P、約31万画素相当になります。
※外形寸法は突起物を含みません。



NX-H1000R 　　 TB HDD内蔵 / chカメラ対応モデル

NX-H2000R 　　 TB HDD内蔵 / chカメラ対応モデル

マウス操作

　電源  　             DC12V/3A (電源アダプター)　

　消費電力  　         最大6W

　HDD容量          1TB

　圧縮方式　  　     H.264　

　解像度　  　         960×1080 / 1280×720 / 960×480
　                           704×480 / 352×288　

　　映像入力 / 出力      BNC端子×8/HD×1、VGA×1、
　                           BNC×4（BNC-RCA変換アダプター付属） 

　使用温度　  　     0℃～+40℃　

　湿度範囲　  　     10％～90％（結露なきこと）　

　寸法　  　         幅 約215 × 奥行き 215 × 高さ45mm 
                               (突起部を除く)　

　質量　  　         約940g

映像ビットレート→      約1M       約2M        約4M         約8M
解像度↓                (低画質)   (初期値)                         (高画質)

1080N 960×1080     約20日間   約10日間    約5日間      約2日間

720P 1280×720      約20日間   約10日間    約5日間      約3日間

960H 960×480        約21日間   約11日間    約8日間      約8日間

D1 704×480            約27日間   約16日間   約16日間    約13日間

CCIF 352×280        約56日間   約53日間   約53日間    約53日間

連続記録時間の目安(カメラを4台使用した場合)

防
犯
カ
メ
ラ

JANコード：4515287020499

マウス操作

　電源  　             DC12V/3A (電源アダプター)　

　消費電力  　         最大10W

　HDD容量          2TB　

　圧縮方式　  　     H.264　

　解像度　  　         960×1080 / 1280×720 / 960×480
　                           704×480 / 352×288　

　　映像入力 / 出力      BNC端子×8/HD×1、VGA×1、
　                           RCA×1（BNC-RCA変換アダプター付属） 　

　使用温度　  　     0℃～+40℃　

　湿度範囲　  　     10％～90％（結露なきこと）　

　寸法　  　         幅 約215 × 奥行き 215 × 高さ45mm 
                               (突起部を除く)　

　質量　  　         約986g　

映像ビットレート→      約1M       約2M        約4M         約8M
解像度↓                (低画質)   (初期値)                         (高画質)

1080N 960×1080     約40日間   約20日間    約10日間      約5日間

720P 1280×720      約40日間   約20日間    約10日間      約6日間

960H 960×480        約42日間   約22日間    約16日間    約16日間

D1 704×480            約56日間   約32日間   約32日間    約26日間

CCIF 352×280         約112日間  約106日間  約106日間   約106日間

●AHD/CVI/TVI/CVBSなど、様々な形式に対応
ハイビジョン高画質1080N,720Pで高品位な録画が可能です。
録画記録の詳細な週間スケジュールを設定することができます。 
　 ※弊社防犯カメラ以外の接続をした場合、動作の保証はできかねます。
　　ご了承くださいませ。

●防犯カメラ1～8台まで対応
●●2TBハードディスク内蔵
●9分割画面・4分割画面・1画面表示
●動体検知録画機能搭載
●バックアップ機能

連続記録時間の目安(カメラを4台使用した場合)

JANコード：4515287020505
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■ワイヤレスイヤホンマイク

●Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話に対応
電話を受ける・切る / 着信を拒否する / リダイアルする / 2台の
スマートフォンと通話切替 / 充電中でも通話可能

●音楽再生機能
Bluetooth対応機器に入っている音楽を、イヤホンマイクで聴く
ことができます。「A2DP」対応のクリアな高音質です。

●●USB充電機能
スマートフォン等の充電もできる、DC5V USB出力ポート付。

●レッド・ドット・デザイン賞を受賞
優れたプロダクト・デザインが、欧州の伝統ある賞に輝きました。

●トラックでも使える　12V/24V車対応です。ボタンと一体型の
イヤホンマイク
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ゴールド : AX-B10 GD  JAN: 4515287012166
シルバー : AX-B10 SV  JAN: 4515287012159
ローズ :    AX-B10 RO  JAN: 4515287012173 

●Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話に対応
電話を受ける・切る / 着信を拒否する / リダイアルする / 2台の
スマートフォンと通話切替 / 充電中でも通話可能

●音楽再生機能
Bluetooth対応機器に入っている音楽を、イヤホンマイクで聴く
ことができます。「A2DP」対応のクリアな高音質です。

●●約5回の充電が可能
満充電時のボトムベースからイヤホンマイクへ、約5回の充電が
可能です。

●ネックストラップ付
いつでも一緒に。どこでもスマートに通話。

ボタンと一体型の
イヤホンマイク

シルバー：AX-B10F SV  JAN : 4515287020918
ブラック：AX-B10F BK  JAN : 4515287020901
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NX-DE30

NX-PA20 　　　     アンプ/スピーカー/マイクの車載用拡声器セット
■その他 車載製品

●特徴
電装機器や点火系に十分な電力を供給し、車の潜在能力を
最大限に引き出すエレクトロチューニングシステムです。
●エンジン始動時の電圧の安定
20000マイクロファラット以上の大容量のコンデンサーに
より、エンジン始動時の急激な電圧降下を瞬時に補正します。
●●電圧の安定により、バッテリー寿命の向上
短い間隔で充放電をくり返すアイドリングストップ車は、
バッテリーを酷使するため、寿命が短くなります。
また、エンジン停止中でもカーナビ・オーディオ・ランプ等に
電力を供給し続けるため、充電不足になりやすいです。
そこで！！
EX-R500をつけることにより、バッテリーの電圧が安定し、
寿寿命も向上します。
●燃費の安定により、快適ECOドライブ
電圧の安定により燃費の向上。
また、バッテリーの寿命長によりゴミの削減等、
地球にもお財布にも優しいECOドライブを実現します。 

●入力端子付なので、CD・テープレコーダーなどの
　音源も再生可能。

●別売のACアダプターを使用すれば工場や事務所
　などでもお使い頂けます。

●トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。

付属品

JANコード：4515287011022

■取付簡単！
(ボンネット内の配線だけでOK)
本体の固定は付属の両面テー
プでOK

■独自回転機構を採用しLEDの照射角度が自由自在
■キーレスエントリーの連動によりエスコートライト作動
■■30個のLEDを装備し視認性をUP
■デイライト装着により自車の存在をアピール
※本品は12V車線用です。トラック等の24V車にはご使用出来ません。
※本品は、保安基準の「その他灯火等」に該当します。
　 本品は当基準に適合しており「車検対応品」となります。
　 (取り付け位置等に制限があります。ご注意下さいませ。)

消費電流：待機時約5mA
動作時LEDユニット1個につき200mA
サイズ：15球LEDユニット23cm×2

付属品：配線・両面テープ・ネジ・台座・取扱説明書兼保証書



■バックアップ回路内蔵
■過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵
　（NGランプ・ブザー付）
■60角型ファンモーターによる強制空冷方式
■外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン
■シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力

■バックアップ回路内蔵
■過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵
　（NGランプ・ブザー付）
■60角型ファンモーターによる強制空冷方式
■外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン
■シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力

■バックアップ回路内蔵
■過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵
　（NGランプ・ブザー付）
■60角型ファンモーターによる強制空冷方式
■外装ケースの発熱を1/5に抑える（当社比）
　温度抑制方式を採用した斬新なデザイン
■■シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの×2の3系統出力
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防犯カメラ＆DVR

ドライブレコーダー

FC-DR202W

ドライブレコーダーを防犯
カメラとして使うための
バッテリーとなります。

2台同時充電可能＆小型で大容量。
AC・USBの両方で充電が可能。

JANコード：
4515287009647

JANコード：
4515287009623

JANコード：
4515287009630

レッド　　　　  ブラック　　　　　ブルー

NX-BP05        マルチパワーボックス FC-R1  特定小電力トランシーバー用中継装置

JANコード：4515287006417

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

安心の日本製！

Ambarella製チップ[AL7] + スーパーキャパシタ搭載。

JANコード：4515287009128

中継通話 27チャンネル フル実装・38グループ対応。

　　　　  簡単リモコンでわかりやすく操作できます。
　　　　　風雨に耐える防水性能(IPX7保護等級)を
　　　　　 備えており、屋内／屋外ともに設置可能です。

FC-DR101PLUS

NX-DR301
Full HDを超える
高画質2K解像度で
さらに鮮明な画像。

ケーブル付き2カメラ！
サブカメラはIP67の
防水対応です。 

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

JANコード：4515287008800

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

NX-V325S NX-V324S NX-V321S NX-P821S

NX-D1000R NX-D500R

音声録音

JANコード：
4515287010155

●SONY製 1/3'' CCD搭載
●ハイパワー赤外線LED30個内蔵
●昼夜兼用
●スマートインストレーション

●SONY製 1/3'' CCD搭載
●ハイパワー赤外線LED12個内蔵
●昼夜兼用
●スマートインストレーション

●SONY製 1/3'' CCD搭載
●ハイパワー赤外線LED30個内蔵
●昼夜兼用
●防塵・防滴仕様

JANコード：
4515287010162

JANコード：
4515287010131

JANコード：
4515287010124

●SONY製 1/3'' CCD搭載
●小型・軽量カメラ
●マイク内蔵

JANコード：4515287008930

●コンポジット映像入力対応
●防犯カメラ1～4台まで対応

●1TBハードディスク内蔵
●4画面分割表示

●コンポジット映像入力対応
●防犯カメラ1～4台まで対応

JANコード：4515287007803

●1TBハードディスク内蔵
●4画面分割表示



お買い求めは・・・

東京本社
 〒194-0037 東京都町田市木曽西２丁目３-８
 TEL: 042-793-7740 ( 月～金 9:00～12:00 / 13:00～18:00 ) ◆ FAX: 042-793-7742
 Mail: support@frc-net.co.jp ◆ HP: http://www.frc-net.co.jp

営業所
 札幌営業所      Tel: 080-4140-9122 
 仙台営業所     Tel: 080-4140-9223
 静岡営業所     〒425-0064 静岡県焼津市三和1721 
 名古屋営業所    〒485-0047 愛知県小牧市曙町124 
 大阪営業所     〒665-0876 兵庫県宝塚市中山台2-14-10
  九州営業所     Tel: 070-1485-6731

自社工場
 〒425-0064
 静岡県焼津市三和1721

株式会社エフ・アール・シー

株式会社エフ・アール・シー : 製品ガイドブック





NX-V325S
NX-V324S
NX-V321S
NX-P821S
NX-D1000R
NX-D500R
NNX-DR301
FC-DR101PLUS
FC-DR202W
NX-BP05
FC-R1

T-DR
W1
FT-DR
W1G
FT-DR
W1PLUS

NX-DR 
   201

FPG-22
 

FPG-23

FPG-24
 

FPG-26

イヤホン
マイクの
種別に
ついて 

FP-33

FL-28
FP-29
FH-30
FH-31WP

FS-21
FP-22
FH-23
FL-25
FH-27

FB-26F FB-26A
FB-26I  FB-26K
FB-26Y FB-26M
FB-26WP
FEP-201 FEP-202
FEP-203 FEP-204
FFEP-205

レシーバー
FC-S789
電源オプション
FBP-2
FBC-1RS
FBC-2RW

 中継器
 FC-R2
スタンドマイ
クスピーカー
FC-PT1

 ガイドラジオ
 FC-GT13
 FC-GT13
 その他
 オプション

FC-DR
707PLUS
NX-DR01
NX-01WP

ＤS-1
HX-GP-1
HX-GP200
HX-GP301

裏取り配線
DC-3B
DC-4B5VS
DC-4B5VL
DC-4PK 13

FT-DR 
 100S

NX-DR
 200S

バックカメラ/
車載モニター

オプション
品/
イヤホン
マイク



全日本トラック協会助成対象商品

◆モニター仕様 ◆カメラ仕様

JANコード：4515287010261
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全日本トラック協会助成対象商品

■連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダー
としても利用できます。
設定によりトリガ発生時（衝撃発生または手動）のみの撮影もできます。

■音声録音機能
映映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再現
できます。

■インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要で
す。

■ビデオ出力付
ビビデオ出力付ですので、カーナビ・車載モニター・TV等で記録映像をそ
の場で再生することができます。また、リアルタイム映像も見れますので、
本体設置の際、視野確認等に便利です。

※市販のオーディオケーブルが必要となります
※リアルタイム映像は「録画していない時」のみ確認可能です。
※家庭用モニターで確認する場合は別売のACアダプターをお求めください。

■衝撃発生時や手動によるポイントを再生
衝衝撃発生時や手動によるポイントが記録でき、簡単に呼び出して再生す
ることができます。

■取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープ
でフロントガラスに貼るだけです。

■GPSユニットが接続可能
同同梱のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、
Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。
また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。

■SDカードスロット ロック機能
業務使用や、複数のドライバーが使用する車にはロックをかけてSDカードを
容易に抜き取れないようにできます。 

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

付属品

ＧＰＳユニット x1

3

(16GB)



全日本トラック協会助成対象商品

■連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダー
としても利用できます。設定によりトリガ発生時（衝撃発生または手動）
のみの撮影もできます。

■電源配線コード6M
DC12/24V対応で直接車両の配線から電源を接続できます。

■■音声録音機能
映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再
現できます。音声録音を任意でON/OFF切替が可能です。

■インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要
です。

■取付簡単
カカー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テー
プでフロントガラスに貼るだけです。

■GPSユニットが接続可能
同梱のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、
Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。
また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。

■赤外線ユニットが接続可能
別別売オプションの赤外線ユニットSE-1を接続して、夜間の車内等を綺麗
に撮影することができます。
※赤外線は目には見えません。照射距離は約1-2mとなります。

■ビデオ出力付
ビデオ出力付ですので、カーナビ・車載モニター・TV等で記録映像を
その場で再生することができます。また、リアルタイム映像も見れます
ので、本体設置の際、視野確認等に便利です。

※※市販のオーディオケーブルが必要となります。
※リアルタイム映像は「録画していない時」のみ確認可能です。
※家庭用モニターで確認する場合は別売のACアダプターをお求めください。

付属品

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

仕様

4



Gセンサー機能搭載モデル。
G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した
場合、そのポイントの前後の映像を記録し、データが
上書きされないように保護します。

5

FT-DR W1                

FT-DR W1G　　　　　 Gセンサー付モデル 　                

FT-DR W1 PLUS　　　　GPS搭載モデル 　                

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

コンパクトボディに凝縮された高機能。

HD画質
(約100万画素)に
1.5型カラー液晶
モニター搭載。

▲ こちらからは、
夜間の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

4

 本体サイズ            幅約54mm×高さ約50mm×厚さ約23mm (突起部分含まず)
 本体質量　　　　　　約42g (microSDHCカード含む)
 記録媒体                 microSDHC（4GB付属/W1 PLUSは8GB付属）
                            フレームレート：30fps / 4～32GB対応（Class10以上）
 録画ファイル構成       3分、5分
 映像ファイル形式        動画　AVI (MJPG)
  撮像素子                 100万画素 CMOS
 記録映像再生方式   Windows Media Player等のAVI (MJPG)再生ソフト
 レンズ画角            水平 約 105度　垂直 60度　（120度対角）
 最大記録画角        水平 約 100度　垂直 52度　（112度対角）
 記録解像度            1280 × 720 (HD)
                             848 × 420 (WVGA)
                             640 × 480 (VGA)
  電源電圧                 DC5V (カー電源コードで変換)
 バックアップ電源        スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池（時計用）
 消費電流                 約200mA(本体DC5V)、90mA(カー電源コード・DC12V入力時）
 GPS                     無し
 動作温度範囲        0 ～ +60℃
 Gセンサー            ○（オフ、低、中、高）3段階調整 (※W1は無し)
 商品保証期間       １年間 (消耗品除く )
  記録方式                 常時録画、イベント記録（Gセンサー/手動 ※W1は手動のみ）
 言語                     日本語 /英語
 画面サイズ            1.5インチ液晶モニター
 付属品                 取付けステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブルｘ1
                             microSDHCカード(4GB/W1 PLUSは8GB付属)×1、取扱説明書 ×1
 音声                     ON/OFF可能

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS搭載

GPS内蔵取付ステーGPS内蔵取付ステー同梱モデル。
日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示
できます。また、弊社サイトから無料ダウン
ロードできる専用ビューア画面で、走行の詳細な
情報を見ることができます。

録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

基本的なスペックはFT-DR W1と同様です。

基本的なスペックはFT-DR W1と同様です。

付
属
品



動画ビューワー
※画像はイメージです。

表示エリア

Gセンサーグラフ

ファイルコントロール

地図表示

再生リスト

速度メーター

GPSステーを接続して撮影をしていただくと右上に位置情報、右下に速度が現れ、万が一の時も動画から正確な情報を得られます。右のウィンドウには動画のタイトルが出てくるため、何個も
再生リストに入れれば素早く閲覧も可能。見やすく知りたい情報をすぐに得られ、NX-DR201をもっと便利にご利用できます。 是非ダウンロードしてご利用下さい（無料）。

NX-DR200S、FT-DR W1 PLUS
にも対応しております。

6

付属品

NX-DR 201 　　　　　　　

撮影した動画をパソコンで見るための無料ビューワーをご利用下さい。

＋オプションで
さらに機能UP!

オプションのパーキング
モードケーブル接続で、
駐車中も録画。
▶詳しくは12ページを
　ご覧下さい。

オプションのGPSユニット接続で、
速度超過警報・車線逸脱警報・
車間距離警報・出発遅延警報・
専用ビューアーの機能が使用可能。
▶詳しくは11ページをご覧下さい。

ダブルSD
カードスロット搭載。
FullHD高画質で長時間録画！

 本体サイズ            幅約79mm×高さ約45mm×厚さ約25mm (突起部分含まず)
 記録媒体                 microSDHC（8GB付属）
                             フレームレート：24fps / 4～32GB対応（Class10以上）
 映像ファイル形式        動画　AVI(H.264)
 撮像素子                 200万画素 CMOS
 記録映像再生方式   AVI(H.264)動画再生ソフトまたは弊社の専用ビューアーソフト
  レンズ画角            水平 約 110度　垂直 64度　（130度対角）
 記録解像度            1920×1080/30fps/HDR
                            1280×720/60fps
 電源電圧                 DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
 バックアップ電源        スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
 消費電流　　           約180mA(DC12V時)、約100ｍA (DC24V時) 
    　　　　　　　　　約130mA(DC12V駐車録画動作時)※オプション
    　　　　　　　　　    　　　　　　　　　約8ｍA(DC12V駐車録画待機時)※オプション
 GPS                     オプション(HX-GP200)  取付ステーと一体型
 動作温度範囲        0～ 60℃
 Gセンサー            有り（オフ、1～5）5段階調整
 商品保証期間           3年間(microSDHCカード等消耗品除く)
 記録方式                 常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
         　　　　　　　 駐車録画(衝撃、動体検知)※オプション
  言語                     日本語 /英語
 画面サイズ            2.7インチ液晶モニター
 付属品                 取付けステー×1、カー電源コード×1、AV変換ケーブルｘ1
                             microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1
 音声                     ON/OFF可能
 ビデオ出力　　　     φ2.5ビデオ出力端子付

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

▲ こちらからは、
夜間の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

■ドライブレコーダー

■記録時間の目安：Full HDの場合
HD解像度の場合：32GB×２　最大21時間50分（駐車モードを使用しない場合）

※下記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

記録領域の割り当て　　　　　SDカード容量 　　　常時録画　　　　衝撃録画　　　　手動録画　　　　駐車録画　　　　合計　  
8GB×1　　　　　1時間15分　　　　　20分　　　　　　5分　　　　　　-　　　　　1時間40分

A　　　　　　　　16GB×1　　　　　2時間30分　　　　    40分　　　　　 10分　　　　　　-　　　　　3時間20分
[駐車モードを使用しない設定]　　32GB×1　　　　　　5時間　　　　　1時間20分　　　　20分　　　　　　-   　　　　6時間40分

64GB(32GB×2)　　　10時間　　　　　2時間40分　　　　40分　　　　　　- 　　　　13時間20分
8GB×1　　　　　　 1時間 　　　　　　20分　　　　　　5分　　　　　15分　　　　1時間40分

B　　　　　　　　B　　　　　　　　16GB×1 　　　　　　2時間 　　　　　　40分 　　　　　10分　　　　　30分　　　　3時間20分
[駐車モードを使用する設定]　　32GB×1 　　　　　　4時間　　　　　1時間20分 　　　　20分  　　　　1時間  　　　6時間40分

64GB(32GB×2)   　　　8時間　　　　　2時間40分 　　　　40分  　　　　2時間　　　13時間20分



NX-DR 200S　　　　　  

FT-DR 100S　　　　　　　

▲ こちらからは、
夜間の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからは、
夜間の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

 本体サイズ   　　　幅約84mm×高さ約47mm×厚さ約14mm (突起部分含まず)
 記録媒体   　　　　  microSDHC（8GB付属）
　　　　　　　　　    フレームレート：30fps / 4 ～ 32GB対応（Class10）
 映像ファイル形式    動画 AVI(MJPG)
 撮像素子               100万画素 CMOS
 記録映像再生方式     Windows Media Player等の AVI(MJPG)再生ソフト
 レンズ画角  レンズ画角            水平 約 115度　垂直 65度　（140度対角）
 記録解像度             1280×720/30fps/HD
                              848×480/30fps/WVGA
                              640×480/30fps/VGA
 電源電圧               DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
 バックアップ電源    スーパーキャパシタ方式
  消費電流               1A(最大)
 GPS  GPS                   無し
 動作温度範囲            0～ 60℃
 Gセンサー               ○（オフ、低、中、高）3段階調整
 商品保証期間            1年間 (消耗品除く )
 記録方式               常時録画、イベント記録、手動録画
 言語                       日本語 /英語
 画面サイズ            2.7インチ液晶モニター
 付属品  付属品                   取付けステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブルx1
                             microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1
 音声                       ON/OFF可能

 本体サイズ            幅約77mm×高さ約59mm×厚さ約20mm　(突起部分含まず)
 記録媒体                microSDHC（8GB付属）
                             フレームレート：30fps / 4～32GB対応（Class6以上）
 映像ファイル形式     動画 MOV(H.264)
 撮像素子                200万画素 CMOS
 記録映像再生方式     Windows Media Player等の H.264再生ソフト
 レンズ画角  レンズ画角            水平 約 115度　垂直 68度（145度対角）
 記録解像度            1920×1080/30fps/Full HD
                             1280×720/30fps/HD
                             848×480/30fps/WVGA
                             640×480/30fps/WVGA
 電源電圧                DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
 バックアップ電源    スーパーキャパシタ方式 / ML2032ボタン充電池(時計用)
 消費電流  消費電流                約400mA(本体 DC5V) / 
                             約190mA(カー電源コード: DC12V 入力時)
 GPS                    オプション対応(HX-GP200) : 取付ステー一体型
 動作温度範囲            0～ 60℃
 Gセンサー                ○（オフ、低、中、高）3段階調整
 商品保証期間            3年間 (SDカード等 消耗品除く )
 記録方式                常時録画、イベント記録、手動録画
 言語  言語                       日本語 /英語
 画面サイズ            2.7インチ液晶モニター
 付属品                    取付けステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブル×1
                              microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1
 音声                       ON/OFF可能

付属品

7

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製



8

FC-DR707 PLUS　　　　　　 

NX-DR01　　　　　　　 　　

安心の日本製！
オプションのGPSユニットにも
対応しています。

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

JANコード：4515287007452

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

付属品

NX-01WP              ドライブレコーダー防水ケース　　　　　　　 　　
NX-DR01に対応した防水ケースです。バイク等に取り付けることも可能。

オプションのGPSユニット(HX-GP1)を接続することができます。

①カー電源コードのプラグをドライブレコーダーの電源入力に接続します。
②ドライブレコーダーを向きに注意して入れます。
③フタを閉めます。

NX-DR01

NX-01WP

付属品

JANコード：4515287020055

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

8

安心の日本製。100万画素(1280×720)なので映像も綺麗です。

付属品

JANコード：4515287009135

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。



NX-DR03 　　　　　　　 　  

9

2カメラ
運転アシスト

音声on

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

安心の日本製！ 
音声録音可能。

オプションのGPSユニットにも対応。

NX-DR05 　　　　　　　 　  

安心の日本製！ 
赤外線LED付タイプ。

オプションのGPSユニットにも対応。

NX-DR07 　　　　　　　 　  

安心の日本製！ 
音声録音ON/OFF設定可能。

オプションのGPSユニットにも対応。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

▲ こちらからこの
機種の走行動画を
ご覧いただけます。

付属品

付属品

付属品

2カメラ
運転アシスト

音声on

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製



エンジン停止時に、ドライブレコーダーを防犯カメラとして使う為の
バッテリーとなります。
目安として14～30時間程度使用可能。

エンジン停止時に、ドライブレコーダーを防犯カメラとして使う為の
バッテリーとなります。
目安として7.5～20時間程度使用可能。

10

付属品

付属品



■対応機種 : NX-DR301

■対応機種 : NX-DR201｜NX-DR200S｜NX-DR102G｜FT-DR W1 PLUS

対応したドライブレコーダーに接続することにより、専用再生ソフト上で
Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。
緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
また、時刻合わせも自動で行われます。 

NX-DR200S/NX-DR201用・ステーと一体型のGPSユニットです。
LDWS(車線逸脱警報)やFCWS(前方車間距離警告)を
行うことができます。(*NX-DR201の場合)
対応したドライブレコーダーに接続することにより、*専用再生ソフト上でGoogle Mapに
走行軌跡を表示させることができます。
緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
ままた、時刻合わせも自動で行われます。
＊専用再生ソフトは弊社ＨＰからダウンロードして下さい。

JANコード : 4515287011893

NX-DR301用のGPSユニットです。
LDWS(車線逸脱警報)や
FCWS(前方車間距離警告)を行うことができます。
対応したドライブレコーダーに接続することにより、*専用再生ソフト上で
Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。
緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
ままた、時刻合わせも自動で行われます。
＊専用再生ソフトは弊社ＨＰからダウンロードして下さい。

JANコード : 4515287011176
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JANコード：4515287008824

ダッシュボード上に車内に向けて設置。車の左右・後方に
不審な人影があった場合にドップラーセンサーによって
検知、接続しているドライブレコーダーで記録します。
最大2台のドライブレコーダーを接続可能。 ドライブレコーダーが防犯カメラに

なるセンサー。
付属品

車
載
用 

モ
ニ
タ

■ドライブレコーダー：オプション品



＊○は使用可能  
＊NX-DR01は12V専用です。24V車には接続しないでください。（他の機種は12/24V兼用です）

3メートルの12/24用 裏取配線。
電源コネクタ形状がL型の
DC-3B 3mです。 

4メートルの5V出力・
12/24兼用 裏取配線。
USBコネクタ形状が
ストレート型の
DC-4B5VSと、
L型のDC-4B5VLです。

DC-4B5VL (L/R)

ドライブレコーダー：NX-DR201を機能拡張！
パーキングモードケーブル接続で、駐車中も録画。
駐車時の衝撃/動体検知の録画ができます。

駐車録画はＳＤカード容量の約15％の領域内で、
発生前6秒と発生後30秒の計36秒を記録します。

※車両のシガーソケットから電源を供給できない場合の直結配線
　　ケーブルとしても使用できます。 

セット内容：本体ケーブル(ケーブル長：約4ｍ)×1
　　　　　 エレクトロタップ×2

JANコード：4515287020444

◎
◎

◎
◎

◎

◎

＊◎は推奨、または、付属のコードがそのタイプの物　　＊○は使用可能

DC-4B5VLは、L型プラグが左向きに
付いた[L]と、右向きに付いた[R]の
2種類がございます。 
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■ドライブレコーダー：オプション品



超小型なのに、ワイドに撮れる！
IP67相当の防水・防塵性能なのも安心。

超小型なのに、ワイドに撮れる！
IP67相当の防水・防塵性能なのも安心。

赤外線LED搭載の水平画角90°ワイドカメラ！
IP67相当の防水・防塵性能なのも安心。

13
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付属品

JANコード：4515287020192

付属品

付属品
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車
載
用 

モ
ニ
タ

■車載用 モニター

JANコード：4515287020048

JANコード：4515287010094

JANコード：4515287012234

JANコード：4515287012241

 使用電源                 DC12V/24V
 消費電力                 約4W(無信号時)、約10W(最大)
 使用温度範囲      0℃～＋45℃
 保存温度範囲      -10℃～＋60℃
 画面サイズ            幅 198mm × 高さ112mm　対角 227.5mm  (9V型)
 解像度                 水平 800 × 垂直 480　有効画素率 99.9 ％以上
  映像方式            NTSC
 アスペクト比            16:9/4:3
 画面表示                 正像/上下反転/180度回転/左右反転
 言語                       日本語/ロシア語/中国語/中国語(台湾)/英語
 接続端子            ACC電源
                                 GND
                                 バックランプ線/ライティングスイッチ線
                                                                  AV1入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                                  音声　   1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                                 AV2入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切り替え)
 外形寸法                  220 mm × 高さ 143 mm × 奥行き 25 mm （突起部を除く）
 質量                        約400 g

リモコン　　　　取付用ブラケット

AVケーブル　　 電源ケーブルユニット

リモコン　　　　取付用ブラケット

AVケーブル　　 電源ケーブルユニット

リモコン　　　　取付用ブラケット

AVケーブル　　 電源ケーブルユニット

 使用電源                 DC12V/24V
 消費電力                 約4W (無信号時)、約9.6W (最大)
 使用温度範囲      0℃～＋45℃
 保存温度範囲      -10℃～＋60℃
 画面サイズ           幅156mm×高さ88mm　対角179mm (7V型)
 解像度                 水平 800 × 垂直 480　有効画素率 99.9 ％以上
  映像方式            NTSC
 アスペクト比            16:9/4:3
 画面表示                 正像/上下反転/180度回転/左右反転
 言語                       日本語/ロシア語/中国語/中国語(台湾)/英語
 接続端子            ACC電源
                                 GND
                                 バックランプ線/ライティングスイッチ線
                                                                  AV1入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                                  音声　   1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                                 AV2入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切り替え)
 外形寸法                 178 mm × 高さ 118 mm × 奥行き 23 mm （突起部を除く）
 質量                        約282 g

リモコン　　　　取付用ブラケット

AVケーブル　　 電源ケーブルユニット

 使用電源                 DC12V/24V
 消費電力                 消費電流：55mA (入力電圧+12V,無信号時) ：170mA (信号入力時)
 使用温度範囲      0℃～＋45℃
 保存温度範囲      -10℃～＋60℃
 画面サイズ           幅97mm × 高さ55mm  対角110mm  (4.3V型)
 解像度                 水平 480 × 垂直 234
  映像方式            NTSC/PAL
 アスペクト比            16:9/4:3
 画面表示                 正像/上下反転/180度回転/左右反転
 言語                       日本語/ロシア語/中国語/中国語(台湾)/英語
 接続端子            電源(+12V限定)
                                 ACC電源
                                 GND
                                                                  AV1入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                                  音声　   1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                                 AV2入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切り替え)
 外形寸法                 幅122.5mm×高さ77.2mm×奥行30mm (取付ステイ・突起部を除く) 
 質量                        約140 g

 使用電源                 DC12V/24V
 消費電力                 約4.1W(無信号時)、約10W(最大)
 使用温度範囲      0℃～＋45℃
 保存温度範囲      -10℃～＋60℃
 画面サイズ           幅223mm × 高さ125mm　対角255.6mm (10.1V型)
 解像度                 水平1024 ×垂直600　有効画素率99.9 ％以上
  映像方式            NTSC / PAL　(本機の信号方式はNTSC/PALの自動識別です。)
 アスペクト比            16:9/4:3
 画面表示                 正像/上下反転/180度回転/左右反転
 言語                       日本語/ロシア語/中国語/中国語(台湾)/英語/フランス語/イタリア語/
                                 ドイツ語/スペイン語
 接続端子            ACC電源
                                 GND
                                                                  バックランプ線/ライティングスイッチ線
                                 AV1入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン
                                  音声　   1.2Vｐ-ｐ(1ｋΩ)/RCAピン　(ステレオ)
                                 AV2入力端子
                                  映像　  1.2Vｐ-ｐ(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切り替え)
 外形寸法                  幅 250mm × 高さ 175mm × 奥行き 27mm　（突起部を除く）
  質量                        約522 g

ステレオスピーカー内蔵・タッチボタン採用・LEDバックライト付。

シフトレバーをバックに入れるとバックカメラの映像に自動切替。

シフトレバーをバックに入れるとバックカメラの映像に自動切替。

ステレオスピーカー内蔵・タッチボタン採用・LEDバックライト付。



普段は腕時計としても使える、
ファッショナブルな2台組  
トランシーバーセット。

通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。
通話エリアを拡大して使える中継器FC-R2対応。
小型かつ軽量で約24時間運用(薄型専用充電池式)。 

※1 測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、
　　受信10秒、待受80秒の繰り返し動作 

特
定
小
電
力
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通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに
対応！
通話エリアを拡大して使える中継器FC-R2対応。
単3形アルカリ乾電池1本で約35時間運用。

アンテナ内蔵のため、邪魔になりません。
20チャンネル仕様。
38グループモード。
カラフルな5色をご用意しました。

特
定
小
電
力
ト
ラ
ン
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単3型 アルカリ乾電池 1本



イヤホンマイク付きの
2台組トランシーバー!

・20チャンネル仕様
・38グループモード

・VOXハンズフリー機能
・オートパワーOFF機能

NX-20X -BK/WR 　　　　   小型スタンダードモデル 台組
イヤホンマイク付きの
2台組トランシーバー!

・20チャンネル仕様
・38グループモード

・VOXハンズフリー機能
・オートパワーOFF機能
・・薄型専用充電池式

イヤホンマイク付きの
2台組トランシーバー！

・20チャンネル仕様
・38グループモード

・VOXハンズフリー機能
・オートパワーOFF機能

・・単3アルカリ乾電池で約60時間運用

17
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DC6V(単4型アルカリ乾電池4本)



FC-B20R 　　　　     　　　　 中継器対応モデル 台組

通常通話20ch+中継通話27ch対応！ 
通話エリアを拡大する中継器FC-R2対応。

・20チャンネル仕様
・38グループモード

・VOXハンズフリー機能
・オートパワーOFF機能

・SQL機能対応

特
定
小
電
力
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市販の単3型アルカリ乾電池で、
約60時間運用が可能です。

同時通話27ch+交互通話20ch対応！ IPX4相当の防水機能。
市販の単3型アルカリ乾電池で、約60時間運用が可能です。

付属品

付属品

付属品

DC4.5V(動作可能電圧 3.6V～4.5V) 単3型アルカリ乾電池x3本:別売

DC3.6V～4.5V (単3型 アルカリ乾電池x3本:別売)
または、オプションのバッテリーパック

JANコード：
4515287005885

JANコード：
4515287005892

DC3.6～4.5V(単3型アルカリ乾電池x3本：別売)またはオプションのバッテリーパックFBP-1/FBP-2



アナログ防災同報無線
の受信。緊急地震速報、
緊急津波速報、緊急警
報放送対応。非常灯・
非常用アラーム機能搭
載。FMラジオ対応。

・アナログ同報系防災
行政無線の受信
・緊急地震速報
・緊急津波速報

・緊急警報放送対応
・非常灯/非常用アラーム付

・・FMラジオ対応
・特定小電力トランシーバー(20ch/
単信)としても使用できます。

付属品

付属品
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使用可能時間
監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間
・警報+防災　:　25時間
・警報のみ　　:　30時間
※充電時間は約5時間です。
※バッテリーは1000mAh、充電電流は0.2Aです。
※※弊社ドライブレコーダー用マルチバッテリーパックBP-1・BP-2使用可能です。

 周波数帯
 防災同報無線   　　 68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)
 FMラジオ   　　　　76.0 ~ 90MHz (100kHz Step)
 防災信号検出方式
 防災同報無線          指定周波数のキャリア検出
 緊急地震速報          NHK地震速報チャイム音検出
 緊急警報放送  緊急警報放送          ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
 電源電圧
 DC IN運用時          DC 5V(microUSB)
 本体電池運用          DC 3.7V
 温度範囲               0℃ ~ +50℃
 消費電流
 監視モード          30mA(同報無線Save時)
 FMラジオモード  FMラジオモード   100mA
 防災同報無線
 モード(待機時)       60mA
 オーディオ出力       300mW

※デジタル無線を復調し直接内容を聞くことはできません。

※デジタル無線を復調し直接内容を聞くことはできません。



●デジタル無線の種別、速度取締機の接近を音声ガイドにてお知らせします！
●地震、津波、台風の正確な災害情報を、いち早く受信できる同報系防災行政無線受信！

■簡単受信
受信エリアをジャンル別に分けて、プリセットバンク
に登録していますので、聞きたい受信エリアを簡単
に呼び出してオートサーチします。

■多彩で実用的なメモリーバンク
チャンネルメモリー、エリアメモリーの他に自動選局
時時に、受信する必要がないチャンネルを回避する
チャンネルパスメモリーを設定できます。

■防災・行政・消防・救急・警察無線専用
　エリア搭載
災害や事故現場などで飛び交う生情報をいち早く
キャッチします。

■音声ガイド機能搭載
特特定のチャンネル(盗聴電波や警察無線など)を受信
した場合は、音声ガイドで受信をお知らせします。

■ドライブモード搭載
速度取締機の接近を音声でお知らせします。

20

3.6V/1200mAh
くりかえし充電が

できます。

*300回ほどが目安となります。

JANコード：4515287008268

JANコード：4515287005625 JANコード：4515287005618

トランシーバー本体に装着した充電式ニカドバッテ
リーパック:FBP-1/FBP-2
への充電と、充電式
ニカドバッテリーパック
FBP-1/FBP-2への
単体の充電が同時に
でできます。

*充電時間は2.5時間の急速タイプです。

充電式ニカドバッテリー
パックFBP-1
専用充電器です。
本体に入れたまま
充電ができます。

*FBP-1/FBP-2単体での
  充電はできません。

・

付属品

※デジタル無線を復調し直接内容を聞くことはできません。



FC-R2　　　　 　　 　特定小電力トランシーバー用中継装置

付属する4種類の変換プラグにより、
各社のトランシーバーに対応します。
Fタイプ：   FRC製品 (2PIN) 
Aタイプ：  アルインコ(アイコム)製品 
Kタイプ：  ケンウッド製品 
WPタイプ：防水仕様のトランシーバー 

21

 本体サイズ              幅 約100mm × 長さ 約250mm × 高さ 約80.5mm 
                           (突起部分含まず)  
 本体重量              約560g  
 マイクロフォン          全指向型　ø 6×5mm
 マイクロフォン感度   -54 ± 3dB
 マイクロフォン
  インピーダンス       2.2KΩ
 スピーカー出力       3W
 スピーカー
 インピーダンス        4Ω
 製品感度               86dB ± 3dB 1M/1W BY LMS
 マイクロフォン電圧    1~10V
 消費電流               3W (最大)
  動作温度範囲           -20℃ ～ 55℃
 商品保証期間          １年間 (消耗品除く )

付属品 : 変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定
           ネジ ×8、ACアダプター ×1、 取扱説明書×1

JANコード : 4515287011657

JANコード：4515287021229

主な機能
●中継器対応機能を備えたトランシーバーで
　あれば通話可能エリアを2倍にできます。
●面倒な中継器の設定も、赤外線リモコンで
　一発設定可能。（実用新案登録第3159053号）
●中継通話 27チャンネル フル実装。
●●グループモード機能で混信を軽減し仲間だ
　けで通話が出来ます。（38グループ対応）
●風雨に耐える防水性能(IPX7保護等級)を
　備えており、屋内/屋外ともに設置可能です。

中継通話 27チャンネル フル実装・38グループ対応。
簡単リモコンでわかりやすく操作できます。



FC-GT13 + FC-GR13　　ガイドラジオ送信機/受信機

JAN:4515287021274

JAN:4515287021243 JAN:4515287021250

JAN:4515287021304 JAN:4515287021311 JAN:4515287021328JAN:4515287021403JAN:4515287021267

JAN:4515287021281 JAN:4515287021342 JAN:4515287009920JAN:4515287021335JAN:4515287021298

連結接続して、複数
の端末を同時に充電
することが可能です。

シングル充電器：
FBC-3R
*ACアダプターが別途必要です。

*5台まで連結可能です。

*ACアダプター付属

送信機：FC-GT13 受信機：FC-GR13

20連充電器 FBC-20R  イヤホン(インナータイプ)
 FEP-301

オーバーヘッドマイク
MC-1G

ネックストラップ 
FST-01 

ニッケル水素充電池
FC-G20BT

片耳ヘッドフォン
FHP-01

 イヤホン(耳かけタイプ)
 FEP-302

 イヤホン(カナルタイプ)
 FEP-303

充電用ACアダプター
AC-3

タイピンマイク
MC-2G

美術展や公演・
見本市・展示会

セミナーや会議・
プレゼンテーション

動物園や水族館・
観光地のご案内

ワイヤレスで
多くの人を
ガイドできる
ツールです。

電源電圧　　 DC 2.4V
電波形式  　 F3E
周波数安定度   ±2.5ppm
外形寸法  　 約60(W) x 102(H)
　　　　　　 x 20(D)mm
質　量  　　 約64g(送信機)/約66g(受信機)
受受信周波数  322.050MHz～ 
                     322.400MHz(13ch)
送信出力  　 1mW (送信機)
低周波出力   25mW (イヤホン使用)
                     (受信機)
消費電流      送信時(約103ｍA)
(送信機)        待機時(約7ｍA)
消消費電流（受信機） 240mA (音量最大時)

受信機‥‥複数台
送信機

免許・資格等が不要で、手軽な導
入が可能なコミュニケーション
ツール。
特定小電力ワイヤレスマイク専用
周波数を使用した、送信機と受
信機をメインに構成されています。

付属品
・送信機：FC-GT13 x1
・タイピンマイク(MC-2G)
・専用首掛けストラップ
・取扱説明書

付属品
・受信機：FC-GR13 x1
・イヤホン(FEP-301)
・専用首掛けストラップ
・取扱説明書

多彩なオプションをご用意。

・使用時間(送信機)：約24時間（FC-G20BT）/ 約18時間（アルカリ乾電池）
・使用時間(受信機)：約15時間（FC-G20BT）/ 約11時間（アルカリ乾電池）
・端末の充電に必要な時間の目安：約7.5時間

単3形アルカリ乾電池2本で動作します。充電器を使用する
場合はニッケル水素充電池 [ FC-G20BT ] 2本が必要です。

いつでも準備万端、受信機の数に応じて増やせる充電器。
業務内容に合わせて使い分けられるイヤホンマイクなど。
あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。

●13チャンネル対応
●クリアな音声受信
●電波到達距離：
　約30～100ｍ*
*送信できる距離は、建物等
の障害物、使用状況により
大大きく左右されます。
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■ガイドラジオ



扱いやすい一般的
なスタイル。

FP-22
FPG-22

FPG-22KWP

　耳にぴったり
　とフィットして
　周囲の雑音も
　遮断します。

FPG-24
FPG-24KWP

音の出る範囲が広
く、しっかりと耳
をホールド。
聴きやすく、仕事
の動きに付いてい
きます。

FPG-26
FFPG-26KWP

しっかりとホールド
する耳かけ型。

FH-23
FL-25
FPG-23

FPG-23KWP

取り外し可能な耳
かけが付いた2WAY
スタイルです。

FH-30
FH-31WP
FP-33

  抜群の安定感。
           お仕事と
           がっつり
           向き合う
           ために。

FL-27

伸縮性の高い
フレキシブルな
コード。
動きのある現
場にも対応。

FP-29

マイク部分を襟元
等に装着して、ス
マートな通話を。

FB-26

    しっかりと言葉           
　 を届けたい。

    （下部にイヤホン接  
　    続口があります）

*　  防水タイプ：
　　近日発売予定。

FS-21

耳に寄り添う、様々なかたち。業務に合わせて使い分けて下さい。
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カナル型

イヤーハング型

チューブトップ型 タイピン型 スピーカーホン型

耳かけスピーカータイプ

音の出る範囲が広
く、しっかりと耳
をホールド。

聴きやすくてアク
ティブに動けるタ
イプ。

FH-27

イヤーパッド型

ヘッドセット型

脱着式イヤーハング型

スタンダード型

耳かけを取り外してインナー型にもなるイヤホン。方向を組み替えることで左右の耳にも対応。

FP-33A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応
JANコード：4515287011299

FP-33I
iCOM(2ピン)対応
JANコード：4515287011329

FP-33F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等

●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287011312

FP-33Y
YAESU（1ピン)対応
JANコード：4515287011350

FP-33WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM FC-G20R対応
●ALINCO　DJ-P22等対応
●iCOM　　 IC-4300等対応
●YAESU　 FTH-107等対応

JJANコード：4515287011343

FP-33K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JANコード：4515287011305

ト
ラ
ン
シ

バ

・
オ
プ
シ

ン
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FPG-22

FPG-23

スタンダード型イヤホンマイクロホン

耳かけ型イヤホンマイクロホン

プロの仕事に応える、耐久
性を約2倍*に高めた[PRO]
シリーズ。

サビや腐食に強い金メッキを
施した接続プラグ、毎日の
使用に負けない断線しにくい
ココードを採用。

JANコード: 4515287021717

スタンダード型

FPG-22IP
対応機種：IC-DPR30
[ICOM]　 IC-DPR3
　　　　　 IP-500H
　　　　　 IP-501H
　　　　　 　　　　　 IP-100H

iCOM(アイコム)デジタル簡易無線登録局対応

*当社比 [ 屈曲性能 : 当社比 1.4倍 /
　　　　　引張性能: 当社比 2倍 ]

プロの仕事に応える、耐久
性を約2倍*に高めた[PRO]
シリーズ。

サビや腐食に強い金メッキを
施した接続プラグ、毎日の
使用に負けない断線しにくい
ココードを採用。

JANコード: 4515287021724

イヤーハング型

FPG-23IP
対応機種：IC-DPR30
[ICOM]　 IC-DPR3
　　　　　 IP-500H
　　　　　 IP-501H
　　　　　 　　　　　 IP-100H

iCOM(アイコム)デジタル簡易無線登録局対応

*当社比 [ 屈曲性能 : 当社比 1.4倍 /
　　　　　引張性能: 当社比 2倍 ]

FPG-22A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応
JANコード：4515287011671

FPG-22I
iCOM(2ピン)対応
JANコード：4515287011695

FPG-22F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等

●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287011688

FPG-22Y
YAESU（1ピン)対応
JANコード：4515287011701

FPG-22WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM      FC-G20R
●ALINCO    DJ-P22等互換
●iCOM　   IC-4300等互換
●YAESU　FTH-107等互換

JJANコード：4515287011718

FPG-22K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JANコード：4515287011664

スタンダード型 [防水タイプ]

FPG-22KWP
金メッキ接続プラグ+
独立回転ナット採用
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応

JJANコード：4515287020000

適合機種一覧
[KENWOOD]
UBZ-M31
UBZ-M51S
UBZ-M51L

TPZ-D553MCH
TPZ-D553SCHTPZ-D553SCH

TCP-D151C
TCP-D251C
TCP-D551

イヤーハング型 [ 防水タイプ ]

FPG-23KWP
金メッキ接続プラグ+
独立回転ナット採用
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応

JJANコード：4515287020017

適合機種一覧
[KENWOOD]
UBZ-M31
UBZ-M51S
UBZ-M51L

TPZ-D553MCH
TPZ-D553SCHTPZ-D553SCH

TCP-D151C
TCP-D251C
TCP-D551

■イヤホンマイク

FPG-23A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応
JANコード：4515287011732

FPG-23I
iCOM(2ピン)対応
JANコード：4515287011756

FPG-23F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等

●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287011749

FPG-23Y
YAESU（1ピン)対応
JANコード：4515287011763

FPG-23WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM       FC-G20R
●ALINCO　 DJ-P22等互換
●iCOM　　IC-4300等互換
●YAESU　 FTH-107等互換

JJANコード：4515287011770

FPG-23K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JANコード：4515287011725
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FPG-24

FPG-26

カナル型イヤホンマイクロホン

耳かけスピーカー型イヤホンマイクロホン

プロの仕事に応える、耐久
性を約2倍*に高めた[PRO]
シリーズ。

サビや腐食に強い金メッキを
施した接続プラグ、毎日の
使用に負けない断線しにくい
ココードを採用。

JANコード: 4515287021731

カナル型

FPG-24IP
対応機種：IC-DPR30
[ICOM]　 IC-DPR3
　　　　　 IP-500H
　　　　　 IP-501H
　　　　　 　　　　　 IP-100H

iCOM(アイコム)デジタル簡易無線登録局対応

*当社比 [ 屈曲性能 : 当社比 1.4倍 /
　　　　　引張性能: 当社比 2倍 ]

プロの仕事に応える、耐久
性を約2倍*に高めた[PRO]
シリーズ。

サビや腐食に強い金メッキを
施した接続プラグ、毎日の
使用に負けない断線しにくい
ココードを採用。

JANコード: 4515287021748

耳かけスピーカー型

FPG-26IP
対応機種：IC-DPR30
[ICOM]　 IC-DPR3
　　　　　 IP-500H
　　　　　 IP-501H
　　　　　 　　　　　 IP-100H

iCOM(アイコム)デジタル簡易無線登録局対応

*当社比 [ 屈曲性能 : 当社比 1.4倍 /
　　　　　引張性能: 当社比 2倍 ]

FPG-24A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応
JANコード：4515287020567

FPG-24I
iCOM(2ピン)対応
JANコード：4515287020581

FPG-24F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等

●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287020574

FPG-24Y
YAESU（1ピン)対応
JANコード：4515287020598

FPG-24WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM      FC-G20R
●ALINCO    DJ-P22等互換
●iCOM　   IC-4300等互換
●YAESU　FTH-107等互換

JJANコード：4515287020604

FPG-24K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JANコード：4515287020550

カナル型 [ 防水タイプ ]

FPG-24KWP
金メッキ接続プラグ+
独立回転ナット採用
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応

JJANコード：4515287020611

適合機種一覧
[KENWOOD]
UBZ-M31
UBZ-M51S
UBZ-M51L
TPZ-D553MCH
TPZ-D553SCHTPZ-D553SCH
TCP-D151C
TCP-D251C
TCP-D551

耳かけスピーカー型 [ 防水タイプ ]

FPG-26KWP
金メッキ接続プラグ+
独立回転ナット採用
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応

JJANコード：4515287020680

適合機種一覧
[KENWOOD]
UBZ-M31
UBZ-M51S
UBZ-M51L
TPZ-D553MCH
TPZ-D553SCHTPZ-D553SCH
TCP-D151C
TCP-D251C
TCP-D551

■イヤホンマイク

FPG-26A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応
JANコード：4515287020635

FPG-26I
iCOM(2ピン)対応
JANコード：4515287020659

FPG-26F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等

●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287020642

FPG-26Y
YAESU（1ピン)対応
JANコード：4515287020666

FPG-26WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM       FC-G20R
●ALINCO　 DJ-P22等互換
●iCOM　　IC-4300等互換
●YAESU　 FTH-107等互換

JJANコード：4515287020673

FPG-26K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JANコード：4515287020628



FS-21　　      スピーカーマイクロホン
　話しやすく使いやすいマイクロホンです。

360°回転式クリップ付。

Kタイプ KENWOOD  
JANコード：4515287005113   

Yタイプ YAESU（1ピン）
JANコード：4515287005120   

FFタイプ FIRSTCOM  
JANコード：4515287007889   

Aタイプ ALINCO / YAESU（2ピン）
JANコード：4515287005106   
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FH-23  　           イヤーハングマイクロホン
耳掛け式なので長時間使用しても疲れません。
クリップ装着可能。

Aタイプ ALINCO/YAESU（2ピン）
JANコード：4515287005168

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287005175

FFタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287005519

FP-22                           イヤホンマイクロホン
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による
送信が可能。 
Aタイプ ALINCO/YAESU（2ピン）
JANコード：4515287005137

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287005144

FFタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287005502

FL-25       　フレキシブルマイクロホン

ヘルメットや帽子を装着したまま
使用できる耳掛け式。 

FH-27          イヤーハングマイクロホン
ハンズフリー(VOX)対応、

同時通話対応。

Fタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287007568

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287007599

FL-28   　     ヘッドセットマイクロホン
ハンズフリー(VOX)対応、
同時通話対応。

Fタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287007575

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287007605

FP-29 　　　   イヤホンマイクロホン

Fタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287007582

FH-30          イヤーハングマイクロホン
ハンズフリー(VOX)対応、同時通話対応。
耳かけフック部分が取り外し可能。

Fタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287009234

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287009241

AAタイプ ALINCO/YAESU（2ピン）
JANコード：4515287009258

Iタイプ iCOM(2ピン)
JANコード：4515287009654

FH-31WP 防水ジャック式イヤホンマイク

防水対応。

対応機種
●ALINCO　DJ-P22用
　　　　　EME36A互換

●FIRSTCOM FC-G20R

●iCOM　 IC-4300用
　　　HM-177PI互換

●●YAESU　 FTH-107
　　　　　/ FTH-108
　　　　/ FTH-208用
　　MH-381A4B互換JANコード：4515287009265

手動・VOX
どちらでも使用可。

Kタイプ KENWOOD
JANコード：4515287005496

Fタイプ FIRSTCOM
JANコード：4515287005489

ト
ラ
ン
シ

バ

・
オ
プ
シ

ン



FB-26　　　　　　　　　  タイピン型イヤホンマイクロホン
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FB-26F
FIRSTCOM 対応
対応機種 : ET-20X・ET-20XG・
FC-B47・FC-B20R・FC-S20等
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応
JJANコード：4515287005915

FB-26A
ALINCO/YAESU
（2ピン）対応

JANコード：4515287021199

FB-26I
iCOM(2ピン)対応

JANコード：4515287021205

FB-26Y
Ｆ.R.C.対応
対応機種：
NX-MINI / NX-20X

 
JANコード：4515287021700

FB-26K
KENWOOD対応
●ハンズフリー機能対応
●同時通話対応

JANコード：4515287021182

FB-26M
MOTOROLA対応
固定ネジによって無線機のSP/MIC
コネクターに接続します。

対応機種: 
GDR4200 / GDR4800

JJANコード：4515287021236

FB-26WP
防水ジャック式対応
●FIRSTCOM      FC-G20R
●ALINCO    DJ-P22等互換
●iCOM　   IC-4300等互換
●YAESU　FTH-107等互換
JJANコード：4515287021212

FEP-201
インナータイプ

JANコード：4515287021359

FEP-202
フックタイプ

JANコード：4515287021366

FEP-203
カナルタイプ

JANコード：4515287021373

FEP-204
D型フックタイプ

JANコード：4515287021380

FEP-205
耳あてフックタイプ

JANコード：4515287021397

■イヤホンマイク

イヤホン用プラグ ▲
(φ2.5mm)

◀
マ
イ
ク
部

表面

PTTスイッチを
押すと送信、離す
と受信します。▶
押しながらLOCKの
位置までスライドす
れば送信を継続でき
まます。

マイク・
PTT
スイッチ
ユ二ット

裏面

◀
３
６
０
度 

回
転
す
る
丈
夫
な

　
　
　
　
　
　
　

背
面
ク
リ

プ

マイク感度調節▶
(L/M/H 3段階)
L:低感度
M :中感度
H:高感度

FEP-シリーズ　　　　　FB- 用オプションイヤホン

ひと味違うアピール力、高機能タイピンタイプ。5種類のオプション・イヤホン(別売)と
組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。*カナル型イヤホンが基本仕様として付属しています。

耳に合わせて、仕事に合わせて。さらに使いやすく、あなた仕様にカスタマイズが可能。

■電気的仕様　マイクロホン： -62±2ｄB/2kΩ
　　　　　　　イヤホン　  ： 36Ω/10ｍW 



NX-H523S　　　　　　　　夜間撮影対応モデル

NX-H525S　　　　　　　　夜間撮影対応モデル
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防
犯
カ
メ
ラ

接続ケーブル20m付

●210万画素の高解像度ＣＭＯSセンサーを搭載
●夜間撮影対応
　赤外線LED20個で暗闇でも威力を発揮
　夜間照射距離約20mのハイパワー仕様
●昼夜兼用
　昼はカラー、夜は赤外線LEDによる白黒映像に自動切り替え
●●防塵・防滴仕様
　屋外設置が可能な防水(IP66相当)性能

赤外線LED IP66相当防水

IP66相当防水

JANコード：4515287020529

接続ケーブル20m付

●210万画素の高解像度ＣＭＯSセンサーを搭載
●夜間撮影対応
　赤外線LED18個で暗闇でも威力を発揮
　夜間照射距離約20mのハイパワー仕様
●昼夜兼用
　昼はカラー、夜は赤外線LEDによる白黒映像に自動切り替え
●●防塵・防滴仕様
　屋外設置が可能な防水(IP66相当)性能

赤外線LED IP66相当防水

JANコード：4515287020536

セット内容
・本体×1
・延長ケーブル(約20ｍ)×1
・ACアダプター×1
・防犯ステッカー×1
・BNC-RCA変換プラグ×1
・・取付ねじ×4
・コンクリート用アンカー×4

セット内容
・本体×1
・延長ケーブル(約20ｍ)×1
・ACアダプター×1
・防犯ステッカー×1
・BNC-RCA変換プラグ×1
・・取付ねじ×4
・六角レンチ×1
・コンクリート用アンカー×4

撮像素子              1/2.9型カラーCMOS

有効画素数          約210画素

レンズ                  3.6mm

解像度                 1080P

S/N比                  50ｄB

最低被写体照度  0 LUX (赤外線LED点灯感度)

赤赤外線LED数      20個

赤外線投光距離  約20ｍ

画角(水平)          約75°

映像信号方式      NTSC

映像出力              AHD/CVI/TVI/CVBS

電源電圧              DC12V

消費電流              約700mA

出出力端子              BNC/RCA (変換プラグ) 

動作温度              -10℃～+50℃

動作湿度              90%以下 (結露無きこと) 

外形寸法             W70 × H70 × D153mm 

質量                     380ｇ

※CVBSの解像度は640×480P、約31万画素相当になります。
※外形寸法は突起物を含みません。

撮像素子              1/2.9型カラーCMOS

有効画素数          約210画素

レンズ                  3.6mm

解像度                 1080P

S/N比                  50ｄB

最低被写体照度  0 LUX (赤外線LED点灯感度)

赤赤外線LED数      18個

赤外線投光距離  約20ｍ

画角(水平)          約75°

映像信号方式      NTSC

映像出力              AHD/CVI/TVI/CVBS

電源電圧              DC12V

消費電流              約550mA

出出力端子              BNC/RCA (変換プラグ) 

動作温度              -10℃～+50℃

動作湿度              90%以下 (結露無きこと) 

外形寸法             W66 × H66 × D175mm

質量                     345ｇ

※CVBSの解像度は640×480P、約31万画素相当になります。
※外形寸法は突起物を含みません。



NX-H527S　　　　　　　　夜間撮影対応モデル

NX-H521S　　　　　　　ピンホールレンズカメラ
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防
犯
カ
メ
ラ

接続ケーブル20m付

●210万画素の高解像度ＣＭＯSセンサーを搭載
●夜間撮影対応
　赤外線LED18個で暗闇でも威力を発揮
　夜間照射距離約20mのハイパワー仕様
●昼夜兼用
　昼はカラー、夜は赤外線LEDによる白黒映像に自動切り替え
●●防塵・防滴仕様
　屋外設置が可能な防水(IP66相当)性能

赤外線LED IP66相当防水

IP66相当防水

JANコード：4515287020543

接続ケーブル20m付

●207万画素の高解像度ＣＭＯSセンサーを搭載
●昼夜兼用
　昼はカラー、夜は赤外線LEDによる白黒映像に自動切り替え JANコード：4515287020512

セット内容
・本体×1
・延長ケーブル(約20ｍ)×1
・ACアダプター×1
・防犯ステッカー×1
・BNC-RCA変換プラグ×1
・・取付ねじ×4
・六角レンチ×1
・コンクリート用アンカー×4

セット内容
・本体×1
・延長ケーブル(約20ｍ)×1
・ACアダプター×1
・防犯ステッカー×1
・BNC-RCA変換プラグ×1
・・取付ねじ×4
・コンクリート用アンカー×4

撮像素子              1/2.9型カラーCMOS

有効画素数          約210画素

レンズ                  3.6mm

解像度                 1080P

S/N比                  50ｄB

最低被写体照度  0 LUX (赤外線LED点灯感度)

赤赤外線LED数      18個

赤外線投光距離  約20ｍ

画角(水平)          約75°

映像信号方式      NTSC

映像出力              AHD/CVI/TVI/CVBS

電源電圧              DC12V

消費電流              約550mA

出出力端子              BNC/RCA (変換プラグ)

動作温度              -10℃～+50℃

動作湿度              90%以下 (結露無きこと) 

外形寸法             W75 × H65 × D190mm 

質量                     293ｇ

※CVBSの解像度は640×480P、約31万画素相当になります。
※外形寸法は突起物を含みません。

マイク内蔵

撮像素子              1/2.9型カラーCMOS

有効画素数          約207画素

レンズ                  3.7mm

解像度                 1080P

S/N比                  41ｄB

最低被写体照度   0.5 LUX

赤赤外線LED数      －

赤外線投光距離  －

画角(水平)          約81°

映像信号方式      NTSC

映像出力              AHD/CVI/TVI/CVBS

電源電圧              DC12V

消費電流              約100mA

出出力端子              映像：BNC/RCA (変換プラグ)
                                 音声：RCAピンジャック

音声　                  RCAピンジャック

動作温度              -10℃～+50℃

動作湿度              90%以下 (結露無きこと) 

外形寸法             W40 × H40 × D14mm

質量                     約127ｇ (コード含む)

※※CVBSの解像度は640×480P、約31万画素相当になります。
※外形寸法は突起物を含みません。



NX-H1000R 　　 TB HDD内蔵 / chカメラ対応モデル

NX-H2000R 　　 TB HDD内蔵 / chカメラ対応モデル

マウス操作

　電源  　             DC12V/3A (電源アダプター)　

　消費電力  　         最大6W

　HDD容量          1TB

　圧縮方式　  　     H.264　

　解像度　  　         960×1080 / 1280×720 / 960×480
　                           704×480 / 352×288　

　　映像入力 / 出力      BNC端子×8/HD×1、VGA×1、
　                           BNC×4（BNC-RCA変換アダプター付属） 

　使用温度　  　     0℃～+40℃　

　湿度範囲　  　     10％～90％（結露なきこと）　

　寸法　  　         幅 約215 × 奥行き 215 × 高さ45mm 
                               (突起部を除く)　

　質量　  　         約940g

映像ビットレート→      約1M       約2M        約4M         約8M
解像度↓                (低画質)   (初期値)                         (高画質)

1080N 960×1080     約20日間   約10日間    約5日間      約2日間

720P 1280×720      約20日間   約10日間    約5日間      約3日間

960H 960×480        約21日間   約11日間    約8日間      約8日間

D1 704×480            約27日間   約16日間   約16日間    約13日間

CCIF 352×280        約56日間   約53日間   約53日間    約53日間

連続記録時間の目安(カメラを4台使用した場合)

防
犯
カ
メ
ラ

JANコード：4515287020499

マウス操作

　電源  　             DC12V/3A (電源アダプター)　

　消費電力  　         最大10W

　HDD容量          2TB　

　圧縮方式　  　     H.264　

　解像度　  　         960×1080 / 1280×720 / 960×480
　                           704×480 / 352×288　

　　映像入力 / 出力      BNC端子×8/HD×1、VGA×1、
　                           RCA×1（BNC-RCA変換アダプター付属） 　

　使用温度　  　     0℃～+40℃　

　湿度範囲　  　     10％～90％（結露なきこと）　

　寸法　  　         幅 約215 × 奥行き 215 × 高さ45mm 
                               (突起部を除く)　

　質量　  　         約986g　

映像ビットレート→      約1M       約2M        約4M         約8M
解像度↓                (低画質)   (初期値)                         (高画質)

1080N 960×1080     約40日間   約20日間    約10日間      約5日間

720P 1280×720      約40日間   約20日間    約10日間      約6日間

960H 960×480        約42日間   約22日間    約16日間    約16日間

D1 704×480            約56日間   約32日間   約32日間    約26日間

CCIF 352×280         約112日間  約106日間  約106日間   約106日間

●AHD/CVI/TVI/CVBSなど、様々な形式に対応
ハイビジョン高画質1080N,720Pで高品位な録画が可能です。
録画記録の詳細な週間スケジュールを設定することができます。 
　 ※弊社防犯カメラ以外の接続をした場合、動作の保証はできかねます。
　　ご了承くださいませ。

●防犯カメラ1～8台まで対応
●●2TBハードディスク内蔵
●9分割画面・4分割画面・1画面表示
●動体検知録画機能搭載
●バックアップ機能

連続記録時間の目安(カメラを4台使用した場合)

JANコード：4515287020505
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■ワイヤレスイヤホンマイク

●Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話に対応
電話を受ける・切る / 着信を拒否する / リダイアルする / 2台の
スマートフォンと通話切替 / 充電中でも通話可能

●音楽再生機能
Bluetooth対応機器に入っている音楽を、イヤホンマイクで聴く
ことができます。「A2DP」対応のクリアな高音質です。

●●USB充電機能
スマートフォン等の充電もできる、DC5V USB出力ポート付。

●レッド・ドット・デザイン賞を受賞
優れたプロダクト・デザインが、欧州の伝統ある賞に輝きました。

●トラックでも使える　12V/24V車対応です。ボタンと一体型の
イヤホンマイク
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ゴールド : AX-B10 GD  JAN: 4515287012166
シルバー : AX-B10 SV  JAN: 4515287012159
ローズ :    AX-B10 RO  JAN: 4515287012173 

●Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話に対応
電話を受ける・切る / 着信を拒否する / リダイアルする / 2台の
スマートフォンと通話切替 / 充電中でも通話可能

●音楽再生機能
Bluetooth対応機器に入っている音楽を、イヤホンマイクで聴く
ことができます。「A2DP」対応のクリアな高音質です。

●●約5回の充電が可能
満充電時のボトムベースからイヤホンマイクへ、約5回の充電が
可能です。

●ネックストラップ付
いつでも一緒に。どこでもスマートに通話。

ボタンと一体型の
イヤホンマイク

シルバー：AX-B10F SV  JAN : 4515287020918
ブラック：AX-B10F BK  JAN : 4515287020901
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NX-DE30

NX-PA20 　　　     アンプ/スピーカー/マイクの車載用拡声器セット
■その他 車載製品

●特徴
電装機器や点火系に十分な電力を供給し、車の潜在能力を
最大限に引き出すエレクトロチューニングシステムです。
●エンジン始動時の電圧の安定
20000マイクロファラット以上の大容量のコンデンサーに
より、エンジン始動時の急激な電圧降下を瞬時に補正します。
●●電圧の安定により、バッテリー寿命の向上
短い間隔で充放電をくり返すアイドリングストップ車は、
バッテリーを酷使するため、寿命が短くなります。
また、エンジン停止中でもカーナビ・オーディオ・ランプ等に
電力を供給し続けるため、充電不足になりやすいです。
そこで！！
EX-R500をつけることにより、バッテリーの電圧が安定し、
寿寿命も向上します。
●燃費の安定により、快適ECOドライブ
電圧の安定により燃費の向上。
また、バッテリーの寿命長によりゴミの削減等、
地球にもお財布にも優しいECOドライブを実現します。 

●入力端子付なので、CD・テープレコーダーなどの
　音源も再生可能。

●別売のACアダプターを使用すれば工場や事務所
　などでもお使い頂けます。

●トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。

付属品

JANコード：4515287011022

■取付簡単！
(ボンネット内の配線だけでOK)
本体の固定は付属の両面テー
プでOK

■独自回転機構を採用しLEDの照射角度が自由自在
■キーレスエントリーの連動によりエスコートライト作動
■■30個のLEDを装備し視認性をUP
■デイライト装着により自車の存在をアピール
※本品は12V車線用です。トラック等の24V車にはご使用出来ません。
※本品は、保安基準の「その他灯火等」に該当します。
　 本品は当基準に適合しており「車検対応品」となります。
　 (取り付け位置等に制限があります。ご注意下さいませ。)

消費電流：待機時約5mA
動作時LEDユニット1個につき200mA
サイズ：15球LEDユニット23cm×2

付属品：配線・両面テープ・ネジ・台座・取扱説明書兼保証書



■バックアップ回路内蔵
■過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵
　（NGランプ・ブザー付）
■60角型ファンモーターによる強制空冷方式
■外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン
■シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力

■バックアップ回路内蔵
■過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵
　（NGランプ・ブザー付）
■60角型ファンモーターによる強制空冷方式
■外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン
■シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力

■バックアップ回路内蔵
■過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵
　（NGランプ・ブザー付）
■60角型ファンモーターによる強制空冷方式
■外装ケースの発熱を1/5に抑える（当社比）
　温度抑制方式を採用した斬新なデザイン
■■シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの×2の3系統出力
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防犯カメラ＆DVR

ドライブレコーダー

FC-DR202W

ドライブレコーダーを防犯
カメラとして使うための
バッテリーとなります。

2台同時充電可能＆小型で大容量。
AC・USBの両方で充電が可能。

JANコード：
4515287009647

JANコード：
4515287009623

JANコード：
4515287009630

レッド　　　　  ブラック　　　　　ブルー

NX-BP05        マルチパワーボックス FC-R1  特定小電力トランシーバー用中継装置

JANコード：4515287006417

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

安心の日本製！

Ambarella製チップ[AL7] + スーパーキャパシタ搭載。

JANコード：4515287009128

中継通話 27チャンネル フル実装・38グループ対応。

　　　　  簡単リモコンでわかりやすく操作できます。
　　　　　風雨に耐える防水性能(IPX7保護等級)を
　　　　　 備えており、屋内／屋外ともに設置可能です。

FC-DR101PLUS

NX-DR301
Full HDを超える
高画質2K解像度で
さらに鮮明な画像。

ケーブル付き2カメラ！
サブカメラはIP67の
防水対応です。 

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

JANコード：4515287008800

2カメラ
運転アシスト

音声on/off

GPS(オプション)
録画オートスタート

Gセンサー

動体検知

モニター付

日本製

NX-V325S NX-V324S NX-V321S NX-P821S

NX-D1000R NX-D500R

音声録音

JANコード：
4515287010155

●SONY製 1/3'' CCD搭載
●ハイパワー赤外線LED30個内蔵
●昼夜兼用
●スマートインストレーション

●SONY製 1/3'' CCD搭載
●ハイパワー赤外線LED12個内蔵
●昼夜兼用
●スマートインストレーション

●SONY製 1/3'' CCD搭載
●ハイパワー赤外線LED30個内蔵
●昼夜兼用
●防塵・防滴仕様

JANコード：
4515287010162

JANコード：
4515287010131

JANコード：
4515287010124

●SONY製 1/3'' CCD搭載
●小型・軽量カメラ
●マイク内蔵

JANコード：4515287008930

●コンポジット映像入力対応
●防犯カメラ1～4台まで対応

●1TBハードディスク内蔵
●4画面分割表示

●コンポジット映像入力対応
●防犯カメラ1～4台まで対応

JANコード：4515287007803

●1TBハードディスク内蔵
●4画面分割表示



お買い求めは・・・

東京本社
 〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8
 TEL: 042-793-7740 ( 月～金 9:00～12:00 / 13:00～18:00 ) ◆ FAX: 042-793-7742
 Mail: support@frc-net.co.jp ◆ HP: http://www.frc-net.co.jp

営業所
 札幌営業所      Tel: 080-4140-9122 
 仙台営業所     Tel: 080-4140-9223
 静岡営業所     〒425-0064 静岡県焼津市三和1721 
 名古屋営業所    〒485-0047 愛知県小牧市曙町124 
 大阪営業所     〒665-0876 兵庫県宝塚市中山台2-14-10
  九州営業所     Tel: 070-1485-6731

自社工場
 〒425-0064
 静岡県焼津市三和1721

株式会社エフ・アール・シー

株式会社エフ・アール・シー : 製品ガイドブック


