駐車時、人の動きをキャッチすると自動でドライブレコーダーが録画開始！
今お使いのドライブレコーダーを駐車時の監視カメラとして使用できるセンサースイッチ

対応ドライブレコーダー

FT-DR W1/FT-DR W1G/FT-DR 100S/FT-DR120W
NX-DR 200S/FT-DR W1 PLUS/NX-DR102G
NX-DR Giga/FC-DR222W

安心・信頼の
日本製

検出履歴機能

センサー感度

3 段階設定

搭載

検知した時のみ録画

駐車監視センサー

DS-1(5V)
不審者等が車内に侵入した場合や、運転席ドア、助手席ドア、後部座席、左右ドア、
バックドア等に近づいた場合に、
電波を使用したドップラーセンサーでそれらを
検出すると、接続されたドライブレコーダーが録画を開始します。
録画時間は 1 検出あたり 1 分間です。検出が継続すると、引き続き録画します。

■ ドップラーセンサーによる自動録画機能 ( 検知した時のみ録画 )
■ 検出履歴機能搭載

■ 感度は 3 段階設定が可能

■ 人体以外の自然現象検出対応 ( 裏面、接続例参照 )
■ ドライブレコーダー 2 台接続可能 ( 同梱されていません )
■ 車のバッテリー上がりを防止するマルチパワーボックス
(BP-1/BP-2) 接続可能 ( 同梱されていません )
■ DC12V 車専用

高感度 ドップラーセンサー内蔵

駐車監視センサー

DS-1(5V)

対応ドライブレコーダー
FT-DR W1/FT-DR W1G/FT-DR 100S/FT-DR120W/NX-DR 200S/FT-DR W1 PLUS/NX-DR102G/NX-DR Giga/FC-DR222W
■ 車の ACC( アクセサリーキー ) との連動
本機 ACC コードを車の ACC 系統 ( イグニッションキーを ACC にすると +12V が ON するライン ) に接続することにより本機に接続されたドライブレコーダーの ON/OFF
をコントロールします。ACC ON 時は常にドライブレコーダーを ON します。ACC を OFF すると OFF してから 1 分間は録画を続けます。この間ブザ ーが鳴動してセキュリ
ティーモードの移行をお知らせします。ブザーが鳴り終わると本機はセキュリティーモードに入ります。ドップラーセンサーによる自動録画待機状態に入ります。
■ 検出履歴機能搭載
セキュリティ動作後、イグニッションキーを ON にするとセキュリティ動作中の検出の有無をブザーでお知らせします。
・セキュリティ動作中、検出があった場合・・・ブザーが 5 回鳴ります。ドライブレコーダーの録画記録を確認してください。
・セキュリティ動作中、検出がなかった場合・・ブザーは鳴りません。

接続例 ( オプションのマルチパワーボックスに接続：推奨接続 )

参考検知エリア

DS-1
センサー面を
車内に向けた
場合
( 推奨取付 )

※バッテリー上がりを防止するためにも別売のマルチパワーボックスでの接続をお薦めします。
運転中は内蔵バッテリーを充電し、駐車中はマルチパワーボックスで、DS-1及びドライブレコーダーに電源を供給します。
(BP-1/BP-2)
5V 変換ケーブル
ドライブレコーダー ( 別売 )

5V miniUSB
ドライブレコーダー

3 〜 4ｍ

前面

−
+12ｖ DC OUT

50 〜 100cm

●BP-1
内蔵電池：ニッケル水素電池
バッテリー容量：2400mAh
JANコード：4515287007551
●BP-2
内蔵電池：リチウムポリマー電池
バッテリー容量：2900mAh
JANコード：4515287008282

50 〜 100cm

(ご注意)・夜間、明かりが少ない場所では鮮明な撮
影はできません。別途、赤外線ランプ等
を設置するか、赤外線付ドライブレコー
ダーを使用してください。
・最大2台のドライブレコーダーを接続でき
ます。(別売)
用途に合わせ車内撮影用、車外撮影用と
して使用できます。
・動体検知機能があるドライブレコーダー
は設定をOFFにしてご使用ください。
使用上のご注意

※接続する別売のドライブレコーダーは本体入力電圧が DC12V/5V 対
応の弊社製に限ります。
※ドライブレコーダーによっては録画開始までに時間がかかる機種があ
ります。
※本機は別売のドライブレコーダーと組み合わせ、特定のエリアを対象
に監視を行うための映像を記録する目的で作られたものです。本機単
独では使用できません。
※弊社はいかなる場合も、以下に関して一切の責任を負わないものとし
ます。
1. 映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損していた場
合による損害、本機の故障や使用することによって生じた損害
2. 本機に関連して直接または間接に発生した損害・被害、または結果
的損害・被害
3. お客様による本機の分解、修理または改造が行われた場合、それに
起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
4. 弊社製以外のドライブレコーダーなどと組み合わせたシステムによ
る不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
5. お客様による監視映像 ( 記録を含む ) が何らかの理由により公とな
り、または監視目的以外に使用され、その結果、被写体となった個
人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかな
る賠償要求、クレームなど

注意

弊社製 12V ドライブレコーダー接続が可能
※対応機種：NX-DR01/NX-DR01B
FC-DR707PLUS/FC-110DR
NX-DR03/NX-DR05
※5V miniUSB ドライブレコーダーを接続する
場合は、別売の 5V 変換ケーブル (DS1-5VS)
をお求めください。

背面
+12ｖ DC IN

付属コード 2
車のシガープラグへ

BP1/BP-2
付属コード
BP1/BP-2 の接続例

接続例 ( 車両に配線する：標準の接続 )
※人体以外の自然現象検出対応：ドップラーの感度設定を
高感度(H)とした場合、激しい雨、車直近の木々のゆれ等
をセンサーが検出してしまう場合があります。検出が連続
的に続くとドライブレコーダーがONし続け、無駄な記録が
増え、バッテリーも消耗します。そのような現象を防ぐため、
感度設定が自動的に低感度(L)へ移行します。検出がなく
なった場合は再び高感度に戻ります。

5V 変換ケーブル

弊社製 12V ドライブレコーダー接続が可能
※対応機種：NX-DR01/NX-DR01B
FC-DR707PLUS/FC-110DR
NX-DR03/NX-DR05
※5V miniUSB ドライブレコーダーを接続する
場合は、別売の 5V 変換ケーブル (DS1-5VS)
をお求めください。

5V miniUSB
ドライブレコーダー
付属コード 1
車の常時電源へ
付属コード 2

※車両のバッテリー上がりを防止するため、駐車監視の必要がない場合は、
本製品の電源スイッチをOFFにしてください。
但し、運転中のドライブレコーダーは動作します。

カット
イグニッションキー

製品の構成

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

主な仕様
電源電圧
消費電流

：DC12V
：7mA( 定常時 )
40mA( セキュリティ動作中 )
アース方式
：マイナスアース方式
保護回路
：DC12V 入力
1.5A( 自動復帰型 )
DC12V 出力 (2 系統 ) 各 1A( 自動復帰型 )
センサー感度設定切替：L( 低感度 )/M( 中感度 )/H( 高感度 ) の 3 段階
切り替え
サイズ
：63(W)×41(H)×52(D)ｍｍ（突起部除く）
質量
：約 46ｇ( 取付ステー除く )

本体・・・1 台

中継ユニット・・・1 台
本体取付ステー・・・1 式

付属コード 1・・・1 本

付属コード 2・・・1 本

コードクランプ・・・3 個

取扱説明書 ( 保証書付 )
・・・1 冊

5V 変換ケーブル・・・1 本

●商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。

オプション：5V 変換ケーブル (DS1-5VS)
お買い求めは・・・

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8 TEL 042-793-7746
https://www.frc-net.co.jp

JAN コード

4515287021779

※付属品と同等

MADE IN JAPAN

