
 

 

 

 

＜          （ドライブマン）ドライブレコーダー のご案内＞ 

警察・消防・官公庁等で採用され信頼と実績のある“ドライブマン”より、ドライブレコーダーのラインナ

ップの案内です。高画質常時記録、LED 信号にも対策された高性能版です。 

 

GP-1 Driveman 最上位モデル 

 

 

 

 

 

 

☆GP-1S(スタンダード)  定価 OPEN 

可動ﾌﾞﾗｹｯﾄ、電源ｹｰﾌﾞﾙ、8GBSD ｶｰﾄﾞ 

☆GP-1F(フルセット)    定価 OPEN 

スタンダードに AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、HDMI ｹｰﾌﾞﾙを追加し

たセットです。 

1080sα 2K 高画質の最上位モデル 

 

 

 

 

 

 

 

☆1080sα(フルセット)   定価 OPEN 

専用電源ｹｰﾌﾞﾙ、可変ﾌﾞﾗｹｯﾄ、8GBSD ｶｰﾄﾞ、AC ｱﾀﾞ
ﾌﾟﾀｰ+専用ｹｰﾌﾞﾙ、ﾐﾆ HDMI ｹｰﾌﾞﾙのセットです。 
 
 
※オプション GPS モジュール GPS-1A 定価 OPEN 

1080GS オールインワン高機能モデル 

 

 

 

 

 

 

 

☆1080GS(フルセット)   定価 OPEN 

専用電源ｹｰﾌﾞﾙ、可変ﾌﾞﾗｹｯﾄ、8GBSD ｶｰﾄﾞ、AC ｱﾀﾞ

ﾌﾟﾀｰ+専用ｹｰﾌﾞﾙ、ﾐﾆ HDMI ｹｰﾌﾞﾙのセットです。 

 

＜オプションパーツ＞ 

PL(偏光フィルター)D-PLF1 

定価 OPEN 

 

※720a/1080sa/1080GS/GP-1 対応 

日中ボンネットがフロントガラスに写り込む事への対策に。 

720α ベーシック機能モデル 

 

 

 

 

 

 

☆S-720A-CSA4(シンプル)  定価 OPEN 

シガー電源ｹｰﾌﾞﾙ、可動ﾌﾞﾗｹｯﾄ、※SD ｶｰﾄﾞ別売 

☆720A-CSA4(フルセット)  定価 OPEN 

シンプルに AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、HDMI ｹｰﾌﾞﾙ、8GBSD ｶｰ

ﾄﾞを追加したセットです。 

 

☆S-720A-DM(シンプル)  定価 OPEN 

車載電源ｹｰﾌﾞﾙ、可動ﾌﾞﾗｹｯﾄ、※SD ｶｰﾄﾞ別売 

☆720A-DM(フルセット)   定価 OPEN 

シンプルに AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、HDMI ｹｰﾌﾞﾙ、8GBSD ｶｰ

ﾄﾞを追加したセットです。 

 

 

 

 

・1296ｘ2304 

2K の高画質 

・45fps フルハイビジョン 

・全国 LED 信号対応 

・ショックセンサー内蔵 

・GPS アンテナ搭載 

・駐車監視機能搭載 

・1296ｘ2304 2Kの高画質 

・45fps の 1080P フルハイビジョ

ン画質と、長く撮影できる 720P

モードを採用し、目的に合わせた

選択ができます。 

・全国 LED 信号対応。 

・ショックセンサー内蔵。 

・駐車時録画機能搭載 

・1920ｘ1080 のフルハ

イビジョン映像。 

・撮像素子は余裕の 500 万

画素 CMOS 採用。 

・全国 LED 信号対応 

・ショックセンサー内蔵 

・GPS アンテナ内蔵 

・駐車録画のセキュリティ

モード 

・1280x720 のハイビジョン映像。 

・130 万画素センサー。 

・LED 信号の消失現象に対応済み。

（27.5fps 時）。 



＜          （ドライブマン）＞ 

                            TW-1 / TR-1 Driveman 2 カメラモデル 

 

 

 

 

 

☆TW-1(GPS なし)     定価 OPEN 

可動ﾌﾞﾗｹｯﾄ、電源ｹｰﾌﾞﾙ、16GBSD ｶｰﾄﾞ 

☆TR-1 (GPS 付き)   定価 OPEN 

GPS ユニットが同梱されたセットです。 

 
※オプション GPS ユニット：TWGPS  定価 OPEN 

 

 720α 1080GS 1080sα GP-1 TW1/TR1 

特色 ベーシック機能 オールインワン 画質重視 最上位モデル 2 カメラ 

解像度      

2304x1296   ○ ○  

1920x1080  ○ ○ ○  

1280x720 ○ ○ ○ ○ 
〇(メイン) 

※(サブ 720x480) 

画角 対角 120 度 対角 110 度/140 度 対角 135 度 対角 140 度 対角 98 度(メイン) 

倒立撮影機能 × × ○ ○ × 

録画時間 

※8GB カード 

約 2 時間 

※ハイビジョン 

約 2 時間 

※フルハイビジョン 

約 1.5 時間 

※フルハイビジョン 

約 1.2 時間 

※2K 

約 2 時間 

※高画質 

最大録画時間 

※32GB カード 

約 10 時間 約 8 時間 

（FullHD） 

約 8.5 時間 

（FullHD45fps） 

約 5.2 時間 

（2K） 

約 8 時間 

※高画質 

SDXC 対応 × × ○64GBまで ○64GB まで ○64GBまで 

最大録画時間 
× × 約 27 時間 

720P 30fps 

約 61 時間 

720P 7.5fps 

約 40 時間 

メイン/サブ(14/15fps) 

対応カード SDHC Class6 以上に限る 

GPS × ○ ▲オプション ○ 
〇TR-1 

▲TW-1 オプション 

ショックセンサ × ○ ○ ○ ○ 

駐車監視機能 × ○ ○ ○ ○ 

フレームレート 27.5fps/30fps 27.5fps/30fps 
30fps/45fps/ 

60fps 

7.5fps/27.5fps/ 

30fps/45fps/ 

60fps 

メイン 14/28fps 

サブ 15/30fps 

LED 信号対策 ※27.5fps/45fps は全国対応。※30fsp/60fps は東日本のみ。 

サイズ 約 77x54x31mm 約 61x92x34mm 約 77x54x31mm 約 61x92x34mm 
メイン：63x104x30mm 

サブ：34x57x31mm 

※推奨 SD カード：パナソニック(金ラベル以上)、サンディスク(エクストリーム以上)、東芝(エクセリア以上) 

メインカメラ 

サブカメラ 

・1280ｘ720 の HD 画質（メインカメラ）と 720ｘ480 の SD 画質（サブ

カメラ）の W映像を一つの AVIファイルで保存。 

サブカメラは赤外線 LED付きのセパレートカメラで車内の撮影が可能です。 

・全国 LED 信号の同期消失現象に対策済み。※メインカメラ 

・駐車監視は衝撃検知とモーション検知の W監視。 

・GPS アンテナ（TW-1 はオプション設定、TR-1 は同梱） 


