
付属品の電源直結コードを、GPS 内臓ブラケット
のDCジャックと車両へ接続します。

接続方法

※付属品の電源直結コード、または別売品のACアダプター
をご使用ください。

ヒューズホルダー アクセサリー
電源へ 

赤コード 

黒コード 車の
金属部分へ 

全長約4m

GPS内蔵ブラケットの
DCジャックへ

5Vコンバーター
ユニット

コネクタ

タイラップ
（結束バンド）通し穴

市販品のタイラップ（結束バンド）や両面テープなど
を使い、５Vコンバーターユニットを固定し、配線処
理を行います。

01/16

01/16

 エンジンを始動する エンジンを始動する

 エンジンを切る エンジンを切る

本機に電源が供給されると、電源ランプ（赤）と録画アイコンが
点灯し、常時録画を開始します。
※本機は、エンジンキーに連動して常時録画を開始します。

Active Safety Model！Start informetion
機能・レーンキープアシスト機能・前方衝突防止
アラート機能搭載

400万画素カラーCMOS、FULL HD画質
（300万画素）だから映像がきれい！

地デジ・カーナビに影響を与えにくい

「録画を継続しますか？」と録画継続のポップアップが
表示されます。

・衝撃を検知する（Gセンサー記録）

・手動で記録する（ワンタッチ記録）

DRY-AS410WGdの使い方

■ 本機の特徴

安心！

きれい
！

安全！

カメラ一体型ドライブレコーダー

クイックガイド

つづく

■録画継続をする場合
・１０秒以内にOKボタンを押してください。
■録画継続をしない場合
・操作をせずに、約１０秒お待ちください。　

録画アイコン 電源ランプ（赤）

GPSを測位すると、GPSアイコンが表示し、GPS
情報を取得します。
※GPS情報を取得すると、自動的に日時を調整します。
※GPS の測位に失敗すると、GPSアイコンに×が表示されます。

各部名称

マイク

HD out端子

RECランプ

操作ボタン

microSD
カード挿入口

DCジャック
（DC５V）

RECボタン

電源ボタン

測位 非測位

■ 上書きモードについて

■ 専用フォルダについて

SDカードのファイル容量が上限に達した場合の動作を
下記から選択できます。

それぞれの録画方法で記録される専用フォルダ先
常時録画　　　 
G センサー録画
ワンタッチ記録 

※上書きモードについての詳しい情報は本機の取扱説明書をご参照ください。

上書きモード

上書き禁止 全ての録画ファイルは上書きされません。

常時録画上書き 保護していない常時録画ファイルのみ上書き
します。

全て上書き 保護していない録画ファイルを上書きします。

　　　　　　　　 ⇒「DCIM」フォルダ
　　　　　              ⇒「gsensor」フォルダ
　　　　　　　　  ⇒「recsw」フォルダ

（初期値）
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■ 電源ランプの色について

ランプの状態 本機の動作

赤色の点灯 録画中

赤色の早点滅 「SDカードがいっぱいです」警告表示時

赤色の遅点滅 録画継続中

緑色の点灯 録画以外の動作

ワンタッチ記録は、任意のタイミングで映像を記録すること
ができます。
常時録画中に本機の RECボタンを押すことで、現在撮影中
の映像ファイルをSDカードの専用フォルダに記録します。

Gセンサーが一定以上の衝撃を検知すると、その映像
ファイルを専用フォルダに移動します。

一定以上の衝撃を検知 イベント記録アイコン

イベント記録アイコン

 専用フォルダに映像を記録する（イベント記録）　 専用フォルダに映像を記録する（イベント記録）
イベント記録には、Gセンサー記録とワンタッチ記録があります。
イベント記録中は、画面上部にイベント記録アイコンを表示します。



つづく

定期的SDカードのフォーマット方法 設定Gセンサー感度を変更する

① ▽ボタンを押す② ▽ボタンを押す

④ 「SD 初期化」Z実行する④ 「SD 初期化」を実行する

④ 表示を確認してOKボタン
　  を押す
⑤ 表示を確認してOKボタン
　  を押す

① 録画中にOKボタンを押す① 録画中にOKボタンを押す

③ 「SD初期化」を選択する③ 「SD初期化」を選択する

・録画停止中は電源ランプ（緑）が点灯し、
  録画アイコンの表示が消えます。

設定メニューを表示します　　

録画を停止します。

＜設定メニュー＞

▽ボタンを押し、「SD 初期化」を選択し、
OKボタンを押します

▽ボタンを押し、実行を選択して、　　
OKボタンを押します。

※付属品以外の SDカードを使用する場合は、初回起動時に必ずフォーマットしてください。
※フォーマットを行うと、「保護したファイル」や「専用ビューアソフト」も全て削除されます。必要に応じてパソ
コンにバックアップなどしてからフォーマットしてください。

「１～２週間に一度」、フォーマットを行ってください。

①

②

①

②

「SDカードの初期化が完了しました」と
表示されていることを確認します。
OKボタンを押すと、設定メニューに
戻ります。

①      ボタンを押す②      ボタンを押す

① 録画中にOKボタンを押す① 録画中にOKボタンを押す

③ 「Gセンサー感度」を選択する③ 「Gセンサー感度」を選択する

頻繁にGセンサーが反応する場合は、Gセンサー感度の設定をすることをお勧めします。

・録画停止中は電源ランプ（緑）が点灯し、
録画アイコンの表示が消えます。

設定メニューを表示します。

録画を停止します。

＜設定メニュー＞

①

②

①

②

③ Gセンサー感度を設定する④ Gセンサー感度を設定する

④RECボタンを押す⑤RECボタンを押す

・OKボタンを押すと選択した方向（Ｘ,Y,Z）
が青→橙になります。

設定メニューへ戻ります。

　　　ボタンを押し、値を変更して、
OKボタンを押します。

　　　ボタンを押し、方向（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を
選択して、OKボタンを押します。

　　ボタンを押し、「Gセンサー感度」
を選択して、OKボタンを押します。

①

②
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地図表示
・読み込まれた映像はGoogle Mapsに
　連動して自車位置が移動します。

走行速度表示
・GPSで記録した走行速度を表示します。

＜標準表示＞

表示エリア
・選択した録画ファイルの

　映像を表示します。

タイムライン
・クリック位置から再生できます。

再生リスト
・録画ファイル名と
　録画終了日時（年月日と時分秒）
　を表示します。

再生リストの操作

ファイルを再生、リストへ追加
・再生リストに１ファイル追加します

ファイルを再生、リストから削除
・再生リストから１ファイル削除します

・再生リストに、フォルダ単位で録画
　ファイルを読み込みます　　

フォルダを再生、リストに読込

ファイル情報
・表示している画面の
　緯度、経度、高度、加速度（X・Y・Z）
　を表示します　

ファイルコントロール

１ファイルを開く

停止

再生

一時停止

ウィンドウサイズ切替
（全画面）

静止画変換

１フレーム再生

・録画ファイルを１ファイル開いて
　再生します。
　（「１ファイルを開く」を行っても
　再生リストには追加されません）

・再生中の録画ファイルを停止します

・録画ファイルを再生します
　（再生リストに複数の録画ファイル
　がある場合、連続して再生します。）

・一時停止します。

・映像の全画面表示

ウィンドウサイズ切替
（標準画面）

・標準表示を切り替えます。

・再生中、一時停止中の映像から
　静止画（JPEGファイル）に
　変換して保存します。

・クリック毎に１フレーム進めた
　映像を表示します。

● 専用ビューアソフトの起動● 専用ビューアソフトの起動

● 専用ビューアソフトの起動● 専用ビューアソフトの起動

① デスクトップにある［PC Viewer 
DRY TypeE］アイコンをダブル
クリックする
※専用ビューアソフトが起動します。

① 本機から取り出したSDカードを専用ビューア
ソフトがインストールされているパソコンに
接続する

③ ⑤　　 （フォルダを再生リストに読込）を
　　　クリックする

④ 接続したSDカードの再生したいフォルダ
を選択し、[OK]をクリックする

再生したい録画ファイルを
ダブルクリックする

② デスクトップにある［PC Viewer DRY TypeE］
アイコンを　クリックする
※専用ビューアソフトが起動します。

① 専用ビューアソフト右上の　　をクリックする
※専用ビューアソフトが終了します。

専用ビューアソフト専用ビューアソフトの使いかた

● 専用ビューアソフトの終了● 専用ビューアソフトの終了

● 録画ファイルを再生する● 録画ファイルを再生する

本機で録画した映像は、パソコンに専用ビューアソフトを
インストールすることにより、GoogleMaps と連動させて
表示することができます。

OS：Microsoft Windows 7 または８　
CPU: Core2Duo 相当、2.0GHz 以上
メモリ：2GB 以上
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※自車の表示にはインターネット接続環境が必要です。


