
別紙１

①デジタル式運行記録計
機器の概要 メーカー（問合先） 見本

コントローラー及び通信機能を備えた車両に対
して、重複部品を取り除いたキットです。機能
(運行管理、動態管理、労務管理等)を追加する
ことができます。
車両毎の運行データは、通信でセンターのサー
バに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリ
カードなどの記録媒体不要で運行状況、運転操
作状況までが把握でき、運行管理からECO・安
全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に
実施いただけます。
また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束
時間などの予実管理を行なえる本格的な労務
管理機能もご利用いただけます。
(https://www.isuzu.co.jp/cv/cost/mimamori/in
dex.html)

いすゞ自動車（株）
(0120-119-1113)

通信機能を備えた車両に対して、重複部品を取
り除いたキットです。機能(運行管理、動態管
理、労務管理等)を追加することができます。
車両毎の運行データは、通信でセンターのサー
バに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリ
カードなどの記録媒体不要で運行状況、運転操
作状況までが把握でき、運行管理からECO・安
全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に
実施いただけます。
また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束
時間などの予実管理を行なえる本格的な労務
管理機能もご利用いただけます。
(https://www.isuzu.co.jp/cv/cost/mimamori/in
dex.html)

いすゞ自動車（株）
(0120-119-1113)

車両毎の運行データは、通信でセンターのサー
バに蓄積されます。クラウド型の採用でメモリ
カードなどの記録媒体不要で運行状況、運転操
作状況までが把握でき、運行管理からECO・安
全に向けた運転指導までを迅速且つ効果的に
実施いただけます。
また、これら運行データを元に乗務員毎の拘束
時間などの予実管理を行なえる本格的な労務
管理機能もご利用いただけます。
(https://www.isuzu.co.jp/cv/cost/mimamori/in
dex.html)

いすゞ自動車（株）
(0120-119-1113)

国土交通省認定のデジタルタコグラフです。
①ＳＤカードでデータ取込するアップロード方式を採
用。クラウドシステムであっても通信費用が不要で
す。
② 小２つのボタン操作とＥＴＣ全自動判定で、休
憩・休息なども自動判断し、乗務員様の負担を軽減
しつつ日報を自動作成します。
③改善基準告示、残業計算等役立つ帳票を自動計
算で作成し労務管理にも役立ちます。
これにより、事務所・乗務員様共に操作負担を軽減
しつつ、デジタコ本来の目的である「運行内容を正確
に把握」することが可能です。
(http://www.npsystem.co.jp/products)

（株）ＮＰシステム開
発
（089-924-7817）
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機器名称（型式）

デジタルタコグラフ e-
Tacho®ＮＥＴ－３００

ＭＩＭＡＭＯＲＩバージョン
アップパックデジタコキット

ＭＩＭＡＭＯＲＩコントロー
ラーライトキット

ＭＩＭＡＭＯＲＩコントロー
ラー基本キット



国土交通省認定のデジタルタコグラフです。
①車載機(通信ﾓｼﾞｭｰﾙ)
乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休
憩・休息 及び 危険運転の状況が相互に把握でき過
労運転の防止に寄与します。
②動態管理システム
車輌の位置情報と状態を把握できます。 通信機能
については動態管理のみ課金するプランも選択可。
通信費用の大幅ダウンも図れます。
③改善基準告示、残業計算等役立つ帳票を自動計
算で作成し労務管理にも役立ちます。
必要な車輌運行情報と車輌センサ情報を、e-Tacho
に集約することが出来ます。
(http://www.npsystem.co.jp/products)

（株）ＮＰシステム開
発
（089-924-7817）

SKYEYEDMS TACSMART(サーバASP)により、車両
の状態を把握することが可能。また、点呼や労務管
理機能により過労運転を運転診断やイベント通知機
能により危険運転を防止することが可能。事故・急
加減速・急ハンドル発生時は車外および車内の動
画がサーバへアップロードされます。
(http://www.skyeyedms.com/product.html)

（株）エムモビリティ
(03-5684-5466)

ディジタル式運行記録計と領収書発行器が一体と
なった製品。

岡部メーター製造
(株)
(06-6752-2181)

ディジタル式運行記録計とタクシーメーター、領収書
発行器の3つが一体化されたコンパクトな製品。優れ
たコストパフォーマンスを実現します。

岡部メーター製造
(株)
(06-6752-2181)

国土交通省認定のデジタル式運行記録計。FOMA
通信機(UM03-K0) と 標準通信装置（KX-250） およ
び多機能表示装置との組合せにより、リアルタイム
での動態管理や危険情報および各種帳票などが取
得可能です。この情報を管理することで運転手への
安全管理をすることができます。
（オプション：多機能表示装置）
（http://www.kouei.co.jp/products/pdf/KD250.pdf）

光英システム（株）
(03-5324-0095)

機器本体に記録した運行データをSDカードに保存
し、事務所の専用解析ソフトに取り込むことで、運行
グラフを作成。運行グラフは時間毎の速度・走行距
離・1日の 高速度が表示され、グラフの拡大・縮小
表示も可能。取り込んだデータはパソコン内に保存
され、いつでも運行グラフを表示・印刷することが可
能である。
（https://logitacho.com/）

（株）システック
（03-6435-2796）

GPS・通信アンテナを内蔵した小型で軽量なデジタ
ルタコグラフ。クラウドタイプで、運行データをサーバ
へ送り蓄積しているので1分毎に 新の運行状況を
確認いただけ、日報もワンクリックで出力できます。
操作も4つのボタンのみで簡単、速度超過やアイドリ
ングなど危険運転情報、エコ運転情報も確認いただ
けるため、安全運転や省エネ運転にも役立てていた
だけます。

ダックス（株）
（0800-200-5860）

デジタルタコグラフ
（ＤＵＫＳ－Ｃ０１．５）

ＫＤ－２５０

ＥａｒｔｈＤｒｉｖｅロジたこ
（ＤＴＵ－１）

デジタルタコグラフ
SKYEYEDMS
(ＲＹＫ－ＣＣ２０１)

ＸＰ－７００

ＸＰ－９００

デジタルタコグラフ e-
Tacho®ＮＥＴ－５００



車両の運行データをメモリーカード（SDカード）に記
録し、運行記録を保存。
さらに本体にはデータリカバリー機能を搭載。万が
一のSDカード破損にも復元が可能。
また、車内では音声ガイダンスによるリアルタイム警
告にて運転指導を行う。
事務所側では、保存データを元に運行データの集
計・分析だけでなく「運行指示書/報告書」や「拘束時
間管理」が運転手ごとに即座に分析・出力を行うこと
が可能。
SD運用と通信型運用ができ、その２つを混在運用す
ることが可能です。
(http://www.finefitdesign.co.jp/products02.html)

（株）中日諏訪オプト
電子
ファインフィットデザ
インカンパニー
（052-824-7377）

FD-1000の基本機能を踏襲しつつ、拡張用USBコネ
クタを２ポート追加いたしました。
ここに通信機器や周辺機器を接続して、お客様の
ニーズに合わせて機器構成を変更させることが可能
です。
SD運用と通信型運用ができ、その２つを混在運用す
ることが可能です。
(http://www.finefitdesign.co.jp/products02.html)

（株）中日諏訪オプト
電子
ファインフィットデザ
インカンパニー
（052-824-7377）

日常の運転操作を診断できるセィフティレコーダ
機能に加え、バック診断も見える化が可能。音声
ガイダンスの搭載で、安全運転注意喚起も可能。
(http://www.datatec.co.jp/product/sr-dlite/)

（株）データテック
(03-5703-7060)

SDカードによる運行・安全運転管理、運転特性診
断・交差点診断ができるデジタルタコグラフ。オプ
ショ
ンの通信モジュールを接続するとリアルタイム動態
管理が可能。また、カメラを追加するとドライブレコー
ダとしても活用できる。

(株)デンソー
（0566-55-5782）

デジタルタコグラフ機能を搭載したフルカラー液晶
タッチパネルのタクシーメーター。専用ソフトでデジタ
コデータを解析し帳票出力が可能で運行管理及び
エコ安全運転指導に効果を発揮。
( http://www.futabakeiki.co.jp/products/r9-6.html )

二葉計器（株）
（06-6538-3401)

デジタルタコグラフ機能を搭載し、データ転送手段を
SDカード/無線LANから選択可能なシステムプリン
ター。専用ソフトでデジタコデータを解析し帳票出力
が可能で運行管理及びエコ安全運転指導に効果を
発揮。
( http://www.futabakeiki.co.jp/products/ts-02.html
)

二葉計器（株）
（06-6538-3401)

国土交通省認定のデジタルタコグラフ DTS-E1と専
用スマートフォンをBluetoothで連携させることで、運
行状況をリアルタイムで取得することが可能。クラウ
ドサービスの利用により、的確な安全運転指導や、
労務状況の把握による改善基準の遵守をサポート
します。(http://www.nav-
assist.co.jp/products/goods/smartdigitacho.html)

（株）ナブアシスト

①操作はシンプルで簡単操作。
②設置場所を選ばないコンパクト設計。
③仕様に合わせ機器・ソフウェアの構成が選択可能。
④運行データの読取は専用カード又は無線LANによる送
信。
⑤ユピテル製ドライブレコーダーのトリガ信号が連動可
能。                                ( http://www.e-
nishibe.co.jp/press2.html )

(株)ニシベ計器製造
所
(03-3765-4661)

デジタルタコグラフＧＦＩＴＸ
（ＦＤ－２０００）

デジタルタコグラフＧＦＩＴ
（ＦＤ－１０００）

SRDLite（Ｍ６２２）

ドライビングパートナー
（DDD-100）

DN-magic PREMIUM/D
(株)デンソー
（0566-55-5782）

SDカードによる運行・安全運転管理ができる多機能
デジタルタコグラフ。大型ディスプレイを搭載し、視認
性、操作性も向上しています。カメラを追加をするこ
とで、ドライブレコーダ、車線逸脱・車間距離検知も
で
きます。

Futaba R9-6

スマートデジタコ
ＤＴＳ－Ｅ１

Futaba TS-02

デジタルタコグラフ
SU-100型



動態管理システムとして長年の信頼と実績があり、
リアルタイム性の高さに定評がある。
GNSS対応GPSを搭載、ジャイロセンサによる自律航行にも対応、
トンネル内での位置も把握可能。
多彩なインターフェースを備えており拡張性が高い。
運行データは、SDカード、ネットワーク運用のどちらにも対応して
いる。(https://www.nbdenshi.co.jp/ss/product01.html)

日米電子株式会社
（092-522-5815)

薄く省スペース設計の運行記録計。GPSと操作
10KEY標準装備でASPアプリケーションとの連携で
高度な運行情報を管理することが可能です。アル
コールチェッカーとの連動も対応。オプションハーネ
スによりETC等の各種センサーと連動することがで
きます。

日本モビリティシステ
ムズ（株）
(06-6575-9170)

「安全」と「省エネ」に機能を特化し、
事故防止や燃料費の削減に直接的に効果を発揮す
るデジタルタコグラフである。
（http://www.yazaki-keiso.com/product/dtg3.html）

矢崎エナジーシステ
ム（株）
（0547-37-2601）

エントリーモデルデジタコとして、
GPSアンテナを標準装備、多彩な周辺機器で
労務・コンプライアンス・輸送品質など業界が直面す
る課題の管理を強力に支援できる。
（http://www.yazaki-keiso.com/product/dtg3a.html）

矢崎エナジーシステ
ム（株）
（0547-37-2601）

安全・省エネ管理の拡張機能が充実した、カード型
デジタルタコグラフである。
（http://www.yazaki-keiso.com/product/dtg4.html）

矢崎エナジーシステ
ム（株）
（0547-37-2601）

記録媒体を使用せず、無線通信を利用して運行データを
転送するクラウド型のデジタルタコグラフである。事務所側
では、動態管理機能に加え、送信された運行データを基に
車両あるいは運転者ごとの運行データの集計、分析が可
能。
（ http://www.yazaki-keiso.com/product/dtg5.html ）

矢崎エナジーシステ
ム（株）
（0547-37-2601）

カード式、ＬＴＥ通信方式等のデータ転送方式が選択でき
るデジタルタコグラフである。更に、カメラを追加することで
車間距離や白線／路面認識もできるドライブレコーダーと
一体型とすることもできる。
（ http://www.yazaki-keiso.com/product/dtg7.html ）

矢崎エナジーシステ
ム（株）
（0547-37-2601）

視認性が大幅に向上した液晶パネルを採用したデジタコ
機能内蔵タクシーメーターで、業界初のクラウドサービスに
も対応可能である。
（ http://www.yazaki-keiso.com/product/arofriend27.html
）

矢崎エナジーシステ
ム（株）
（0547-37-2601）

7インチ液晶タッチパネルを供えたデジタル式運行記
録計。音声合成器と連動した系統運行情報、停留所
における早発通過防止の情報発信、バックカメラ映
像表示他、3方向加速度情報を加えたデジタルタコ
グラフ基本情報を有する。
（ http://www.resonant-
systems.com/seihin_n/bus/bus0303001.html　　）

（株）レゾナント・シス
テムズ
（045-503-3122）

国土交通省認定のデジタル式運行記録計。デジタ
ルタコグラフを車両に設置し、SDカードを挿入してエ
ンジンをかければ車両の運行にかかる速度・時間等
を記録し、解析することでドライバーの安全管理が
可能。XDR-66を車両に設置することによりヒヤリ
ハット、急加速、急減速時の映像抽出連携も可能に
なります。
（https://www.watex-
net.com/products/item/dejitacho/xdt-1）

（株）ワーテックス
（0120-25-3930）

デジタルタコグラフ
ＸＤＴ－１

ＩＴ－１０００型

液晶タッチパネル型
デジタルタコグラフ
（ＴＴＧ－８０００）

NichibeiDenshi
D-NAS Ⅳ

デジタルタコグラフ３
（ＤＴＧ３）

デジタルタコグラフ３α
（ＤＴＧ３α）

デジタルタコグラフ４
（ＤＴＧ４）

デジタルタコグラフ５
（ＤＴＧ５）

デジタルタコグラフ７
（ＤＴＧ７）

タクシーメーター
（ＬＴ２７）



別紙１

（注１）タクシー、特定バス等、②③以外の旅客事業者（リース契約先の場合を含む）は、この欄に「○」の記載がある機器のみ申請可能です。

（注２）高速バスを除く一般乗合バス事業者（リース契約先の場合を含む）は、この欄に「○」の記載がある機器のみ申請可能です。

（注３）一般貸切バス事業者（リース契約先の場合を含む）は、この欄に「○」の記載がある機器のみ申請可能です。

※トラック事業者（リース契約先の場合を含む）は、表にある全ての機器を申請可能です。

②映像記録型ドライブレコーダー

機器の概要 メーカー（問合先） 見本
①タクシー

等
②路線バス

（注２）
③貸切バス

（注３）

①ハイビジョン画質映像でより鮮明な画像を録画しま
す。
②ジャストアイシステムにより危険度判定・各種検索
機能を利用出来ます。
③イベント映像のみを保存・閲覧することも可能です。
PCに負担をかけません。
④「危険運転報告書」や各種集計帳票の充実により
事故防止に貢献します。
⑤GPS軌跡管理機能、ハザードマップ等機能も搭載。
高品質低価格のドライブレコーダーです。
( http://www.npsystem.co.jp/products )

（株）ＮＰシステム開
発
（089-924-7817）

○

①貸切バス装着義務化対応型。（貸切バス装着義務
化対応にはオプションの内側カメラが必要です）
SDカードロック装置（ＳＤＬＯＣＫ）が付属しています。
②高画質映像でより鮮明な画像を録画します。
③ジャストアイシステムにより危険度判定・各種検索
機能を利用出来ます。イベント映像のみを保存・閲覧
することも可能です。PCに負担をかけません。
④「危険運転報告書」や各種集計帳票の充実により
事故防止に貢献します。
⑤GPS軌跡管理機能、ハザードマップ等機能も搭載。
高品質低価格のドライブレコーダーです。
( http://www.npsystem.co.jp/products )

（株）ＮＰシステム開
発
（089-924-7817）

○ ○

①コンパクトな筐体ながら本体内蔵カメラで「前方（車
外）+後方（車内）」同時録画を実現。音声録画対応。
②乗務員様の接客状況・車内トラブル確認にも役立
つ「車内外防犯カメラ」としても機能します。
③ジャストアイシステムにより危険度判定・各種検索
機能を利用できます。また安全確認のための各種報
告書をご用意。
④イベント映像のみを保存・閲覧することも可能です。
⑤「危険運転報告書」や各種集計帳票の充実により、
事故防止に貢献します。
⑥GPS軌跡管理機能、ハザードマップ等機能も搭載。
( http://www.npsystem.co.jp/products )

（株）ＮＰシステム開
発
（089-924-7817）

○

①NDR-200Pの機能に更に追加機能としてバックモニ
ターの映像を記録します。（バックモニターシステム・カ
メラは付属していません）
②バックモニターシステムの映像と連動することで、
バック時には後方の状態を記録可能です。
より一層の安全面管理を可能とします。
( http://www.npsystem.co.jp/products )

（株）ＮＰシステム開
発
（089-924-7817）

○

前方カメラ、４G通信、GPS機能を搭載したクラウド型
（運行管理型）ドライブレコーダーです。現在位置・走
行情報・危険運転情報・動画はサーバへ送信・蓄積さ
れ、自動的に集計されます。これにより動態管理・軌
跡管理・危険運転通知・運転評価・車両稼働実績の
確認等が可能になります。これらの機能を利用するこ
とで安全運転指導・過労運転防止・コスト削減等を実
現することが可能です。取付は吸盤を使用し、シガー
ソケットから電源を取ることで簡単に取付可能です。
( http://www.skyeyedms.com/skyeyedms-104.html )

（株）エムモビリティ
(03-5684-5466)

2カメラ（前方カメラと車内カメラ）、４G通信、GPS機能
を搭載したクラウド型（運行管理型）ドライブレコーダ
です。現在位置・走行情報・危険運転情報・動画は
サーバへ送信・蓄積され、自動的に集計されます。こ
れにより動態管理・軌跡管理・危険運転通知・運転評
価・車両稼働実績の確認等が可能になります。これら
の機能を利用することで安全運転指導・過労運転防
止・コスト削減等を実現することが可能です。取付は
吸盤を使用し、シガーソケットから電源を取ることで簡
単に取付可能です。
(http://www.skyeyedms.com/skyeyedms-121.html)

（株）エムモビリティ
(03-5684-5466)

○

水平360度、垂直194度が撮影できる360度ドライブレ
コーダー。前方/運転席サイド/助手席サイド/後部窓
を通しての後方映像が一つの画角で記録可能。同時
に車内映像も記録できるので運転者の挙動まで確認
できる。
( https://daction.carmate.jp/ )

（株）カーメイト
(03-5926-1222)

○ ○

水平360度、垂直360度が撮影できる360度ドライブレ
コーダー。前方/運転席サイド/助手席サイド/後部窓
を通しての後方映像が一つの画角で記録可能。同時
に車内映像も記録できるので運転者の挙動まで確認
できる。さらに、高解像度のフロント録画でナンバープ
レート視認性も向上。
( https://daction.carmate.jp/ )

（株）カーメイト
(03-5926-1222)

○ ○

令和元年度　運行管理の高度化に対する支援事業にかかる対象機器概要

機器名称（型式）

ドライブレコーダー　ジャス
トアイ®
ＮＤＲ－１８０Ｐ

ドライブレコーダー　ジャス
トアイ®
ＮＤＲ－１８０ＰＷ

ドライブレコーダー　ジャス
トアイ®
ＮＤＲ－２００Ｐ

ドライブレコーダー　ジャス
トアイ®
ＮＤＲ－２１０Ｐ

ドライブレコーダー
SKYEYEDMS
(ＲＹＫ－ＣＣ１０４)

ドライブレコーダー
SKYEYEDMS
(ＲＹＫ－ＣＣ１２１)

d'Action ３６０
（ＥＭＫ３００４）

d'Action ３６０ Ｓ
（ＥＭＫ５００１）

内側映像カメラは付

属していません

内側映像カメラは付

属していません

バックモニターは付

属していません



大128GBのSDカードを用いてFullHD映像を長時間
記録。
位置情報や車速、エンジン回転、左/右ウィンカー、ブ
レーキ、バックの車両信号の他4系統を接続可能。

【TX2000】
( https://www.clarion.com/jp/ja/products-
business/drive-recorder/TX2000/index.html )

クラリオンセールスアン
ドマーケティング（株）
(048-601-3691)

○

大128GBのSDカードを用いてFullHD映像を長時間
記録。
位置情報や車速、エンジン回転、左/右ウィンカー、ブ
レーキ、バックの車両信号の他4系統を接続可能。
通信機能により動態管理やリアルタイム動画の取得
が可能。

【TX2000-SA】
( https://www.clarion.com/jp/ja/products-
business/drive-recorder/TX2000-SA/index.html )

クラリオンセールスアン
ドマーケティング（株）
(048-601-3691)

○

●360°カメラ採用により1台で前方・ 左右・ 室
内まで撮影可能
●Mi croSDカードは 大128GBまで支援
SDカード以外にHDD/SDDを使用し 大1TBまで支
援
●専用ビュアーでオリジナル・ 2分割・ 4分割・
パノラマ・ 拡大映像等色々 な映像を確認出来
き、 安全管理・ 解析可能。
●Wi -Fi 通信を利用し、 スマホ・ タブレット で画
像確認ダウンロード、 フォーマット 可能。 また
リアルタイム映像をで管制センター（ 管理者）
へ送信可能
●フォーマット フリー方式
●低電圧OFF・ 高温OFF機能有り
●デジタルタコグラフとの連携可能
●S360pにおいてはオプショ ンにて＋2台のカメ
ラ接続可能
（ http: //www. j ktechj p. com)

（ 株） JKTECH
(03-6206-8388）

i nfo@j ktechj p. com
○ ○

●SDカード： スロット 部蓋付き・ セキュリティ -
ロック（ 鍵） 付き
●デュアルSDカードスロット （ 2枚） にて1枚が
破損しても残り1枚に記録。 大128GBで144時間
録画可能
●専用ビュアーで安全運行管理・ 解析可能
●ウィ ンカー・ ブレーキ・ 空実車・ 障割の外部
信号接続可能
●Wi -Fi 通信を利用し、 スマホ・ タブレット で画
像確認ダウンロード、 フォーマット 可能
●フォーマット フリー方式
●低電圧OFF・ 高温OFF機能有り
●デジタルタコグラフとの連携可能
（ http: //www. j ktechj p. com)

（ 株） JKTECH
(03-6206-8388）

i nfo@j ktechj p. com
○ ○ ○

●カメラは 大4台まで連結可能
●SDカード： スロット 部蓋付き・ セキュリティ -
ロック（ 鍵） 付き
●SDカードは 大128GBまで支援
SDカード以外にHDD/SDDを使用し 大1TBまで支
援
●専用ビュアーで安全運行管理・ 解析可能
●HDM端子を通じてモニターに直接接続可能
●Wi -Fi 通信を利用し、 スマホ・ タブレット で画
像確認ダウンロード、 フォーマット 可能
●フォーマット フリー方式
●低電圧OFF・ 高温OFF機能有り
●デジタルタコグラフとの連携可能。
（ http: //www. j ktechj p. com)

（ 株） JKTECH
(03-6206-8388）

i nfo@j ktechj p. com
○ ○ ○

車外向けカメラと車内向けIRカメラを標準搭載した通
信型ドライブレコーダー。車速パルス、エンジン回転
数、汎用入出力、外部機器連携用の通信ポートなど
様々な入出力インターフェースを装備。

（株）JVCケンウッド
(080-4478-1811)

○

ドライブレコーダー2の基本機能（常時録画、車両情報
取得、メーター連携、デジタコ連携）に加え、高画質機
能、ネットワーク機能、ダブル録画機能などを追加。
専用解析ソフトや運行管理ソフトは無償にて提供。
（https://japantaxi.co.jp/products/）

JapanTaxi（株）
（03-6265-6280）

○ ○

本体はフロントシールドのバックミラー裏に設置し、車
内・車外の広角映像と音声を常時記録することが可
能。また、ブレーキ、左右ウインカー、車速度、実空
車、加速度センサによる衝撃情報、GPS情報も同時に
記録することができ、事故や教育のための運転状況
を確認することができる。
（https://japantaxi.co.jp/products/）

JapanTaxi（株）
（03-6265-6280）

○

①　大切なイベント映像をSDカード2枚とｅMMCフラッ
シュメモリー（本体内蔵）の３つで保存
②　「ウインカー」「ブレーキ」「リバースギア信号」「実
空車」記録可能
③　本体3年保証（国内生産）
④　SDカード　スロット蓋ロック機能付
⑤　オプション機器装着にて 大8カメラ録画対応
(https://silveri-drive.com/items/stx%ef%bc%8d001b/)

（株）シルバーアイ
(045-548-8952)

○ ○ ○

①　SDカードの定期的なフォーマット不要モデル（作
業負担大幅軽減）
②　「ウインカー」「ブレーキ」記録可能
③　電源ケーブルは、本体に直結仕様
④　SDカード　スロット蓋ロック機能付
⑤　オプション機器装着にて 大5カメラ録画対応

（株）シルバーアイ
(045-548-8952)

○

タクシードライブレコーダー
２
（AIOS-03B）

Japantaxi　ドライブレコー
ダー４
（JV11-NW04A）

通信型ドライブレコーダー
（STZ-DR01）

ドライブレコーダー
（STX-００１B）

ドライブレコーダー
（STM-２０２）

S-360h
S-360p

S-DBX
N-DR

S-DVR４

２カメラ対応
ドライブレコーダー
（TX2000）

２カメラ対応
ドライブレコーダー
（TX2000－SA）

S-360h

S-360p

Wi-Fi

4CH
Wi-Fi



トラック、バス、タクシーといった業務車両向けに特化
した信頼性の高いドライブレコーダー。
SDのカードのフォーマットフリー、ウインカー信号やブ
レーキ信号との連動、デジタコ連動など業務車両で要
求される要件を追求した仕様となっております。
映像を再生するためのビューアはシリーズで互換性を
もたせてあり、機器混在しての運用も可能です。

いずれの機種も、追加カメラを接続可能。
THD-501Xについては、追加カメラは高機能カメラ
（DMS）と広角カメラの2種類に対応しております。
(http://www.finefitdesign.co.jp/products05.html)
(http://www.finefitdesign.co.jp/products01.html)

（株）中日諏訪オプト
電子ファインフィット
デザインカンパニー
（０５２－８２４－７３７
７）

○

車内外のカメラの映像を画像認識技術でリアルタイム
に分析。さらにGPSや加速度センサーのデータに地図
情報なども組み合わせることで、車間距離不足、脇
見、一時不停止などを検出。運転やドライバーの状態
における危険やリスクを管理できる。
算出される運転スコアをレポートで確認し、危険シー
ンのピンポイントな運転映像を見て振り返るのに加
え、ドライバーへ発する前方衝突警報や車間距離警
報を備えるため、日々の管理と危機回避を組み合わ
せて事故削減に取り組める。
（　https://drive-chart.com/　）

（株）ディー・エヌ・
エー
（03-6386-3553）

○

常時録画＋Ｇセンサー＋ＧＰＳ内蔵ドライブレコー
ダー。
エンジンキーONからOFＦまで 大24時間の映像と
音声を記録できます。ブレーキ、ウィンカー信号取得
が
可能。GPSやGセンサー情報を活用した、事故多発地
点や
エコ運転、安全運転を支援する音声アナウンスを行い
ます。
室内用赤外線カメラ（別売）も接続できる 大２カメラ
モデル。
（https://www.denso-solution.com/d-
navi/product/denso_dnPro3/）

（株）デンソーソリュー
ション
（03-5478-7762）

○ ○ ○

前方200万画素HDR高画質カメラに、オプションカメラ
（室内/赤外線）100万画素対応。クリアな高画質鮮明
映像で確認可能。常時録画＋Gセンサー＋GPS内蔵
ドライブレコーダー。エンジンキーONからOFＦまで

大24時間の映像と音声を記録できます。
ブレーキ、ウィンカー、バック信号取得が可能。GPSや
Gセンサー情報を活用した、事故多発地点やエコ運
転、
安全運転を支援する音声アナウンスを行います。
（https://www.denso-solution.com/d-
navi/product/denso_dnPro4/）

（株）デンソーソリュー
ション
（03-5478-7762）

○ ○ ○

大8カメラまでの高画質映像録画とドライバーの危
険運転を同時に管理・分析し、事故低減に向けた効
果的な安全運転指導が可能。
車速・RPM・左/右ウインカー・ブレーキ・バックの車両
信号のほか8系統入力により前/後ドア開閉等の記録
が可能。
通信サービスに対応し、車両現在位置・走行履歴・帳
票出力などを管理者パソコンで一括管理ができます。
(https://www.tokai-clarion.co.jp/product/cl-8cm2/)

東海クラリオン（株）
(052-331-4461)

○ ○ ○

  タクシー会社様・運送会社様・バス会社様のニーズ
にお応えするカメラ一体型業務用ドライブレコーダー
・前方２００万画素カメラ搭載で明るく鮮明な映像
・水平視野角１８０度　横からの車両や自転車も記録
・１００時間以上の連続録画が可能
・赤外線カメラ、防水カメラなど２台のカメラを増設可
能
・運転記録を１００点満点で採点、ヒヤリハット削減
（http://www.tomcom.co.jp/products/picture.html#picture0
1）

トム通信工業（株） ○ ○ ○

SDカードを2スロット対応。映像と音声、各種データを
取得。  他社機器と連動しデータ毎に検索できます。
データはすべて暗号化されています。安全運転レポー
ト及び安全運転評価システムと共に、運行管理者が
運転手の運行状態の把握・安全教育・個別指導等に
活用できます。WiFi:経由で通信可能。
(http://www.drive-camera.co.jp/item/witness4/）

(株)ドライブ・カメラ
（03-6228-3171）

○ ○

SDカードを2スロット対応。映像と音声、各種データを
取得　。3G・4G・LTEによりデータ・動画(2カメラ共)・音
声などを送信し、安全運転評価システムと共に、事務
所にて運行管理者が運転手の運行状態の把握・安全
教育・個別指導等に活用できます。
(http://www.drive-camera.co.jp/item/samly2/）

(株)ドライブ・カメラ
（03-6228-3171）

○ ○

映像と音声、各種データを取得。データ毎に検索で
き、映像・音声と同時に確認できます。安全運転レ
ポートと共に、運行管理者が運転手の運行状態の把
握・安全教育・個別指導等に活用できます。
(http://www.drive-camera.co.jp/item/witnessl3/)

(株)ドライブ・カメラ
（03-6228-3171）

○ ○

映像と音声、各種データを取得。3G・4G・LTEにより
データ・動画(2カメラ共)・音声などを送信し、安全運転
評価システムと共に、事務所にて運行管理者が運転
手の運行状態の把握・安全教育・個別指導等に活用
できます。
(http://www.drive-camera.co.jp/item/samly/)

(株)ドライブ・カメラ
（03-6228-3171）

○ ○

○○

GPS搭載８カメラドライブレ
コーダー
（CL-8CMⅡ）

○

ドライブレコーダー
（DN-PROⅢ）

D-TEGセキュリティ
ジャパン（株）
(03-5733-2301)

８カメラドライブレコーダー
（CRX３１０８）

８カメラドライブレコーダー
（CRX３００８）

４カメラ対応ドライブレコー
ダー
（TX４０００－SA）

４カメラ対応ドライブレコー
ダー
（TX４０００）

CRX3008/CRX3108
1． 大8チャンネルまで拡張可能
2．AHD及びアナログカメラ組み合わせ可能
3．SSD・HDD・SD対応
4．CRX3108の場合、500万画素カメラまで対応
5．デジタルIOケーブルにて外部機器連動可能
6．LTE通信にてリアルタイムチェック可能

TX4000/TX4000-SA
1． 大4チャネルまで拡張可能
2．AHD及びアナログ組み合わせ可能
3．SD対応
4. 同梱リモコンで緊急録画対応
5．外部機器連動可能
6．TX4000-SAは通信対応(3G)
( https://www.d-teg.com/ )

カメラ一体型ドライブレコー
ダー
（TM-V７５０A０１）

ドライブレコーダー
WITNESS Ⅳ
(WN-WITNESS4)

通信型ドライブレコーダー
SAMLY
(SYｰSAMLY)

ドライブレコーダー
（DN-PROⅣ）

通信型ドライブレコーダー
SAMLYⅡ
(SYｰSAMLY2)

ドライブレコーダー
WITNESS-LIGHT Ⅲ
(WN-LT3)

通信型ドライブレコーダー
（GC-DRT1）

Tough More-Eye　X
（THD-501X）

Tough More-Eye　S
（THD-４０３N）

Tough More-Eye　S
（THD-４０３S）



1Dinサイズのドライブレコーダー本体に 大で８個ま
でのカメラを装着可能です。大容量SSDを装着し、長
時間で高画質な映像を記録します。FHD前方用カメ
ラ・赤外線機能付ドームカメラなど、ご要望に応じてお
選びいただけます。
(http://www.nvt.co.jp/)

（株）日本ヴューテッ
ク
(044-722-2211)

○ ○ ○

①前方記録用カメラに加え、追加カメラ（車室内もしく
は車両後方）を同時に録画可能です。
②常時録画＋イベント録画に対応しています。
③急ブレーキなど危険挙動を検知すると、その場でド
ライバーに音声で警告します。
④NFCリーダー内蔵で、複数のドライバーも免許証な
どで識別が出来ます。
⑤SDカードのフォーマットフリーに対応しています。
⑥SDカードや各種ケーブルのカバー付。
⑦訪問地から時間、速度なども自動集計。帳票類も
自動作成されます。また、イベント録画の動画は、クラ
ウドへも同時に保存される為、管理の手間が大幅削
減されます。
※クラウド型運行管理サービス「ビークルアシスト」の
契約が必要です。
(URL:http://pioneer-carsolution.jp/)

パイオニア販売㈱
（0120-337-018）

○

・前方と車内を高性能カメラで同時記録
・商用車専用設計（小型・堅牢ボディ）
・高セキュリティ（データ改ざん、情報漏洩を防止）
・リモートアップデート機能（ソフトウェア更新）
・独自の記録方式（SDフォーマットフリー）
・外部機器連動（デジタコ、TAXIメーター、先進運転支
援
 システム、居眠り防止装置等）

ビューテック（株）
（03-6452-2592）

○ ○ ○

常時記録型ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ(4ｶﾒﾗﾓﾃﾞﾙ、小型軽量化を
実現)
・高画質映像（Full HD 1920x1080）で全ｶﾒﾗ同時に録
画することが出来ます。
・急ﾊﾝﾄﾞﾙ・急加速などのｲﾍﾞﾝﾄを取得し、安全運行が
行われているかを管理することが出来ます。
・通信環境を利用することで、動体監視・位置情報管
理を行うことが出来ます。
・各種センサー（車速センサー、Gセンサー、心拍セン
サー、車線逸脱警報・前方車接近警報装置等）と連携
し、危険な状態を本部や営業所に通知出来ます。（予
防安全）
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式運行記録計との連携が行えます。
(https://www.fsi.co.jp/solution/drive-
recorder/specification.html)

富士ソフト（株）
(0120-593-111)

○ ○ ○

常時記録型ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ(8ｶﾒﾗﾓﾃﾞﾙ)
・高画質映像（Full HD 1920x1080）で全ｶﾒﾗ同時に録
画することが出来ます。
・急ﾊﾝﾄﾞﾙ・急加速などのｲﾍﾞﾝﾄを取得し、安全運行が
行われているかを管理することが出来ます。
・通信環境を利用することで、動体監視・位置情報管
理を行うことが出来ます。
・各種センサー（車速センサー、Gセンサー、心拍セン
サー、車線逸脱警報・前方車接近警報装置等）と連携
し、危険な状態を本部や営業所に通知出来ます。（予
防安全）
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式運行記録計との連携が行えます。

富士ソフト（株）
(0120-593-111)

○ ○ ○

大容量Micro SDカードで長時間記録。
急減速・急加速、衝撃等の画像はイベントファイルに
記録。常時は連続してノーマルファイルに記録。
大容量Micro SDカードに記録、専用解析ソフトで解
析。
GPSによる正確な位置・時間取得。
デジタコソフトで情報活用や安全運転指導に活用。

フタバシステム㈱
（048-269-6666）
info@futaba-sys.com

○

【車線逸脱・追突警報】付き、３カメラ ハイビジョン高
画質。大容量Micro SDカードで長時間記録。
急減速・急加速、衝撃画像はイベントファイルに記
録。
常時は連続してノーマルファイルに記録。
大容量SDカードに記録、専用解析ソフトで解析。
GPSによる正確な位置・時間取得。
デジタコソフトで情報活用や安全運転指導に活用。

フタバシステム㈱
（048-269-6666）
info@futaba-sys.com

○

鍵付・データ保護。WiFi通信モジュール対応、スマホ・
タブレット等で映像確認できる。「ウインカー」・「ブレー
キ」と「実空車」・「障割」など外部信号接続記録可能。
SDカード２枚スロット、1枚が破損も残１枚に記録。
急減速・急加速・急ハンドルや衝撃画像はイベント
ファイル・常時は連続してノーマルファイルに記録。
専用解析ソフトで解析。
GPSによる正確な位置・時間取得。
記録データを安全運転指導に活用。

フタバシステム㈱
（048-269-6666）
info@futaba-sys.com

○ ○

２カメラ・セパレート高機能ドライブレコーダー・ ウイン
カー/ブレーキ/実・空車/ログを記録。３Gセンサー・車
両速度信号取り込みにより、急減速・急加速・急ハン
ドルや衝撃画像はイベントファイルに、ログはログファ
イルに記録。  産業用SDカード32GB～128GBで安定
した記録。　 専用解析ソフトで解析。
GPSと車速信号で正確な位置・時間と速度を取得。
デジタコソフトで情報活用や安全運転指導に活用。
無償保証期間は３年間。

フタバシステム㈱
（048-269-6666）
info@futaba-sys.com

○ ○

鍵付・データ保護。GPSによる正確な位置・時間取
得。     ３Gセンサー/WiFi・Bluetooth・３G/4G通信（オ
プション）対応。スマホ・タブレット等で映像確認でき
る。SDカード容量256GBサポート、３Gセンサー・車両
速度信号により、急減速・急加速・急ハンドルなど衝
撃画像はイベントファイル・常時は連続してノーマル
ファイルに記録。専用解析ソフトで解析。

フタバシステム㈱
（048-269-6666）
info@futaba-sys.com

○ ○

鍵付きでデータ保護のネットワーク型ドライブレコー
ダー。WiFi・LTE通信モジュール（オプション）対応、指
令センターで、リアルタイムに映像確認できる。
GPSによる正確な位置・時間取得。
前方・運転者・前方中央から後方撮影の３カメラ装
備。産業用SDカード２枚で安定録画。

フタバシステム㈱
（048-269-6666）
info@futaba-sys.com

○ ○ ○

DRT-7300Aは、KDDI（A)通信モジュールを搭載しデー
タを 送信。またDRT-7300Nは、通信モジュール非搭
載のため、事務所PCからデータ送信。
インターネット経 由でサーバーから動態管理（DRT-
7300Aのみ）及び運行ログによる各種 解析情報取得
が可能。

（株）堀場製作所
（03-6206-4733）

○ ○

F-Drive　LOGON－A３

F-Drive　H７２０

F-Drive　ST-201D

F-Drive　ST-201F

F-Drive　C6D

録太郎－８HD
（VHR-８０１HD）
（VHR-８５１FHD）

通信ドライブレコーダー
（TVRC-DH５００－FC
（RC））
（TVRC-DH５００）

小型４ｃｈ車載DVR
（FS０４DVRHMR／AT）

FirstView V2HD

車載DVR
（FS０８DVRHM／AT）
（FS０８DVRHM／DT）

ドライブレコーダー
（DRT-７３００N）
（DRT-７３００A）

F-Drive　SD-T3

マイディーン
（E-350）



・標準セットには標準カメラ2台(防水)・SDカード(16GB
もしくは32GB)1枚付属
・本体とカメラ分離式。 大4カメラ接続可能。
（赤外線カメラ有※オプション）
・常時録画方式(ループ方式)なので有事の際必要画
像を撮り逃すことはありません。
・無償の運行解析ビュアーソフトであれば、PC上で簡
単に危険運転に値する閾値の設定変更が可能で、撮
影後であっても、そのSDカード内の全データから、撮
影後に設定された危険運転に該当した画像を瞬時に
抽出することができます。欲しかった画像の入手が可
能で本来の目的である運行管理や安全教育を行うこ
とが出来ます。

（株）メルモ ○ ○ ○

車載器に設定された加速度以上の車両の挙動を検
出した際に、その前後の映像を記録する「トリガ記録」
と、運行中の映像を常時記録する「常時記録」、そして
運行中の速度及びエンジン回転を記録する「運行ﾃﾞｰ
ﾀ収集機能」を備え、ドライバーの運転状態の詳細な
記録と管理ができる装置である。
（ http://www.yazaki-
keiso.com/product/yazac_eye3.html ）
（ http://www.yazaki-
keiso.com/product/yazac_eye3lite.html ）
（ http://www.yazaki-
keiso.com/product/yazac_eye3t.html ）

矢崎エナジーシステ
ム（株）
（0547-37-2601）

○ ○ ○

高画質200万画素（～30万画素）の設定が可能。
(オプションサブカメラ1台増設可能）
ＧＰＳ・Ｇセンサー搭載で、映像とは別に1秒ごとの走
行履歴を 大480時間記録。
「イベント記録」「連続記録」「イベント+連続記録」の切
替が可能。専用ＰＣソフト（PCＢｒｏｗｓｅｒ)は製品付属。
（https://www.yupiteru.co.jp/products/biz_dr/bu-
drhd635t/）

(株)ユピテル
法人営業部
（03-6845-9045）

○ ○

視界に邪魔にならず、取付が簡単な一体型。
ＧＰＳ・Ｇセンサー搭載で、映像とは別に1秒ごとの走
行履歴を 大480時間記録。
「イベント記録」「連続記録」「イベント+連続記録」の切
替が可能。専用ＰＣソフト（PCＢｒｏｗｓｅｒ)は製品付属。
（https://www.yupiteru.co.jp/products/biz_dr/bu-
drr615t/）

(株)ユピテル
法人営業部
（03-6845-9045）

・本体内蔵カメラの他に1台の追加カメラを設定可能
・常時録画、イベント録画を同時に記録
・オプションでブレーキ、ウインカーも記録可能
・安全運転診断クラウドサービス
 "DriveCorrectorWEB"で運行傾向や危険動画等の
 閲覧が可能
 (別途、お申し込み、利用料等が必要になります。)

（株）菱和
(０６－６４５８－００５
８)

○

大8カメラの映像と音声2ch及び運行情報（時刻/速
度/回転数/3軸加速度/ドア及びウィンカー等）を記録
する。
SSD：常時記録　SD：運行情報常時記録映像イベント
記録
（　　http://www.resonant-
systems.com/seihin_n/bus/bus0301001.html　　）

（株）レゾナント・システ
ムズ
（045-503-3122）

○ ○ ○

SDカードを挿入してエンジンをかければ自動的に録
画がスタートし、エンジンを切ると録画が停止。
事故等の外部の状況が録画・保存されます。
専用ソフトを使用することで運行管理も可能になりま
す。(https://www.watex-
net.com/products/item/drive_r/xdr-66)

（株）ワーテックス
（0120-25-3930）

ドライブレコーダー
(ＸＤＲ－66Ｓ)
(ＸＤＲ－66ＫＧ)
(ＸＤＲ－66ＨＧ)
(ＸＤＲ－66ＵＲＧ)

ドライブレコーダー
（DRV-3000）

i-Reco
（IR-2000）

ドライブレコーダー
（YAZAC－eye3）
（YAZAC－eye3T）
（YAZAC－eye3Lite）
（YAZAC－eye3LDW）
（YAZAC－eye3TLDW）
（YAZAC－eye3LiteLDW）

BU-DR　HD635T

BU-DR　R615T

通信型ドライブレコーダー
THD-501RW



（注１）タクシー、特定バス等、②③以外の旅客事業者（リース契約先の場合を含む）は、この欄に「○」の記載がある機器のみ申請可能です。

（注２）高速バスを除く一般乗合バス事業者（リース契約先の場合を含む）は、この欄に「○」の記載がある機器のみ申請可能です。

（注３）一般貸切バス事業者（リース契約先の場合を含む）は、この欄に「○」の記載がある機器のみ申請可能です。

※トラック事業者（リース契約先の場合を含む）は、表にある全ての機器を申請可能です。

③デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダー一体型

機器の概要 メーカー（問合先） 見本
①タクシー

等
②路線バス

（注２）
③貸切バス

（注３）

型式認定のデジタルタコグラフ＋ドライブレコーダー1
体機。「３つの見える化機能」でスピーディな運行管
理を実現。内蔵通信モジュールやスマートフォンを使
用したクラウドでのリアルタイム管理も可能。労務管
理・過労運転防止機能も充実。
（http://www.akiba-
shokai.co.jp/digitacho/index.html）

(株)あきば商会
（048-951-0121）

○ ○ ○

国土交通省認定のデジタコ・ドラレコ一体型デジタル
タコグラフです。
①SDカードでデータ取込するアップロード方式を採
用。クラウドシステムであっても機器通信なしで通信
費用が不要です。
② 小２つのボタン操作とETC全自動判定で、休憩・
休息なども自動判断し、乗務員様の負担を軽減しつ
つ日報を自動作成します。
③無線LAN（WiFi)によるデータ送信も可能。ランニン
グコストをかけずにカードレス運用出来ます。（ドラレ
コ部のカードは必要です）
④改善基準告示、残業計算等役立つ帳票を自動計
算で作成し労務管理にも役立ちます。
⑤付属カメラ（前方）により運行状況の映像記録が可
能です。オプションカメラ（内部・後方）も追加でご用
意。
これにより、事務所・乗務員様共に操作負担を軽減
しつつ、デジタコ本来の目的である「運行内容を正確
に把握」することが可能です。
(http://www.npsystem.co.jp/products)

（株）ＮＰシステム開
発
（089-924-7817）

○ ○

国土交通省認定のデジタコ・ドラレコ一体型デジタル
タコグラフです。
①車載機(通信ﾓｼﾞｭｰﾙ)
乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休
憩・休息 及び 危険運転の状況が相互に把握でき過
労運転の防止にも寄与します。無線LAN（WiFi)によ
るデータ送信も対応可能。（オプション）
②動態管理システム
車輌の位置情報と状態を把握できます。 通信機能
については動態管理のみ課金するプランも選択可。
通信費用の大幅ダウンも図れます。
③無線LAN（WiFi)によるデータ送信も可能。ランニン
グコストをかけずにカードレス運用出来ます。（ドラレ
コ部のカードは必要です）
④改善基準告示、残業計算等役立つ帳票を自動計
算で作成し労務管理にも役立ちます。
⑤また、標準カメラ1台に加え２台のオプションカメラ
（内部・後方）で合計３カメラまで対応。
必要な車輌運行情報と車輌センサ情報を、e-Tacho
に集約することが出来ます。
(http://www.npsystem.co.jp/products)

（株）ＮＰシステム開
発
（089-924-7817）

○ ○

国土交通省認定のデジタコ・ドラレコ一体型デジタル
タコグラフです。
①車載機(通信ﾓｼﾞｭｰﾙ)
乗務員様の運行状況を常時確認。乗務員様の休
憩・休息 及び 危険運転の状況が相互に把握でき過
労運転の防止にも寄与します。無線LAN（WiFi)によ
るデータ送信も対応可能。
②危険映像のﾘｱﾙﾀｲﾑ送信可能。
緊急時の事務所からの確認にお役立て頂けます。
③動態管理システム
車輌の位置情報と状態を把握できます。
④改善基準告示、残業計算等役立つ帳票を自動計
算で作成し労務管理にも役立ちます。
⑤付属カメラ（前方）により運行状況の映像記録が可
能です。また、標準カメラ1台に加え４台のオプション
カメラ（内部・側方、後方等）で合計５カメラまで対応。
⑥運転免許書情報をNFCリーダーにて非接触で読
み取ります。必要な車輌運行情報と車輌センサ情報
を、e-Tachoに集約することが出来ます。
(http://www.npsystem.co.jp)

（株）ＮＰシステム開
発
（089-924-7817）

○ ○ ○

CRX3108にデジタル式運行記録計の法3要素を追加
した機種
1． 大8チャンネルまで拡張可能
2．AHD及びアナログカメラ組み合わせ可能
3．SSD・HDD・SD対応
4．500万画素カメラまで対応
5．デジタルIOケーブルにて外部機器連動可能
6．LTE通信にてリアルタイムチェック可能
7．補助バッテリー(BB-900)同梱
( https://www.d-teg.com/ )

D-TEGセキュリティ
ジャパン（株）
(03-5733-2301)

○ ○ ○

デジタル式運行記録計及びドライブレコーダ機能に
加え、カードレス運用の通信機能でSR-Web解析
システムでインターネット経由での運用が可能。
更に、NFCにより運転者識別も可能となる。
（http://www.datatec.co.jp/product/sr-connect/）

（株）データ・テック
(03-5703-7060)

○ ○ ○

別紙１

ドライブレコーダー
一体型デジタル式
運行記録計
（CRX3108T）

令和元年度　運行管理の高度化に対する支援事業にかかる対象機器概要

機器名称（型式）

タコドラ
（MAS-A1DR）

デジタルタコグラフ
e-Tacho®
ＮET－３８０

デジタルタコグラフ
e-Tacho®
ＮET－５８０

デジタルタコグラフ
e-Tacho®
ＮET－７８０

SRConnect
（M619）



ドライブレコーダ市場で高い評価を獲得している、
JVCケンウッド製ドライブレコーダとデータ・テック製
新型デジタル式運行記録計が機能連携し、両社で
連携した安全運転診断システムを提供。
(http://www.datatec.co.jp/product/sr-dlite/)

（株）データ・テック
(03-5703-7060)

○

デジタコ・ドラレコ一体機で、１つの事務所ソフトで
デジタコとドラレコのデータを管理可能。
また、危険運転を即座に確認できる運転特性診断を
搭載し、乗務員に直接安全指導します。
例えば、車載機内蔵の地図データで正確な交差点
走行診断を実現。
これらの診断結果は事務所ソフトでも確認できます
ので、運行管理者による予防安全指導へご活用頂
けます。尚、オプションの通信モジュール装着により
リアルタイム動態管理もご利用頂けます。

(株)デンソー
（0566-55-5782） 〇

多様なニーズに対応する高機能型のデジタコ・ドラレ
コ一体機です。
ドラレコ機能は、92万画素のデジタルカメラと、
128GBの大容量SDXCメモリーカードを採用し、高画
質、長時間録画を実現。
デジタルカメラによる画像認識機能により、車線逸
脱・車間距離の検知・記録を行うことも可能です。
また、IC免許証リーダーを内蔵し、免許証をかざすだ
けで
乗務員様を識別出来ます。更に、4.2インチの大型
ディスプレイにより、わかりやすく、操作性を向上させ
ています。

(株)デンソー
（0566-55-5782） 〇 〇 〇

・国土交通省認定のデジタル式運行記録計とドライ
ブレコーダー一体型のモデルです。
・オンプレミスのほかクラウド方式にも対応でき、通
信ユニットを組み合わせてリアルタイムでの動態管
理ができます。
・ドライブレコーダーは１００万画素デジタルカメラ
（前方カメラ）、赤外線カメラを含め 大５台のカメラ
が接続でき長時間の映像・音声の記録ができます。
・速度超過やふらつき運転などをドライバーに音声で
注意喚起でき、またドライバー毎の運転傾向を分析
するなど、エコ安全運転をサポートします。
・ドライバー毎の拘束時間データの集計/出力ができ
時間管理に活用できます。
・安心の国内工場生産です。
　（https://www.denso-ten.com/jp/biz-
recorder/g500/index.html　）

（株）デンソーテン

アフターマーケット営
業部
フリート推進室
（078）803-8824

○ ○ ○

従来機の機能強化版
ドライブレコーダーの性能要件告示適合
本製品をクラウド通信システムを介して運行管理者
が、 運転手の運転状況（危険運転情報等）がリアル
イタイム で認知することができる。 この情報を管理
することで運転手の安全運転指導が可能
（　https://www.transtron.com/itp/products/dts-
d1d.html　）

（株）トランストロン
（045-476-4640）

○ ○ ○

ドライブレコーダーの性能要件告示適合
本製品をクラウド通信システムを介して運行管理者
が、 運転手の運転状況（危険運転情報等）がリアル
イタイム で認知することができる。 この情報を管理
することで運転手の安全運転指導が可能
（　https://www.transtron.com/itp/products/dts-
d1d.html　）

（株）トランストロン
（045-476-4640）

○ ○ ○

ドライブレコーダーの性能要件告示適合
本製品を無線ＬＡＮを介して運行管理者が、運転手
の運 転状況（危険運転情報等）がリアルイタイムで
認知する ことができる。 この情報を管理することで
運転手の安全運転指導が可能
（　https://www.transtron.com/itp/products/dts-
c1w.htmｌ　）

（株）トランストロン
（045-476-4640）

○ ○ ○

ＤＴＳ－Ｄ1シリー
ズ
ネットワーク型車
載ｽﾃｰｼｮﾝ

DTS-D１D
（ドラレコ内蔵）
（製品番号：FV７１
０D１D）

DTS-D１MD
（ドラレコ内蔵）
（製品番号：FV７１
０D１MD）

ＤＴＳ－Ｄ1シリー
ズ
無線ＬＡＮ型車載ｽ
ﾃｰｼｮﾝ

DTS-D１WD
（ドラレコ内蔵）
（製品番号：FV７１
０D１WD）

DTS-D１WMD
（ドラレコ内蔵）
（製品番号：FV７１
０D１WMD）

ドライビングパート
ナー
（DDD-100）

DN-magic
PREMIUM/D

OVBIOUS レコー
ダー
G500シリーズ
（DRD-５０２０）

DTS-D2X（ネット
ワーク型車載ス
テーション　ドラレ
コ内蔵）
（製品番号：FV７１
０D2X）

DTS-D2D（ネット
ワーク型車載ス
テーション　ドラレ
コ内蔵）
（製品番号：FV７１
０D2D）

SRDlite（ドラレコ
通信型）
（M622－DR01）



本製品をクラウド通信システムを介して運行管理者
が、 運転手の運転状況（危険運転情報等）がリアル
イタイム で認知することができる。 この情報を管理
することで運転手の安全運転指導が可能

（株）トランストロン
（045-476-4640）

○ ○

本製品を無線ＬＡＮを介して運行管理者が、運転手
の運 転状況（危険運転情報等）がリアルイタイムで
認知する ことができる。 この情報を管理することで
運転手の安全運転指導が可能
（　https://www.transtron.com/itp/products/dts-
c1w.htmｌ　）

（株）トランストロン
（045-476-4640）

○ ○

デジタコ・ドラレコ一体型で、KDDI通信モジュール
（DRT-7100A）、Softbank通信モジュール（DRT-
7100S）を
搭載しデータを送信。DRT-7100Nは通信モジュール
非搭載で、事務所にインストールするアプリケーショ
ンからサーバーにデータを送信。
インターネット経由でサーバーから動態管理（DRT-
7100AおよびDRT-7100Sのみ）及び、運行ログによ
る各種解析情報取得が可能。

（株）堀場製作所
（03-6206-4733）

○ ○

「デジタコ技術」と「ドラレコ技術」のハイブリット化で
究極の予防安全を実現したハイエンドモデルであ
る。
危険運転を警告でリアルタイムに防止する。
（ http://www.yazaki-keiso.com/product/dtg7.html ）

矢崎エナジーシステ
ム（株）
（0547-37-2601）

○ ○ ○

デジタルタコグラフ機能を内蔵し、省燃費と予防安全
を同時に支援する。車線を自動検知して危険運転が
発生した場合にはリアルタイムで乗務員に警告させ
ることも可能。
（ http://www.yazaki-
keiso.com/product/yazac_eye3.html ）

矢崎エナジーシステ
ム（株）
（0547-37-2601）

○ ○ ○

大8カメラ（内フルハイビジョン2カメラ）の映像と音
声2ch、運行情報（時刻/速度/回転数/3軸加速度/ド
ア及びウィンカー）を常時(SSD）イベント（SD）記録す
る。運行情報はSDカードもしくはWifiもしくはLTEで営
業所に伝達する。LTE搭載機では営業所より全カメ
ラの中継映像が見られる他、SSD内情報のダウン
ロード、イベント映像の自動転送可能。
（　　http://www.resonant-
systems.com/seihin_n/bus/bus0301002.html　　）

（株）レゾナント・システ
ムズ
（045-503-3122）

○ ○ ○

大8カメラの映像と音声2ch及び運行情報（時刻/
速度/回転数/3軸加速度/ドア及びウィンカー等）を
記録する。
SSD：常時記録　SD：運行情報常時記録映像イベン
ト記録
（　　http://www.resonant-
systems.com/seihin_n/bus/bus0301001.html　　）

（株）レゾナント・システ
ムズ
（045-503-3122）

○ ○ ○

デジタルタコグラフ
一体型ドライブレ
コーダ（DRV-３１０
０）

デジタルタコグラフ
７
（ＤＴＧ７）

ドライブレコーダー
（YAZAC－eye3T）
（YAZAC－
eye3TLDW）

ＤＴＳ－Ｃ１シリー
ズ
ネットワーク型車
載ｽﾃｰｼｮﾝ

DTS-C１DA
（ドラレコ内蔵）
（製品番号：FV７１
０C１DA）

DTS-C１XDA
（ドラレコ内蔵）
（製品番号：FV７１
０C１XDA）

DTS-C１MDA
（ドラレコ内蔵）
（製品番号：FV７１
０C１MDA）

ＤＴＳ－Ｃ1シリー
ズ
無線ＬＡＮ型車載ｽ
ﾃｰｼｮﾝ

DTS-C１DW
（ドラレコ内蔵）
（製品番号：FV７１
０C１DW）

デジタルタコグラフ
一体型ドライブレ
コーダ
（DRHV-５１００）

ドライブレコーダー
機能付きデジタル
タコグラフ
（DRT-７１００A）
（DRT-７１００S）
（DRT-７１００N）


