
【基本性能】 【基本性能】

HDR機能搭載/高画質360万画素 HDR機能搭載/FULL HD高画質200万画素

GPS/Gセンサー GPS/Gセンサー

前方/車内/側面に加え、後方もきっちり撮影 リア映像デジタルにつき、くっきり、より鮮明に

32GBのmicroSDカード付属 32GBのmicroSDカード付属

(SDカードは消耗品の為、保証期間無し) (SDカードは消耗品の為、保証期間無し)

駐車記録モード搭載(電源供給にはオプション品が必要です) 映像確認/操作はスマホアプリ連携で可能

映像確認/操作は本体でも可能 ※安心の3年保証 SUPERNIGHT搭載で夜間や暗所も鮮明記録 ※安心の3年保証

夜間や暗所の映像を明るく撮影します。 本製品ではスマホや

後方のあおり運転もしっかりイベント記録 タブレットとの連携により

あおり運転もスマートフォンに自動保存※設定が必要です 映像確認/操作が可能

【ビューアソフト】Windows10 Intel Corei5,3.0GHz以上 8GB以上

あおり運転もしっかり記録！！

安心の3年保証

【基本性能】 【基本性能】

HDR機能搭載/GPS/Gセンサー HDR機能搭載/GPS/Gセンサー

FULL HD高画質200万画素 FULL HD高画質200万画素

GPS/Gセンサー 無線LAN機能搭載(スマホ等で設定/映像確認)

前方・後方もきっちり撮影 前方・後方もきっちり撮影

16GBのmicroSDカード付属 16GBのmicroSDカード付属

(SDカードは消耗品の為、保証期間無し) (SDカードは消耗品の為、保証期間無し)

駐車記録モード搭載(電源供給にはオプション品が必要です) 駐車記録モード搭載(電源供給にはオプション品が必要です)

映像確認/操作は本体でも可能 映像確認/操作は本体でも可能

前後カメラSUPERNIGHT搭載 前後カメラSUPERNIGHT搭載

■通常モード(表左)/タイムラプスモード(表右)記録時間(※目安) 【2機共通オススメPoint】

SUPERNIGHT搭載で夜間や暗所でも鮮明記録！

夜間や暗所の映像を明るく撮影します。 　　　　　・スマホアプリQRコード→

リアスモークフィルムやプライバシーガラスの映像も鮮明に記録することができます。

     　　　    ※保証期間1年
※保証期間1年

※付属SDは8GB

【基本性能】 ※付属SDは16GB 【基本性能】 ※ワンタッチ記録用スイッチOP-SW6(税込:5,500円)

HDR搭載/FULLHD高画質200万画素 HDR搭載/FULLHD高画質200万画素/視野角最大163°
当店価格(税込/取付費別)

GPS/Gセンサー 　■記録目安時間：71分(付属SD初期値) ¥14,300 GPS/Gセンサー/無線LAN機能搭載■記録目安時間：80(付属SD初期値) ¥18,150

SUPERNIGHT機能搭載で暗所等でも鮮明記録 SUPERNIGHTでスモークフィルムや

タイムラプス機能搭載(駐車記録時に使用) プライバシーガラスにも対応！

■駐車記録用　マルチバッテリー　OP-MB4000 ■駐車記録用　電圧監視機能付電源ユニット OP-VMU01

最大電源供給時間：約12時間 最大電源供給時間：約12時間

12v車両専用　走行中に、本マルチバッテリーへ充電し、 12v/24v車に使用可能　オフタイマー設定/車両バッテリー電圧監視機能付

エンジン停止後は本マルチバッテリーから、ドライブレコーダーへ電源供給します。 エンジン停止後は、車両バッテリーを電源として、ドライブレコーダーを稼働させます。

車両のバッテリー上がりの心配は御座いません。 ※車両バッテリーの状態によっては、バッテリー上がりを起こす可能性が御座います。

もしもの時に役に立つ！　オススメ ユピテル ドライブレコーダー 最新版　※価格は税込(取付費別)

リアカメラで後方の状況もしっかり記録！

当店価格(税込/取付費別) 当店価格(税込/取付費別)

¥39,600 ¥35,200
オプションOP-VMU01セット　￥46,200 オプションOP-VMU01セット　￥41,800

オプションOP-MB4000セット　￥64,900 オプションOP-MB4000セット　￥60,500

当店価格(税込/取付費別) 当店価格(税込/取付費別)

2週間に1度は、SDカードのフォーマットが必要です！！(ZQ-30R/SN-TW81d,TW83dは除く)

¥29,700 ¥29,700
オプションOP-VMU01セット　￥36,300 オプションOP-VMU01セット　￥36,300

オプションOP-MB4000セット　￥55,000 オプションOP-MB4000セット　￥55,000

当店価格(税込/取付費別)

オプションOP-VMU01セット　￥20,900 オプションOP-SW6セット　￥23,650

オプションOP-MB4000セット　￥39,600 ※設定/メンテナンスにはスマホアプリが必要

■駐車記録用オプション(駐車記録には下記いずれかの部品が必要です)

定価：25,300円(税込/取付費別) 定価：6,600円(税込/取付費別)

【全周囲360°撮影型+リアカメラモデル】

■ZQ-30R(画面有モデル) ■SN-TW90di(画面無、WiFiモデル)

【今や定番！前後2カメラモデル】
■SN-TW83d(画面有モデル) ■SN-TW81d(画面無、WiFiモデル)フロントカメラ

リアカメラ
フロントカメラ

【今も定番！前方カメラモデル】

リアカメラ

■SN-ST5400d ■SN-R11

【既設車向け！後方カメラモデル】

microSDカード

容量
高画質 普通画質 低画質 高画質 普通画質 低画質

128GB 約328分 約384分 約456分 約480分 約560分 約664分

64GB 約164分 約192分 約228分 約280分 約280分 約332分

32GB(付属品) 約82分 約96分 約114分 約120分 約140分 約166分

常時録画 タイムラプスモード

☆リアカメラ無しモデルもあります

リアカメラ

フロント部カメラ
推奨品

microSDカー

ド容量

常時録画

(28コマ/秒)

タイムラプス

(1コマ/秒)

32GB 約108分 約50時間

16GB 約54分 約24時間

8GB 約26分 約12時間

158°

【クリアな映像の2カメラモデル】

フロントカメラ

リアカメラ

推奨品

microSD

カード容量

常時録画

(28コマ/秒)

タイムラプス

(1コマ/秒)

64GB 約136分 約60時間

32GB 約68分 約30時間

16GB 約34分 約15時間

NEW



ジャンル

本体価格

画質

付属SDカード

最大記録画角

液晶画面

音声記録

SDカードフォーマット

保証期間※消耗品除く

付属配線

電源

映像閲覧

オプション/その他

ジャンル

本体価格 ¥33,000 ¥30,250

画質

付属SDカード

最大記録画角

液晶画面

音声記録

SDカードフォーマット

保証期間※消耗品除く

付属配線

電源

映像閲覧

オプション/その他

1年※本体

シガープラグコード(約7m)

12v

スマホアプリ/PC

イベント記録用スイッチ

OP-SW6

定価:5,500円(税込)

※直結コード設定は無し

8GB(8GB～32)

1分単位30コマ/秒

対角163°

無

ON/OFF可能

定期フォーマット必要

暗闇でもしっかり記録

SUPERNIGHT搭載

スモークフィルム

プライバシーガラス対応

¥18,150

不可

不可

●

HDR最大200万画素

1080P HD(1920×1080)

ACアダプター

OP-E368 定価:3,300円

ACアダプター

OP-E368 定価:3,300円

ACアダプター

OP-E368 定価:3,300円

ACアダプター

OP-E368 定価:3,300円

■専用SDカード

OP-SD128￥33,000

OP-SD64￥19,800

OP-SD32￥11,000

OP-SD16￥5,500

OP-SD08￥3,300

本体/PC※WFはスマホアプリも可 本体/PC 本体/PC 本体/PC 本体/PC PC

12v/24v 12v 12v 12v 12v 12v/24v

12v

スマホアプリ/PC

・リアカメラデジタル伝送

・後方異常接近記録/警告

リア専用

SN-R11

【F】対角158°

【R】対角158°

無

ON/OFF可能

定期フォーマット不要

3年※本体

電源直結コード(約4m)

リアケーブル(9m)

全天球720°

本体/PC スマホアプリ/PC 本体/PC スマホアプリ/PC スマホアプリ/PC 本体/PC

12v 12v 12v 12v

¥41,800

前後2カメラドライブレコーダー

SUPERNIGHT機能搭載

Wi-Fi機能搭載でスマホ等で

映像/設定変更ができます

●

【F/R】HDR最大200万画素

1080P HD(1920×1080)

720P(1280×720)

32GB(16GB～64GB)

30秒単位28コマ/秒14コマ/秒

※駐車記録1コマ/秒

SN-TW90di

ユピテル ドライブレコーダー　指定店モデルラインナップ表 　　最新版  ※価格は税込(取付費別)

前後2カメラドライブレコーダー

¥35,200

¥60,500

30秒単位28/14コマ/秒

※駐車記録1コマ/秒

32GB(16GB～128GB) 32GB(8GB～128GB) 32GB(16GB～128GB) 16GB(8GB～128GB) 16GB(8GB～32GB) 16GB(8GB～32GB)

●

【F】：最大360万画素

1920×1920(魚眼)

【R】：最大200万画素

1080HD(1920×1080)

【F】：最大340万画素

1920×1920(魚眼)

2048×1536(2分割)

【R】：最大200万画素

1080HD(1920×

1080)720P(1280×720)

最大340万画素

1856×1856(魚眼)

2048×1536(2分割)

最大340万画素

1856×1856(魚眼)

2048×1536(2分割)

電源直結コード(約4m) 電源直結コード(約4m) 電源直結コード(約4m) 電源直結コード(約4m)
電源直結コード(約4m)

リアケーブル(9m)
電源直結コード(約4m)

3年※本体 1年※本体 3年※本体 1年※本体 3年※本体 3年※本体

定期フォーマット必要 定期フォーマット必要 定期フォーマット不要 定期フォーマット必要 定期フォーマット不要 定期フォーマット必要

ON/OFF可能 ON/OFF可能 ON/OFF可能 ON/OFF可能 ON/OFF可能 ON/OFF可能

2インチ 1.5インチ 2.0インチ 2.0インチ 【F】2.0インチ 無

1/5/10/15/30コマ 選択

対角145° 対角174° 対角160° 対角160°
【F】対角160°

【R】対角150°
水平360° 垂直360°

録画ファイル構成 1/5/10/15/30コマ 選択 1分単位30コマ/秒
30秒単位28コマ/秒

※駐車記録は1コマ/秒

1分単位27.5コマ/秒

※駐車記録1コマ/秒

30秒単位28/秒

※駐車記録1コマ/秒

16GB(8GB～32GB) 16GB(8GB～32GB) 16GB(8GB～128GB) 16GB(8GB～32GB) 16GB(16GB～128GB)

本体

+電圧監視機能付電源ユニット
¥39,600 ¥36,850 ¥35,200 ¥23,100 ¥20,900 ¥31,900

16GB(8GB～128GB)

HDR最大200万画素

1080P HD(1920×1080)

HDR最大200万画素

1080P HD(1920×1080)

HDR最大200万画素

1080P HD(1920×1080)

720P(1280×720)

HDR最大200万画素

1080P HD(1920×1080)

【F/R】：最大200万画素

1080P(1920×1080)

720P(1280×720)

HDR最大280万画素

(2560×1080)

¥57,200

GPS/Gセンサー ● ● ● ● ● ●

¥28,600 ¥16,500 ¥14,300 ¥25,300 ¥50,600

本体+マルチバッテリー
(ZD600/WF/Q-03は通信ケーブル含む)

¥60,500 ¥57,750 ¥53,900 ¥41,800 ¥39,600 ¥50,600 ¥78,100

製品特徴

FULLHD200万画素

GPS/Gセンサー

12v/24v車対応

WFは無線LAN機能

フロント1カメラドライブレコーダー

SUPERNIGHT機能搭載

本体画面での操作も可能。

無線LAN搭載

フロント1カメラドライブレコーダー

SUPERNIGHT機能搭載

本体画面での操作も可能。

フォーマット不要/3年保証

フロント1カメラドライブレコーダー

SUPERNIGHT機能搭載。本

体画面での操作も可能/映像

確認も可

前後2カメラドライブレコーダー

SUPERNIGHT機能搭載

本体画面での操作も可能。

映像確認も可

全方位720°記録

暗闇でもしっかり記録

夜間走行や駐車記録に最適

製品画像

製品名 ZD600WF/ZD600 SN-SV70d SN-ST5500d SN-ST5400d SN-TW70d Q-03

ACアダプター

OP-E368 定価:3,300円

ACアダプター

OP-E368 定価:3,300円

フロント1カメラドライブレコーダー 前後2カメラ

12v 12v

電源直結コード(約4m)

リアケーブル(9m)

電源直結コード(約4m)

リアケーブル(9m)
電源直結コード(約4m) 電源直結コード(約4m)

電源直結コード(約4m)

リアケーブル(9m)

電源直結コード(約4m)

リアケーブル(9m)

定期フォーマット不要 定期フォーマット必要 定期フォーマット不要 定期フォーマット必要 定期フォーマット不要 定期フォーマット不要

ON/OFF可能 ON/OFF可能 ON/OFF可能 ON/OFF可能 ON/OFF可能 ON/OFF可能

【F】2.4インチ 無 【F】2.4インチ 無 無 【F】2.0インチ

【F】水平360°×垂直240°

【R】対角155°

【F】水平360°×垂直240°

【R】対角158°
水平360°×垂直240° 水平360°×垂直240°

【F】対角158°

【R】対角158°

【F】対角163°

【R】対角158°

録画ファイル構成
30秒単位29.1コマ/秒

※駐車記録1コマ/秒

1分単位28/14コマ/秒

※駐車記録1コマ/秒

1分単位28/14コマ/秒

※駐車記録1コマ/秒

1分単位28/14コマ/秒

※駐車記録1コマ/秒

30秒単位28/14コマ/秒

※駐車記録1コマ/秒

【F】：最大200万画素

1080P HD(1920×1080)

【R】：最大200万画素1080P

HD(1920×1080)

【F】：最大200万画素

1080P HD(1920×1080)

【R】：最大200万画素1080P

HD(1920×1080)

GPS/Gセンサー ● ● ● ● ●

¥55,000

本体

+電圧監視機能付電源ユニット
¥46,200 ¥45,100 ¥36,300 ¥34,100 ¥36,300 ¥36,300

本体+マルチバッテリー ¥64,900 ¥63,800 ¥55,000 ¥52,800 ¥55,000

前後2カメラドライブレコーダー

SUPERNIGHT機能搭載

本体画面での操作も可能。映像

確認も可

¥39,600 ¥38,500 ¥29,700 ¥27,500 ¥29,700 ¥29,700

製品特徴
360°カメラ+リアカメラで死角なし！

本体画面で操作も可能。

映像確認も可

360°カメラ+リアカメラで死角な

し！スマホ等でのアプリ連携で映

像/設定変更が出来ます。

360°カメラで左右の映像もしっか

り記録。本体画面で操作も可

能。映像確認も可

360°カメラで左右の映像もしっ

かり記録。スマホ等でのアプリ連

携で映像/設定変更が出来ま

す。

前後2カメラドライブレコーダー

SUPERNIGHT機能搭載

Wi-Fi機能搭載でスマホ等で映像

/設定変更ができます

SN-TW83d

製品画像

全周囲ドライブレコーダー+リアカメラ 全周囲ドライブレコーダー

製品名 ZQ-30R ZQ-35R ZQ-21 ZQ-25 SN-TW81d

推奨品
NEW

推奨品

NEWNEW


