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ドライバーの安心と会社の信用を守ります

リアルタイムＧＰＳ
車両管理支援システム一体型
ドライブレコーダー

リアルタイムＧＰＳ車両管理支援システム一体型ドライブレコーダー

へ「リアルタイム安全管理」

から「記録」ドライブレコーダーだけの事故の

にメールで通知瞬時
を異常発生

にメールで通知瞬時
を異常発生

位置情報
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録画中
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位置情報で
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リアルタイムに

車両の走行状況を確認

昼夜問わず

キレイに撮影

ＳＯ
Ｓ

ドンデはスペイン語で「どこ？」という意味です。

AV出力

記録解像度
(静止画)

記録解像度
(動画)

記録メディア
入力

重量 60g(ドライブレコーダー本体のみ)
製品サイズ 62(W)x63(D)x28(H)mm

重量
製品サイズ

130 g
104(W)x64(D)x28(H)mm

重量 30g(GPS端末本体のみ)
製品サイズ 38.5(W)x45.5(D)x11.9(H)mm

HDMIミニ

12M,3M

1280×720(720P),30fps
1920×1080(1080FHD),30fps

画素数 310万画素
液晶サイズ 2.4インチTFT液晶

micro SDカード(8GB付属)32GB
まで対応

micro USB

※microSDカードは、SDHC規格に適合
したClass6、または Class10 の高速 
SD カードを使用してください。

バッテリー 650mAh
入力 micro USB（電源供給のみ）

連続待受時間 約400時間(バッテリー動作時)
通信方式 W-CDMA（800MHz／2GHz）

防水 IPX5
(外部接続端子キャップを閉じた場合)

ドライブレコーダー部

ドライブレコーダー部

車両管理支援システム部

車両管理支援システム部

MapSTation/V(MD065)

OWL-DR04-BK

主な仕様

主な機能、特徴

【同梱品】
① ドライブレコーダー（OWL-DR04-BK)一式
② 車両管理支援システム（MapSTation／V）一式

③ 専用ケース
④ 二股ケーブル
⑤ 取り扱い説明書一式

当社にて256GB（約32時間分の録画容量）のmicroSDカードでの動作を確認しました。

ドラレコドンデはドライブレコーダーと車両管理支援システムを一体化した商品です。
それぞれを個々に利用することが可能です。

常時録画 車輌のエンジンを始動させると10秒後より自動的に録画を開始します。エンジンを停止後10秒までの映像をmicroSDカードに常時録画します。

常時録画中は音声録画を行わず、衝撃を検知した場合に音声録音を行う機能です。録音は退避フォルダーに入りますので上書きされず残ります。プライバシーオート録音

重大な事故などで電源が断たれた場合でも、記録中の映像の破損を防止します。バックアップ機能搭載

G(加速度)センサー録画 常時録画中にGセンサーが衝撃を感知すると自動的に画像を退避フォルダーに退避させます。保護されたファイルは常時録画では上書きされません。

動体検出 画面範囲内の動体の移動を検知すると録画が開始され、10秒間動体が検知されなければ自動的に録画を停止します。（駐車場などでの使用想定）

約180分約360分301280 x 720720P/30fps
約120分約240分301920 x 10801080P/30fps

約90分
約60分
8GB16GB32GBfps解像度

手動録画 録画中に「録画/OKキー」を押すと録画を停止します。停止中に再度「録画/OKキー」を押すと録画を開始します。

超広角レンズ採用 超広角の１５６°レンズを採用した広い視野の映像を記録できますので対向車や側道から出て来る車両もしっかり撮影できます。

ナンバープレートを読み取るためには２００万画素以上が必要です。動画1080P、静止画12Mの高解像度でナンバープレートも見逃しません。310万画素カメラ

1920×1080でのフルHD録画に対応しています。細かな動きもフルHDなので映像がとてもなめらかできれいです。1920×1080FHD録画

HDR技術 HDR技術で、逆光やトンネル、街灯など明暗佐野大きなシーンの撮影においても白とびや黒つぶれを抑えきれいに見やすく補正します。

LED信号機対応 信号機の点滅周波数とドライブレコーダーの撮影周波数が一致することで起こる「信号消滅問題」を改善。日本中どこでも安心して撮影できます。

現在位置検索 いつでも、お手元のスマホやPCから、所在を知りたい車両の位置がリアルタイムでわかります。グーグルマップ、ストリートビューを利用しています。

１分毎に対象の車と自分の位置を測位して一つの画面上に表示しますので対象の車を追いかける時など便利です。相手との距離も表示します。連続位置検索

自動検索① 月日、期間、時間、曜日などを指定しますと設定に従い自動的に車の位置を自動的に測位します。結果は位置履歴取得から知ることが出来ます。

自動検索② ２～１２０分で検索間隔を設定すると自動的に車の位置を測位し保存します。車両が動いている時だけ測位する設定も可能です。停止するまで続けます。

最新位置表示 指定した車両全ての直近の位置を1分毎に更新しますので、車両がどこにいるのかリアルタイムで把握できます。動いていない車両も識別できます。

走行記録 車の走行記録（走行軌跡、速度、停止場所、停止理由など）がわかります。走行日報を用意しておりますが独自の日報も作成できます。

振動検知 車両が振動を感じた時、瞬時に場所と時刻を通知します。盗難・車上荒らし対策に有用です。対象車が動き出したことを知る手段としても有用です。

位置履歴取得 過去の位置情報履歴を３か月前まで保管しています。いつでも地図上でもストリートビューでも閲覧できますし、CSVで取り出すことも可能です。

地図表示 全ての位置情報はGoogle　Mapやストリートビューで確認出来ます。

CSV出力 全ての位置情報はCSVで保管・管理出来ますので、他の業務でもご利用いただけます。

故障、体調不良時などにカメラの横のSOSボタンを押すと発生場所と時刻を瞬時に登録したメールに通知します。地図でも確認出来ます。自己位置通知（SOS通知）

ドラレコドンデは万全な機能を持つ株式会社オウルテックのドライブレコーダー（OWL-DR04-BK）と、
株式会社ドンデの車両管理支援システム（MapSTation/V）を一体化した商品です。

※画像はサンプルです。実際の画面とは異なる場合がございます。※ご利用は日本国内に限りま
す。※電波状況の悪いところでは、 正確な位置情報を取得できないことがあります。※本サービスに
当たっては、 以下の行為を行ってはならないものとします。a. 当社、 利用者又は、 その他第三者に
不利益もしくは損害を与える行為、 又はその恐れのある行為。b. 利用者又は、 その他の第三者の
人権、プライバシーを侵害する行為、又はその恐れのある行為。c. 犯罪的行為、又は犯罪的行為
に結びつく行為、 もしくはその恐れのある行為。d. 本サービスの運営を妨げる行為、 又はその恐れの
ある行為。e. その他、法令に違反する行為、又は違反する恐れのある行為。



ボタン押下

xxxx@donde.jp

ボタン押下

裏（ドライバー側）表（車前方側）

他製品 （夜）

本商品 （夜）本商品 （156°）

他社の製品 （130°）

ドライブレコーダー部

2.4インチＴＦＴ液晶
静止画撮影1200万画素
外部出力（ＨＤＭＩミニ対応）
音声同時録音可能
８ＧＢ microSDカード付属
12V/24V車対応

車両管理支援システム部

見知らぬ場所で故障や事故をおこしたときや、
緊急事態がおきたとき、他の人に場所を正確
に知らせることは非常に難しいことです。そんな
とき、この小さな端末が威力を発揮し、迅速な
対応を可能にします。ＧＰＳボタンを押すと、
位置を調べてからメールで通知します。ボタンを
押したときの時刻と位置を正確に瞬時に通知
し、記録に残します。

小型サイズなのに 広範囲に撮れる 昼夜問わずクッキリ録画 ＨＤＲ技術 ＬＥＤ信号機対応

超小型のコンパクトボディに、超広角の156°
レンズを採用した広い視野の映像を記録
できます。

HDR技術で、逆光やトンネル、街灯など明暗
差の大きなシーンの撮影時においても白とび
や黒つぶれを抑え映像をきれいに見やすく
補正します。

信号機の点滅周波数とドライブレコーダーの
撮影周波数が一致することで起こる「信号
消滅問題」を独自の技術で改善。日本中の
どこでも安心して撮影できます。

１９２０×１０８０ フルＨＤ録画 高感度Ｆ１.８ レンズ採用

Ｇセンサー搭載 シンプルメニューで簡単操作 モーションセンサー（動体検知）

無操作時のオート録画機能 地デジとの電波干渉に強い 長時間録画

１９２０×１０８０でのフルＨＤ録画に
対応しています。細やかな動きもフルＨＤ
なので映像がとても滑らかできれいです。

３１０万画素

動画1080P、静止画12Mの高解像度で
ナンバープレートが読み取れる映像を記録
します。

高感度なＦ１.８レンズの採用により、ノイズの
少ない鮮明な映像を記録することができます。

事故の衝撃を検出して自動で映像を保存し、
上書きできないように保護します。万が一の
際でも大事な映像をしっかり守ります。

操作に迷うことのない、わかりやすいメニュー
画面です。

動いたものを感知して自動録画開始します。

設定／再生などの画面が一定以上になると
自動的に録画開始。

テレビ受信の際に影響を及ぼさないノイズ低減
処理済。

メーカー公式は32GBまでのmicroSDカードに
対応となりますが、当社にて256GBでの動作
を確認しました。256GBならフルHD画質でも
約32時間分の録画が可能となります。

本体

主な特徴（ドラレコ）

主な特徴（車両管理支援システム）

見知らぬ場所で故障や事故を起こしたとき、緊急事態が発生したとき、
場所を関係者に正確に知らせる事は非常に困難です。
そんなとき、小さな端末が威力を発揮し、迅速な対応を可能にします。

選択した複数の端末の最新の位置を刻々と自動表示するので、
ＰＣやスマートフォンから、一目瞭然に全体を把握できます。

現在、日報はどのような方法で作成されているでしょうか？
MapSTation/Vなら、開始と終了の操作だけで経路を自動で記録。
その記録をグラフと地図でレポートにまとめることが出来ます。
又、お客様の場所やデポを拠点として登録したり、作業時の停止理由などを
入力することで日報に必要なデータをＣＳＶで取り出せますので
より詳細な日報を必要な形で作成できます。

履歴の確認と画面の更新は１分毎に自動的に行われるので、
お客様からのお問い合わせにも即座にお答えできます。

ドラレコドンデは万全な機能を持つ株式会社オウルテックのドライブレコーダー
（OWL-DR04-BK）と、株式会社ドンデの車両管理支援システム 
（MapSTation/V）を一体化した商品です。

ひとつの画面で常に全体の動きを把握

お客様やご依頼主様への報告にお困りな事がありませんか？
どこを走ったのか？　どんな運転だったのか？
MapSTation/Vなら、保存された走行記録をグラフと地図で確認できます。
GPSで測位した正確なレポートでお客様からの信頼アップが図られ、
社内での安心・安全管理も万全です。

走行記録の概要

当該走行記録の期間や総走行距離、
報告者などを表示

走行速度グラフ

走行期間中の位置情報より、
各日時での速度をグラフ表示

走行軌跡 地図表示

走行期間中の軌跡を地図上に表示

移動の軌跡を確認するだけでなく、
記録のひとつひとつの時間や住所、
測位精度なども確認できます。

走行データは
CSV形式でダウンロードできます。
Excelなどを表計算ソフトで開き、
集計や印刷することができます。

簡単だ！

いつ どこで 何をしていた走行記録データから かが分かります

よく行く場所や目印を
拠点として登録しておけば、
より分かりやすくなります

状態（活動内容）は
９つまで自由に設定可能なので、
あらゆる状況に対応できます

ボタン押下

位置を調べてメールで通知

ボタンを押す

位置と時間をタイムリーに！

２ ３１

２ ３１

ひとまとまりの走行記録として保存、確認

9:28

営業所
を出発

11:00

客先Ａにて
営業活動

12:29

客先Ａ
を出発

13:30

営業所
へ帰社

常に位置を把握

走行記録

効率ＵＰ！位置情報で業務を

自動録画
＆ 録音


