
・本製品を使うときに、必ず付属のシ
ガーアダプターを使用ください。
・ 安定してご使用いただくため、定期
的（1 週間に1 度程度）にmicro SDHC
カードをパソコンでフォーマット、また
は本体の設定メニューから初期化す
ることをお勧めします。
電源接続後、自動に録画開始されます
のため、設定などの操作を行う前に、
OKボタンをクリック、録画モードから戻

してください。
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ドライブレコーダー

SUTEKUS-Ｖ20
取付説明書／取扱説明書

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本書は取付
けおよび操作手順について記載してあります。正しくご使用いただくために本書をよく
お読みのうえ、ご使用ください。お読みになった後は、いつでも見ることができる所に
保管してください。

注意
エンジンをON（車両キースイッチをACC またはON）にした状態でmicroSDHC カードの抜差し
を行わないでください。
microSDHCカードの破損や録画データの破損の原因となります。必ず、車両キースイッチを
OFF 後、microSDHCカードの抜差しを行なってください。

事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ずmicroSDHC
カードを抜いて保管してください。

アドバイス
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この取扱説明書および製品では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様

や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をし

ています。表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

● Windows 2000、Windows XP、Windows Vista は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国に

おける登録商標です。

その他、本文中に掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●本機はDC12V/24V －○車専用です。12V/24V車以外では使用しない。
●本機を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダ
ルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及
ぼす場所などには絶対に取り付けしない。
交通事故や怪我の原因となります。
●車体に穴をあけて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を
確認の上、これらと干渉や接触することがないよう注意して行う。
火災の原因となります。
●車体のボルトやナットを使用して機器の取り付けやアースを取る場合は、ステア
リング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しない。
これらを使用しますと、制動不能や発火、事故の原因となります。
●取り付け作業前には、必ずバッテリのマイナス－○端子をはずす。
プラス＋○とマイナス－○経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
●コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめておく。
ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となりま
す。
●本機を分解したり、改造しない。
事故、火災、感電の原因となります。
●電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にしない。
電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。
●音が出ないなどの故障状態で使用しない。
事故・火災・感電の原因となります。
●ヒューズを交換するときは、必ず規定容量（アンペア数）のヒューズを使用する。
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
●万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な匂いがするなどの異常が起
きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談する。
そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。

は
じ
め
に



●本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。予めご了承ください。

●本製品は事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠と

しての効力を保証するものではありません。

●本製品は車載用ドライブレコーダーとして設計されています。それ以外の用途には使用しな

いでください。またそれ以外の用途で使用した場合の不具合等に関しては一切の責任を負い

かねます。

●本製品をイタズラなどの目的で使用しないでください。個人情報保護法に抵触する恐れがあ

ります。また使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害する恐れがありますのでご注意く

ださい。これらの場合について、弊社は一切の責任を負いかねます。

●事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ずmicroSDHCカードを抜い

て保管してください。

●microSDHCカードを抜く時は必ず、車両キースイッチOFF 後microSDHCカーを抜いてください。

microSDHCカードへのデータ書込み中および読込み中にmicroSDHCカードの抜差しを行うと、

データ破損やデータ消失、microSDHCカード故障の原因となりますのでご注意ください。

●microSDHCカード内に本機以外のデータを入れないでください。動作が不安定になることが

あります。

●本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データ等の保証は一切の責任を負いかねま

す。

●万一のデータ消失に備え、必要なデータはパソコンに動画で保存することをお勧めします。

●本製品を動作温度範囲外で使用すると、正常に動作しない場合や、映像が綺麗に記録され

ない場合があります。

●真夏などの炎天下の中で使用する場合、製品が正常に動作しないことがあります。特に夏

場は車内が高温になるため、窓を開けるなど車内の温度を下げてからご使用ください。

●本製品は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや影が生じることがありま
す。また実際の遠近感とも異なります。これらは広角レンズの特性であり、異常ではありません。

●一部のアイドリングストップ車で、アイドリングストップ後のエンジン再始動時

にシガーソケットなどへの供給電圧が低下することがあるため、本体の電源が落

ちる場合があります。

●本製品はDC12V/24V 車専用です。

●本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

あらかじめご了承ください。
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万一の事故発生時に映像が記録されていなかったり、記録した映像が破損した場合など、

本製品の動作有無にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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新しいmicroSDHCカードを使用する際は必ず、パソコンでフォーマットを行なった後、本体の設

定メニューから初期化を行なってください。

microSDHCカードを取り出すときは、一度microSDHCカードを軽く押し込み、少し飛び出してき
たら引き抜いてください。また挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。

5

Drive Recorder   K6000

注意
エンジンをON（車両キースイッチをACC またはON）にした状態でmicroSDHC カードの抜差し
を行わないでください。
microSDHCカードの破損や録画データの破損の原因となります。必ず、車両キースイッチを
OFF 後、microSDHCカードの抜差しを行なってください。

1. ドライブレコーダー本体（１個）

2. 取付用スタンドセット（１セット）

3. USBケーブル（１本）

4. シガー充電器（１個）

5. 取扱説明書

1. メニュースイッチ
2. アップスイッチ
3. OKスイッチ
4. ダウンスイッチ
5. モードスイッチ
6. カメラ
7. リセットスイッチ
8. 電源スイッチ
9. ミニUSBジャック
10. microSDHCカードスロット
11. HDMIジャック

は
じ
め
に
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②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪



本製品の記録方法は「常時録画」と「イベント録画」があります。
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事故発生時の衝撃が弱い場合、衝撃による映像の記録ができない場合があります。
その際は常時録画の映像をご確認ください。

常時録画について

・ エンジンをON（車両キースイッチをACC またはON）にした後からエンジンをOFF
（車両キースイッチをOFF）にするまでを、常時録画データとしてmicroSDHCカード
に自動で記録を続けます。

・初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。
［ループ録画］設定により変更することができます。

イベント録画について

・ イベント録画は衝撃を検出した時点の前10 秒/ 後50 秒の合計60 秒を
microSDHC カードに記録します。

・イベント録画を再生する時に、画面の左上に鍵のマークが表示されます。

・ 初期設定では記録上限に達した場合、古い映像から自動で上書きされます。
［ループ録画］設定により変更することができます。

microSDHC カードの容量による記録時間の目安

記録時間はmicroSDHC カードの容量、録画サイズ設定、画質設定により変動し
ます。

下記表を参考にしてください。

※ 対応microSDHC カード：4GB ～ 32GB（class6 以上推奨）

は
じ
め
に

衝撃検出
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※上記の記録時間はあくまで参考値です。映像の明暗により記録時間は異なります。

※途中で録画サイズ設定、画質設定を変更して録画した場合は、この限りではありません。

※市販のmicroSDHCカードを使用する場合は、必ず本体で動作することを確認の上、ご使用く
ださい。なお、動作や保存などの保証は致しかねますので、あらかじめご了承下さい。

① ② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧
⑨

⑪

⑫

⑩

①モード（録画＆写真＆再生）
②録画モード（録画動作中点滅します）
③録画時間の表示（録画動作中に録画時長を表示、待機状態では録画可能の
時間目安）

解像度
microSDHCカードの容量

4GB 8GB 16GB 32GB

1080FHD 約28分 約55分 約110分 約221分

1080P 約31分 約62分 約124分 約249分

720P 約33分 約67分 約133分 約266分

VGA 約51分 約103分 約206分 約411分

QVGA 約63分 約126分 約251分 約502分

は
じ
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終了

動作確認を行う

本体の液晶で映像を確認する パソコンで映像を確認する

車両に本製品を取付ける

言語＆日時を設定する

車両にシガープラグコードを接続する

下記手順を参考に取付けを行なってください。

④手振れ軽減（オン＆オフ）
⑤時間
⑥日付
⑦バッテリー残量
⑧露出補正（+3～-3）
⑨ホワイトバランス（オート＆太陽光＆曇天＆蛍光灯＆電球モード）
⑩ループ録画の時長（オフ＆3分＆5分＆10分）
⑪解像度（1080FHD&1080P&720P&VGA&QVGA）
⑫メモリカードの状態

取
付
方
法



車両シガーソケットに付属のシガープラグコードを差込み、本体の電源ジャックに
電源プラグを差し込んでください。

メモリカードがセットされた場合、電源と接続後、自動に録画開始されます。

設定作業などを行う前に、一度「ok」ボタンを押し、録画モードから待機画面

に戻してください。

待機画面にメニューボタンを1回押し、メニュー設定画面に入ります、再度1回押し、

システム設定画面に入ります。

システム設定画面で方向ボタンでカーソルを移動させ、「 Language」にカーソルを

合わせ、「ok」ボタンを押します。

方向ボタンでカーソルを移動させ、「日本語」を選択し「ok」ボタンを押します。

車両に本体を取付ける前に日時設定を行なってください。

システム設定画面で方向ボタンでカーソルを移動させ、「日付/時刻」にカーソル

を合わせ、「ok」ボタンを押します。

方向ボタンでカーソルを移動させ、「日付/時刻設定」を選択し「ok」ボタンを押しま

す。

方向ボタンで数値を変更させ、「MODE」ボタンにて次の設定数値へ移ります。

設定完了後、「ok」ボタンを押し、システム設定画面に戻ります。

設定した日時は本体の内蔵バッテリーによって保持されますが、常に正確な
日時情報で映像を記録するために、1 ヶ月に一度は日時を設定し直すことを
お勧めします。

アドバイス
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本製品はフロントガラス、またはダッシュボードに取付けることができます。保安基準に適合さ
せるため、必ず下図および注意事項を確認の上取付けを行なってください。

1）ステーの角度調整ネジを緩めた状態で仮固定し、本体の取付角度を調整します。調整後に
ネジを締めます。

2）シガープラグコードの配線の取回しを行なってください。

10
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注意
• フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定さ
れています。運転者の視界の妨げにならないように、フロントガラス上部より20% 以内の
ルームミラー裏側へ設置してください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けしてください。
• ワイパーの可動範囲に取付けることをお勧めします。範囲外に取付けるとフロントガラスの
汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなることがあります。
• 地デジやETC等のアンテナ近くには設置しないでください。
• 衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側に

ある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行うか、ダッシュボードへ
取付けを行なってください。
• 本製品の近くに GPS 機能を持つ製品や VICS 受信機を設置しないでください。誤動作を起
こす可能性があります。
• 本製品を車検シールの上に貼らないでください。
• 車両のフロントガラスや本製品のカメラ部分に汚れがあると、十分な映像が記録できない
可能性があります。

取
付
方
法



車両キースイッチをACC またはON にしてください。

左上のブルーランプが点滅します。

車両キースイッチをOFF にしてください。

約10秒後に電源が切ります。

本製品が動作しなくなったり、誤動作を起こした際は本体のリセットスイッチを先の細い物で押
して、本体システムを再起動してください。

※ リセットスイッチを押しても、設定や記録された映像は消去されません。

※リセットスイッチは本体の上側、電源ボタンの側にあります。

• １．【モード】を2回押し、再生モードに入ります。

• ２．見たいファイルを【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押すと映像の再生が始まります。

• 本製品をテレビやビデオ入力端子を備えたナビゲーションと別売オプションのAV ケーブ

ルで接続することで、本体の液晶表示をテレビやナビゲーションに表示させることができ
ます。

• カードリーダーなどを使用し、パソコンへ挿入します。

• ※microSDHCカードに対応していないカードリーダーの場合、パソコンがカードを認識出
来ません。

11
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本製品すべての設定作業は録画モード（赤●が点滅）から録画待機モードに戻し

てから設定変更ください。

設定変更不可
（録画モード）

設定変更可能
録画待機モード

録画待機モードで「MENU」ボタンを押し、下記の項目設定変更可能です。
1. 解像度
2. 露出補正
3. ホワイトバランス
4. 手振れ軽減
5. ループ録画
6. モーションセンサー
7. 音声録音
8. 日付表示

解像度
本製品に5つの解像度撮影することができます。
1080FHD&1080P&720P&VGA&QVGA  その中に1080FHDは最高画質で、QVGAは

最小サイズ。画質が良くなると、録画データサイズも大きくなります。逆にデータを
小さくなると、画質も若干落ちます。ご使用のメモリカードに合わせて、都合よい
解像度をお選んでください。

露出補正
本製品に+3～-3 7段階を調整可能。プラスしますと、画面が明るくなります、マイ
ナスしますと、画面が暗くなります。

ホワイトバランス
使用環境に合わせ、ホワイトバランスをオート＆太陽光＆曇天＆蛍光灯＆電球
モード 5つのモードを調整できます、普段使う時にはオートモードをお勧めいたし
ます。

基
本
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手振れ軽減

使用環境が激しく振れる場合、手振れ軽減をオンにしてください。

ループ録画

本製品にプール録画機能が搭載しております、録画したデータを自動3分/5分
/10分に分割保存されます。ループ録画をオフにする場合、録画したデータを自
動分割されず、電源オフ後に1つのデータとして保存されます。

モーションセンサー（移動物感知機能）

モーションセンサーをオンにする場合、移動物がレンズ撮影範囲に入ると、自動
感知され録画開始されます。撮影画面が止まる後、約１０秒後撮影終了されます。
※本機能をオンにする場合、エンジン連動常時録画することができません。

モバイルバッテリーなどを使い、駐車監視として動作できます。

音声録音

録画する時の音声録音をオン＆オフに切り替えることができます。

日付表示

録画する時に画面に日付を表示することをオン＆オフに切り替えることができま
す。
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録画待機画面で「MODE」ボタンを押し、写真モードに切り替えます。「ok」ボタンを
クリック、写真1枚を撮影します。写真モードで下記の項目設定変更することがで
きます。
1. 撮影モード（単写＆2秒タイマー＆5秒タイマー＆10秒タイマー）
2. 解像度（12M&10M&8M&7M&5M＆3M＆2M＆VGA）
3. 画質（スーパーファイン＆ファイン＆ノーマル）
4. シャープ（鮮明＆ノーマル＆ソフト）
5. 露出補正（+3～-3）
6. ホワイトバランス（オート＆太陽光＆曇天＆蛍光灯＆電球モード）
7. カラー（標準＆セピア＆モノクロ＆ビビット）
8. ISO（100＆200＆400）

9. シーンセレクション（オート＆風景＆ポートレート＆夜景＆夜景ポートレート
＆高感度＆ビーチ）

10. 顔検出（オフ＆顔検出＆笑顔検出）
11. 手振れ軽減（オン＆オフ）
12. 連写（オン＆オフ）

設
定



録画待機画面で「MODE」ボタンを2回押し、再生モードに切り替えます。

再生モードで方向ボタンで再生したいファイルを選択、「OK」ボタンを押せば、録
画したデータを再生できます。

再生モードで「MENU」ボタンを押し、再生しているデータを消去また保護すること
ができます。

消去画面に この動画を消去＆全てのデータを消去を調整することができます。

保護画面にも このデータを保護＆このデータの保護解除＆全データの保護＆
全データの保護解除を調整できます。

保護されたデータは上書きされません。

録画＆写真待機モードで「MENU」ボタン2回押し、システム設定画面に切り替え
ます。システム設定画面で下記の項目設定変更可能です。

1. 日付/時刻（⇒P9）

2. 自動電源オフ

3. Gセンサー

4. ライセンス番号セット（メーカー調整用、変更不可）

5. ボタン操作音

6. スクリーンセーバー

7. 言語（⇒P9）

8. 周波数

9. テレビモード

10. 画像回転

11. フォーマット

12. 初期設定に戻す

13. バージョン確認（確認用、変更不可）

自動電源オフ

録画画面が静止した状態、電源オフされていない場合、自動に（1分＆3分＆5分）
後に電源オフされます。

14
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Ｇセンサー

衝突を検知されたときに録画されたデータを自動にロックかけることになります。
Level0～level4の間に設定変更可能、Level0は感知度一番低い、Level４は感知度
一番高いとなります。

ボタン操作音

ボタン操作音をオン＆オフに切り替えることができます。

スクリーンセーバー

録画開始後、1分＆3分＆5分経過したら、録画動作するけど、パネル表示が消え
ます。

周波数

周波数を50Hz＆60Hzに切り替えることができます。

テレビモード

HDMIケーブルでテレビと接続する時、テレビモードをお選んでください。

画像回転

画像回転をオンにする場合、映る映像が上下回転されます。

フォーマット

メモリーカードと相性問題あるときに、フォーマットを行ってください。また、正確に
データ記録されるため、月1回フォーマット行うことをお勧めいたします。

初期設定に戻す

本製品にシステム上の不具合が発生した場合、初期設定に戻すことをお勧めい
たします。

保証期間は、お買い上げ日から6カ月間です。

ご使用中に何かご質問がございましたら、お気軽に下記連絡先までお問い合わ
せください。

①Service@aokistore.com

②050-5532-0995

電話でのお受け取りできないことが多いの為、なるべくメールにてご連絡をお願
いいたします。
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製品に異常があった場合、下記内容をご確認ください。

16

症状 ここをチェックしてください

LED ランプが点灯しない。
●シガープラグコードのヒューズが切れていませんか？
●接触不良や断線などしていませんか？
●テレビ接続端子にシガープラグコードを接続していませんか？

事故の衝撃映像が保存され
ていない。

●事故時の衝撃によっては、衝撃録画されない場合があ

ります。念のためスイッチ操作での録画を行うことをお勧めします。

記録時間を変更するにはど
うすればいいですか？

● [ 録画サイズ] および[ 画質] の設定を変更することで記録時間を

変更することができます。

microSDHCカードの容量が
いっぱいになったらどうなり

ますか？

●microSDHCカードの容量がいっぱいになると古い映像から順に
上書きされていきます。

microSDHCカードに録画

データが保存されていない。

●microSDHCカードは消耗品です。2 ～ 3 年を目安に交換を行なっ

てください。

起動しなくなったり、動作が

不安定になる。

●microSDHCカード内に本機以外のデータが保存されていません
か？
●必要な映像をパソコンへ保存してから、本体でmicroSDHC カード

の初期化を行なってください。

記録した映像は、事故の証
拠として認められています
か？

●事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品で

す。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。

microSDHCカードがパソコ

ンで認識されない

●お使いのSD カードリーダーはSDHC に対応していますか？付属
のカードはmicroSDHCカードとなっているため、SDHC に対応してい

る必要があります。

ループ録画できない、また録
画は数秒で終わる

●ループ録画の設定およびモーションセンサーの設定を
ご確認ください。ループ録画を３分/５分/１０分に設定、
モーションセンサーをオフにしてください。

付
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