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ドコモドライブレコーダー

クイックスタートガイド

はじめに
「DDR01」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

本機の取扱説明書について
■ クイックスタートガイド（本体付属品）
ドコモドライブレコーダーの取り付け方、初期設定などを説明しています。

■ 取扱説明書（PDF ファイル）
機能の詳しい案内や操作について説明しています。
ドコモのホームページでダウンロードできます。
※ 掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

• 「安全上のご注意」（P.6～P.16）は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。
• クイックスタートガイドは、大切に保管してください。
• 本機は日本国内専用モデルのため、国外で使用することはできません。
• 万が一の事故等、もしものときは、必要な録画／記録ファイルが上書きされないように本機
の電源をオフにして SD カードを取り出してください。
• 本書の画面や操作例は操作説明用に作成したものです。本機は自動でアップデートを行うた
め、実際の画面と異なる画面や、実際には行えない例が記載されている場合があります。
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本体付属品
DDR01 本体（保証書付き）

DDR01 取付ブラケット

DDR01 DC アダプタケーブル
（5m）

DDR01 ソケット用ケーブル
（2m）

DDR01 DC アダプタ

専用クリーナ
（個装袋に入っています。）
（試供品）

microSDHC カード（8GB）
（試供品）

DC アダプタ固定用
面ファスナー
（試供品）

ケーブルクリップ 10 個
（試供品）

取付け時のご注意事項

サービスご利用案内

• ケースに入っている、小さ
い方が microSDHC カード
です。大きい方はパソコン
等で録画ファイルを再生す
るときなどに使用する SD
カード変換アダプタです。
クイックスタートガイド
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本機のご利用について
免責事項について
お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品
の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切
その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
• 本機はあらゆる状況においての映像の記録を保証する物ではありません。
• 本機は事故の証拠として裁判などで効力を保証する物ではありません。信号機の識別や記録に
関して、当社は一切の責任を負いません。
• 本機の故障や、本機使用によって生じた損害、および microSD カードに保存されたデータ破
損、それらによる損害について、当社は一切の責任を負いません。
• 本機は、車両の走行状態等を記録するための機器です。
その他の目的や、いたずら用途に使用した場合は、個人情報保護法や、プライバシーの侵害、
肖像権に抵触する場合があります。またこれらの件については当社は一切の責任を負いません。
• 本機搭載の運転支援機能はデジタルカメラの画像処理技術を用いた運転支援機能です。
車両に搭載されている純正品のミリ波レーダー、赤外線カメラ、ツインカメラなどが持つ支援
機能精度とは異なり、画像処理技術の範囲で実現した動作精度となります。さまざまな状況に
より意図したように働かない場合がありますが、故障ではありません。
• LED 信号機は、映像がちらついたり、点滅しているような映像が記録される場合があります。
信号機の識別や記録に関して、当社は一切の責任を負いません。
• 本機に保存されたデータは、定期的にパソコンなどの外部記録媒体に保管してくださるようお
願いします。本機の故障や修理、その他の取り扱いなどによって、万が一、登録されたデータ
が消失してしまうことがあっても、当社としては一切の責任を負いかねますのであらかじめご
了承ください。
• 本機は、品質改善や機能追加のため、オペレーティングシステム（OS）のバージョンアップを
行うことがあります。バージョンアップは、本機の起動時に自動で行われますが、通信にかか
る費用についてはお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
バージョンアップの際に、操作方法が変更になったりすることがあります。また、古い OS バー
ジョンで使用していた機能が使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
機能の追加や操作方法の変更などに関する最新情報は、ドコモのホームページをご確認くださ
い。
• 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
• 操作画面およびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
• 市販のオプション品については、当社では動作保証は致しませんので、あらかじめご了承くだ
さい。
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安全上のご注意（必ずお守りください）

安全上のご注意（必ずお守りください）
■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。
■ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未
然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害
の程度を説明しています。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）を
負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷（※1）を
負う可能性が想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷（※2）を負う可能性
が想定される場合および物的損害（※3）の発生が想定される」内
容です。
※1 重傷 ： 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、お
よび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
※2 軽傷 ： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指し
ます。
※3 物的損害 ： 家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。
禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
禁止

分解してはいけないことを示す記号です。
分解禁止

水濡れ禁止

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す
記号です。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
指示

電源プラグ
を抜く
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電源プラグをアクセサリーソケットから抜いていただくことを示す記号で
す。

1．本機、DC アダプタ、DC アダプタケーブル、ソケット用ケーブル、
取付ブラケットの取り扱いについて＜共通＞

危険
■ 砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂など
が付着した手で触れないでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、
充電しないでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
禁止

火災、やけど、けがなどの原因となります。

■ 鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いた
り、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
禁止

火災、やけど、けがなどの原因となります。

■ 本機や DC アダプタの内蔵電池を取り外そうとしないでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ 本機の外装カバーを取り外そうとしないでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ 分解・修理および改造はしないでください。
分解禁止

分解・修理、改造、ケーブルの被覆を切って他の機器の電源を取るのは絶対におやめ
ください。交通事故や火災、感電、故障の原因となります。
また、本機の改造や改造した機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法違反
になります。

■ 機器内部に、水や異物を入れないでください。
水濡れ禁止

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、
感電の原因となります。また、故障の原因となりますので、飲み物などが機器にかか
らないようにご注意ください。

■ オプション品は、NTT ドコモが指定したものを使用してください。

指示

指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告
■ 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えな
いでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付けと配線をしないで
ください。
禁止

エアバッグの誤動作や動作したエアバッグでドライブレコーダーがはずれて、死亡事
故やケガの原因となります。エアバッグ装着車に取り付けるときは、車両メーカーに
作業上の注意事項を確認してください。
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安全上のご注意（必ずお守りください）

■ 取り付けやアース配線に車の保安部品（ステアリング、ブレーキ、タン
クなど）のボルトやナットを絶対に使用しないでください。
禁止

交通事故やケガの原因となります。

■ 雷が鳴り出したら、本機や DC アダプタ、DC アダプタケーブル、ソケッ
ト用ケーブルには触れないでください。
禁止

感電などの原因となります。

■ 取扱説明書に従って取り付け・配線をしてください。

火災や故障の原因となります。作業は手順どおりに正しく行ってください。
指示

■ 作業前に、車体のパイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認してく
ださい。

指示

車体に穴を開けて取り付ける場合はパイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触し
ないよう注意して、加工部のサビ止め・浸水防止処理をしてください。火災や感電の
原因となります。

■ 必ず付属の部品や指定の部品を使用してください。

機器の損傷や確実に固定できず外れて事故や故障、火災の原因となります。

指示

■ DC アダプタやケーブルは、運転を妨げないように引き回し固定してくだ
さい。
指示

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、交通事故の原因と
なります。

■ 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にケーブルを挟み込まない
ように配線してください。

指示

断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

■ 取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめてください。
指示

指示

車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作
しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因となります。

■ 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してく
ださい。充電時間は DC アダプタの LED の色でご確認いただけます。充
電中（橙点灯）、充電完了（緑点灯）、電池/充電異常（赤点滅）

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

■ 使用中、充電中、保管中に異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの
異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
指示

• 本機の電源を切る。
• DC アダプタケーブルを本機から抜く。
• ソケット用ケーブルのプラグをアクセサリーソケットから抜く。
• ソケット用ケーブルおよび DC アダプタケーブルを DC アダプタから抜く。
上記の作業を行わないと火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ ペットなどが本機や DC アダプタ、ケーブルに噛みつかないようご注意
ください。

指示
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内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

注意
■ 破損したまま使用しないでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでく
ださい。
禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。

2. 本機の取り扱いについて

危険
■ 本機の内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗っ
た後、直ちに医師の診療を受けてください。
指示

本機内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告
■ 運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視したりしないでください。

禁止

必ず安全な場所に車を停車し、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。
交通事故の原因となります。

■ 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。

禁止

■ 本機の DC アダプタケーブルコネクタ端子に導電性異物（金属片など）
を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

■ 本機の SD カードの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペット
の尿など）や金属片（カッターの刃やホチキスの針など）、燃えやすいも
のなどの異物を入れないでください。また、SD カードの挿入場所や向き
を間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ 炎天下などで車内が高温になっている場合には、本機にさわらないでく
ださい。
禁止

やけどなどの原因となります。

■ 本機は保安基準の取付許容範囲外に取り付けないでください。
視界不良や本機がはずれて、事故の原因となります。

禁止

■ 視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付け
ないでください。
禁止

交通事故やケガの原因となります。

■ 本機は DC12V/24V マイナスアース車以外で使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
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安全上のご注意（必ずお守りください）

■ 音量は、車外の音が聞こえない音量で使用しないでください。
車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となります。

禁止

■ ディスプレイ部やカメラのレンズなどのガラスを破損した際には、割れ
たガラスや露出した本機の内部にご注意ください。
指示

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意
■ 水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けないでくだ
さい。
禁止

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となることがあります。

■ 本機を車載用以外で使用しないでください。
禁止

発煙や発火、感電やけがの原因となることがあります。

■ 故障や異常な状態のままで使用しないでください。
禁止

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭
がするなどの場合は、ただちに使用を中止して DC アダプタケーブルを本機から抜い
てください。事故や火災、感電の原因となります。

■ 走行前に本機の取り付け状態を点検してください。
指示

本機の脱落、落下などにより、けがや交通事故の原因となることがあります。

■ 本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医
師の診療を受けてください。

指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質については以下をご参照ください。
⇒「7. 材質一覧」 （ P.14）

■ ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとって
ください。

指示

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

3. 内蔵電池の取り扱いについて
（本機や DC アダプタは充電式電池を内蔵しています）
■ 本機や DC アダプタの取り扱いに注意してください。

本機や DC アダプタは充電式電池を内蔵しています。次のことを必ず守ってください。

危険
禁止

■ ダッシュボードなど直射日光の強いところや炎天下の車内などの異常に
高温となる場所に本機を放置したり、DC アダプタを放置、設置したりし
ないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

■ 本機や DC アダプタの内蔵電池を取り外そうとしないでください。
禁止
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火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ 内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、
直ちに医師の診療を受けてください。

指示

内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告
■ 内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用
をやめて火気から遠ざけてください。
指示

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

注意
■ 本機や DC アダプタを落としたら使用を中止してください。
指示

本機や DC アダプタを落としたり、強い衝撃が加わったりした場合は、内蔵電池が損
傷しているおそれがありますので、使用を中止し、本機や DC アダプタの点検・修理
を依頼ください。そのまま使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となり
ます。

■ 内蔵電池を廃棄するときの取り扱いに注意してください。

本機や DC アダプタの内蔵電池を廃棄するときは、次のことを必ず守ってください。

注意
■ 本機や DC アダプタは内蔵電池を使用しております。
一般のゴミと一緒に捨てないでください。
禁止

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要
となった本機や DC アダプタの廃棄については以下をご覧ください。
⇒「本機や DC アダプタを廃棄するときのご注意」 （ P.50）

4. DC アダプタ、DC アダプタケーブル、ソケット用ケーブルの
取り扱いについて

警告
■ DC アダプタや DC アダプタケーブル、ソケット用ケーブルが傷んだら
使用しないでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ DC アダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しな
いでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ 雷が鳴り出したら、本機や DC アダプタ、DC アダプタケーブル、ソケッ
ト用ケーブルには触れないでください。
禁止

禁止

感電などの原因となります。

■ アクセサリーソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないで
ください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでく
ださい。
火災、やけど、感電などの原因となります。
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安全上のご注意（必ずお守りください）

■ アクセサリーソケットに電源プラグを抜き差しするときは、金属製スト
ラップなどの金属類を接触させないでください。
禁止

火災、やけど、感電などの原因となります。

■ 濡れた手でソケット用ケーブル、DC アダプタケーブルを抜き差ししない
でください。
濡れ手禁止

感電の原因となります。

■ 本機に付属の DC アダプタを使用してください。

指示

本機は DC アダプタで電源の 12V/24V を 5V に変換して本体に供給しています。
付属以外の DC アダプタを使用したり、DC アダプタを改造することは絶対におやめく
ださい。火災、感電の原因となります。

■ ソケット用ケーブルや DC アダプタケーブルは定期的に清掃してくださ
い。
指示

ほこりが付着していると火災の原因となります。

■ ソケット用ケーブルは、アクセサリーソケットと DC アダプタに確実に
差し込んでください。
指示

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

■ 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。
また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
指示

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ ドライブレコーダーを長時間使用しないときは、電源プラグをアクセサ
リーソケットから抜いてください。
電源プラグ
を抜く

車種によってエンジンを切ってもアクセサリーソケットに電気が供給されている場合
があります。火災やバッテリー上がりの原因となります。

■ 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、
直ちに電源プラグをアクセサリーソケットから抜いてください。
電源プラグ
を抜く

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

■ お手入れの際は、電源プラグをアクセサリーソケットから抜いてくださ
い。
電源プラグ
を抜く

抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

■ ソケット用ケーブルをアクセサリーソケットから抜くときは、コードを
引っ張るなど無理な力を加えず、電源プラグを持って抜いてください。
電源プラグ
を抜く

コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意
■ アクセサリーソケットにつないだ状態で DC アダプタに継続して触れな
いでください。
禁止

やけどなどの原因となります。

■ ソケット用ケーブルや DC アダプタケーブルの扱いに注意してください。
指示
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ケーブルを傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを
のせる、熱機器に近づけるなどしないでください。断線やショートにより、火災、や
けど、けが、感電などの原因となります。

5. 取付ブラケットの取り扱いについて

警告
■ 取付ブラケットからはがした剥離紙は乳幼児の手の届かないところに置
いてください。
指示

誤って飲み込むおそれがあります。万が一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに
医師と相談してください。

6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されて
いる場合は、装着部から本機を 15cm 以上離して使用してください。電波により医用
電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
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安全上のご注意（必ずお守りください）

7. 材質一覧
■ 本体
使用箇所
カメラ側

モニター側
上面
底面

材質

表面処理

外装カバー

PC

-

カメラリング部

ABS

-

カメラレンズ部

ガラス

高透過率フィルム

外装カバー

PC

-

ディスプレイパネル

PC

-

電源差込部カバー

TPE

-

セカンドカメラ端子カバー

PC

-

緊急録画ボタン

PC

-

マイクボタン

PC

-

USB 端子カバー

PC

-

SD カードカバー

PC

-

PC

-

使用箇所

材質

表面処理

フロントガラスへの取り付け用プレート

PC

-

ブラケット角度固定ネジ

PC

-

本体との接続部

PC

-

PC

-

側面

［MENU/OK］ボタン

■ 取付ブラケット

リリースレバー
ピン

鉄

ニッケルメッキ

スプリング

SWP-B

-

ネジ

鉄

亜鉛メッキ

紙

-

使用箇所

材質

表面処理

DC アダプタ差込部

PVC

-

コード

PVC

-

ABS

-

本体とのリリース部

フロントガラスへの貼
剥離紙
り付け面

■ ソケット用ケーブル

プラグ外装
プラグ
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金属部分

高マンガン鋼

ニッケルメッキ

ネジ

鉄

黒亜鉛メッキ

■ DC アダプタケーブル
使用箇所

材質

表面処理

DC アダプタ差込部

PVC

-

コード

PVC

-

ドライブレコーダー本体差込部

PA

-

使用箇所

材質

表面処理

DC アダプタ外装

PC

-

材質

表面処理

■ DC アダプタ

■ 試供品
使用箇所
面ファスナー

繊維

ナイロン、ポリエステル

剥離紙

紙

-

ケーブルクリップ

PA

-

専用クリーナ

不織布

精製水
エタノール
パラベン

SD カード
SD カード変換アダプタ

樹脂部

エポキシ樹脂

-

金属部

金

金メッキ

樹脂部

PC

-

金属部

金

金メッキ
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安全上のご注意（必ずお守りください）

8. 試供品（専用クリーナ、SD カード、DC アダプタ固定用面
ファスナー、ケーブルクリップ）の取り扱いについて＜共通＞
■ 専用クリーナ、SD カード、DC アダプタ固定用面ファスナー、ケーブルクリップ
共通

警告
■ 破損したまま使用しないでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ SD カードやケーブルクリップ、DC アダプタ固定用面ファスナーからは
がした剥離紙は乳幼児の手の届かないところに置いてください。

指示

誤って飲み込むおそれがあります。万が一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに
医師と相談してください。

■ 試供品の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、
医師の診療を受けてください。
指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各試供品の材質については以下をご参照ください。
⇒「7. 材質一覧」 （ P.14）

■ SD カード

警告
■ 分解、改造をしないでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ SD カードを曲げたり、強い力を加えたり、落としたり、強い衝撃を与え
たり、重いものを載せたりしないでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

異常時のお問い合わせ

■ 異常が起きた場合は、ただちに使用を中止し、必ずドコモ ドライバーズ
サポートセンターに連絡してください。

指示

そのまま使用すると、思わぬ事故や火災、感電の原因となります。

本機の異常にお気づきのときは
本機の異常にお気づきのときは、まず取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を参照して解決
方法がないかお調べください。解決方法が見つからないときは、DC アダプタケーブルの抜き差
しをして再起動してください。再起動しても正常に戻らないときは、ドコモ ドライバーズサポー
トセンターまでご連絡ください。
本機は GPS 機器を搭載しています。
取得する走行データには、位置情報が含まれます。
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取り扱い上のご注意
共通のお願い
• 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）をかけないでください。
本機や DC アダプタ、DC アダプタケーブル、ソケット用ケーブル、SD カードは防水性能を有
しておりませんので、湿気の多い場所や雨などがかかる場所でのご使用はおやめください。
内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、
保証対象外となります。
修理につきましては、
「ドコモ ドライバーズサポートセンター」または、ドコモ指定の故障取扱
窓口までお問い合わせください。
また、取付ブラケットや DC アダプタ固定用面ファスナー、ケーブルクリップの両面テープに
水などの液体がかかると、粘着力が低下する可能性がありますのでご注意ください。
• 端子などは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。
端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。
また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。
• エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
• 無理な力がかからないように使用してください。
ディスプレイ、内部基板、内蔵電池などの故障、破損の原因となります。
また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、故障、破損の原因となります。
• オプション品は、NTT ドコモが指定したものを使用してください。
指定以外のものを使用すると、故障、破損の原因となります。
なお指定の製品については、ドコモ ドライバーズサポート紹介サイトをご覧ください。
（https://nttdocomo-ssw.com/nssw/dds/pub)
• オプション品を使用する場合には、対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書
をよくお読みください。
• 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障、破損の原因となります。
• 本機や DC アダプタの内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。
• 内蔵電池の種類は以下のとおりです。
種類

記号

本機

マンガン・シリコン・リチウム
ＭＳ
電池

DC アダプタ

ニッケル水素電池

Ｎｉ-ＭＨ
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取り扱い上のご注意

本機についてのお願い
取り付けについて
• フロントガラス上部からフロントガラス全体の 20％の範囲内、または運転者の前方視界を妨げ
ない位置に取り付けてください。
• ワイパーの拭き取り範囲に入るように取り付けてください。
• ルームミラーの操作の妨げにならない位置に取り付けてください。
• 車検証ラベルなどに重ならないように取り付けてください。
• 運転やエアバック動作の妨げにならないように取り付けてください。
• 本機を運転支援システム搭載車に取り付けるときは、車両の取扱説明書を確認して運転支援シ
ステムの妨げにならない場所を選んで取り付けてください。
• 誤った取り付けをした場合は、事故録画、運転支援機能が正しく動作しないことがあります。
取り付け方向、取り付け角度など「取り付けかた」を参照して本機を正しく取り付けてくださ
い。（ P.25）
• 地デジなどのアンテナ付近や、電装品の近くには設置しないでください。テレビの受信感度の
低下やチラツキ、ノイズの原因になる可能性があります。
• 本機を取り付け後、車両電装品が正常に動くか、必ず動作確認を行ってください。

ご使用について
• ディスプレイを強く押したり、先の尖ったもので操作したりしないでください。
傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
• 極端な高温、低温は避けてください。
温度は連続動作時は－20℃～60℃、駐車監視時は－20℃～85℃の範囲でご使用ください。
• 録画データは SD カードに保存されますが、必要に応じてパソコンへ保管してください。
万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます
のであらかじめご了承ください。
• 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしな
いでください。
故障、破損の原因となります。
• 使用中や充電中に本機が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用
ください。
• 通常は SD カードカバー、USB 端子カバーを閉じた状態でご使用ください。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や粉塵などの異物が入り故障の原因とな
ります。
• 動画録画中や動画再生中は、SD カードを本機から取り外さないでください。SD カードを本機
から取り外す場合は、本機の電源を切ってから取り外してください。
誤った取り外しをした場合は、SD カードのデータ消失、故障の原因となる可能性があります。
• 充電は、適正な周囲温度（－20℃～45℃）の場所で行ってください。
• 本機を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような
状態で保管しないでください。
- 充電完了後すぐの状態での保管
- 本機の電源が入らない程消費している状態での保管
• 高温で充電すると内蔵電池を劣化させる恐れがあります。また、低温で充電すると、十分な充
電ができません。
• カメラのレンズをふさいだり、汚したり、レンズの近くに反射物を置かないでください。
• 自動車のフロントガラスにコーティング剤が使用されている場合は、録画品質に影響が出る可
能性があります。
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• 本機や SD カードに異常が発生していないかの確認を含め、正常に記録されていることを定期
的に確認してください。
• 本機の電源がオンになったときに、エラーメッセージが表示されていないか必ず確認してくだ
さい。
• 夏季は車内が高温になることがありますので、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。
高温、低温でのご使用は、誤動作や故障の原因となります。
• 本機が汚れたときは、シリコンクロスか柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいと
きは、中性のクリーナを付けた布で汚れを落とし、その後クリーナを拭き取ってください。
固い布やシンナー、アルコールなどの揮発性のもので拭くと、傷が付いたり変形や変質、破損
の原因となります。
• レンズ部が汚れている場合には、水を含ませた柔らかい布で軽く拭いてください。
乾いた布で強くこすると傷の原因となります。

内蔵電池について
• 本機は時計のバックアップをするため MS リチウム二次電池を内蔵しています。
• 購入直後は電池が十分に充電されていません。時刻がリセットされるときは、本機の電源を
1～2 時間オンにして充電してください。
• 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。
• DC アダプタには電池が内蔵されています。内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。十分に
充電しても使用時間が極端に短くなったときは DC アダプタの交換時期です。DC アダプタ類の
交換をご希望される場合は、ご希望の交換が可能かどうかをドコモ ドライバーズサポートセン
ターまたはドコモ指定の故障窓口にお問い合わせください。

DC アダプタ、DC アダプタケーブル、ソケット用ケーブルに
ついてのお願い
• 接続ケーブルの配線をラジオアンテナ付近で行うと、ラジオの受信感度の低下やノイズの原因
になる可能性があります。
• ケーブル類は運転操作の妨げにならないようにケーブルクリップで固定するか、市販のソフト
テープなどでまとめてください。
• 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にケーブルを挟み込まないように配線してくださ
い。
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。
• 充電は、適正な周囲温度（－20℃～45℃）の場所で行ってください。
• 高温で充電すると内蔵電池を劣化させる恐れがあります。また、低温で充電すると、十分な充
電ができません。
• 次のような場所では、充電しないでください。
湿気、ほこり、振動の多い場所
家庭用電子機器（テレビ・ラジオなど）の近く
• 充電中にアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用くだ
さい。
• DC アダプタを使用して充電する際、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
• 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
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取り扱い上のご注意

取付ブラケットについてのお願い
• フロントガラスに突起物（日よけ）などがあるときは、重ならないように避けて取り付けてく
ださい。
• 付属の専用クリーナまたは市販のクリーニングクロスにエタノールをしみこませたもので取付
場所の汚れや脂分をきれいに拭き取り、乾いたことを確認して取り付けてください。
• 取付ブラケットを取り付けの際に両面テープの接着面に手を触れないでください。
粘着力が低下する可能性があります。
• 取付ブラケットをフロントガラスに貼り付けた後、取付ブラケット単体で 24 時間以上放置してくだ
さい。
接着強度が安定します。
• 再貼り付けや汎用の両面テープなどで取り付けることはしないでください。
• 取付ブラケットを貼り付け後にフロントガラスを拭く場合は、両面テープに水分やガラスクリー
ナなどのスプレーがかからないように注意し、貼り付けてから 10 分以上放置後に行ってくだ
さい。
• ご使用前に取付ブラケットの接着面がはがれていないか確認してから、ご使用ください。
※ 本機に同梱されているカラーの印刷物「取付け時のご注意事項」にも取付ブラケットの取り扱
い方法が記載されております。
「取付け時のご注意事項」をよくお読みになって、ご使用ください。
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無線 LAN（WLAN）についてのお願い
• 無線 LAN（WLAN）は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば
自由に LAN 接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないとき
は、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。
お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用することを推奨します。
• 無線 LAN 機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねます
ので、あらかじめご了承ください。
• 本機は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受け
ています（受けた部品を使用しています）。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は
必要ありません。日本国内のみで使用してください。日本国内以外で使用すると各国の電波法
に抵触する可能性があります。以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。
- 分解・改造すること

周波数帯について
• 本機の周波数表示と意味は下記の通りです。

2.4FH1/DS4/OF4
2.4

： 2400MHz 帯を利用する無線設備を表します。

FH/DS/OF

： 変調方式が FH-SS、DS-SS、OFDM であることを示します。

1

： 想定される与干渉距離が 10 ｍ以下であることを示します。

4

： 想定される与干渉距離が 40 ｍ以下であることを示します。
： 全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能です。

2.4GHz 機器使用上の注意事項
• 2.4GHz 帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがありま
す。ほかの無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項にご注意してご使用ください。
使用上のご注意
本機の使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジ等の産業 ・ 化学 ・ 医療機器のほか工場の
製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定
小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運
用されています。
• 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにア
マチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
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取り扱い上のご注意

注意
• 改造された本機は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法/電気
通信事業法に抵触します。
本機は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事
業法に基づく機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マー
ク 」が本機の銘板シールに表示されております。
• 本機の分解をして内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。
技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵
触しますので、絶対に使用されないようにお願いします。
• 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

試供品（専用クリーナ、SD カード、DC アダプタ固定用面ファ
スナー、ケーブルクリップ）についてのお願い
■ 専用クリーナ
• 水には溶けませんので、トイレ等には流さず、燃えるゴミとして処理してください。

■ SD カード
• SD カードの取り扱い上のご注意については、取扱説明書の「ご使用の前に」をご覧ください。

■ DC アダプタ固定用面ファスナー
• DC アダプタ固定用面ファスナーを貼り付けの際に両面テープの接着面に手を触れないでくださ
い。
粘着力が低下する可能性があります。

■ ケーブルクリップ
• 衝撃を与えたりしないでください。
破損の原因となります。
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各部の名称とはたらき
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各部の名称とはたらき

1スピーカー
音声ガイドや警告音、動画再生中の音声を出
力します。
2 ブラケット取付部
付属の取付ブラケットを取り付けます。
3 カメラレンズ
4 DC アダプタケーブルコネクタ端子
付属の DC アダプタケーブルを接続します。
5 マイク
6 セカンドカメラ端子
セカンドカメラ端子カバーを取り外して、別
売の DDR01 セカンドカメラを接続しま
す。
他のカメラは接続できません。
7USB 端子
USB 端子カバーを開けて、micro USB ケー
ブルを接続します。
micro USB Type-B のケーブルをご使用く
ださい。
8 SD カードスロット＋ SD カードカバー
SD カードカバーを開けて、SD カードを挿
入します。
9 REC インジケーター
• 電源オンから録画を開始するまでは点滅
（青）します。
• 録画中は点灯（青）します。
• 記録できない状態のときは、点灯（赤）し
ます。
• 駐車録画待機時はゆっくり点滅（赤）しま
す。
• 駐車録画時は点滅（赤）します。
• 電源オフのときは消灯します。
0 ▲ボタン
• メニュー表示中に押すと前の項目に移動し
ます。
• 動画再生中に押すと次のファイルを再生し
ます。
• 動画再生中に押し続けると早送り、一時停
止中に押し続けると正スロー再生をしま
す。
ボタンを離すと早送りのときは再生、正ス
ロー再生のときは一時停止します。
• メンテナンスモードの設定、解除で使用し
ます。（ P.45）

24

a MENU/OK ボタン
• MENU 画面を表示します。
• メニュー表示中は決定ボタンとして働きま
す。
• 動画再生中は押すたびに一時停止/再生の
切り替えができます。
• 動画再生中に約１秒押し続けて離すと
［OFF］→［1］→［3］→［5］の順で再
生音量が切り替わります。
• 一時停止中に押し続けるとファイルの保護
ができます。
b ▼ボタン
• メニュー表示中に押すと次の項目に移動し
ます。
• 動画再生中に押すと前のファイルを再生し
ます。
• 動画再生中に押し続けると早戻し、一時停
止中に押し続けると逆スロー再生をしま
す。
ボタンを離すと早戻しのときは再生、逆ス
ロー再生のときは一時停止します。
• メンテナンスモードの設定、解除で使用し
ます。
（ P.45）
c 緊急録画ボタン
• 常時録画中に［緊急録画］ボタンを 1 秒
以上長押しすると緊急録画を開始します。
画面の左上に緊急録画の残り時間が表示さ
れます。
• 緊急録画中に［緊急録画］ボタンを 1 秒
以上長押しすると緊急録画を停止すること
ができます。
• ［緊急録画］ボタンを押した後に何もしな
いと、50 秒後に自動的に緊急録画を終了
します。
• 緊急録画の最大時間は、［緊急録画］ボタ
ンを押す前の 10 秒間と［緊急録画］ボタ
ンを押した後の最大 50 秒間の合計で最大
60 秒間となります。
dMIC ボタン
• 録画中に押すと音声記録の設定オン/オフ
を変更します。
• メニュー表示中はキャンセル、戻る、また
は終了ボタンとして働きます。
• 一時停止中に押し続けるとファイルの削除
ができます。
e マイク

取り付けかた
3

取付手順
車が水平な場所に駐車していることを確認しま
す。

1

本機を取付ブラケットに取り付ける
取付ブラケットを本機のブラケット取付部に
差し込み、カチッと音がするまでスライドさ
せて固定してください。

取り付ける面をきれいにして取付ブラケット
をフロントガラスに貼り付ける
付属の専用クリーナで取付場所の汚れや脂分
をきれいに拭き取ってください。汚れや脂分
が残っていると両面テープの粘着力が落ちる
可能性があります。拭いた場所が乾いたこと
を確認してから、取付ブラケットの両面テー
プの剥離紙をはがし、フロントガラスに押し
つけて取付ブラケットを貼り付けます。

剥離紙

車外

2

両面テープに空気が入らないように注意して、
上部から下部の方向にフロントガラスに強く
押し付けて貼り付けてください。
なお、取付ブラケットをフロントガラスに貼
り付けた後、取付ブラケット単体で 24 時間
以上放置することで、接着強度が安定します。

車内

本機の取付位置を決める
フロントガラスへの取り付けは、国土交通省
の定める保安基準※により取付位置が限定さ
れています。
「車種別推奨取付位置」のページを参考にし
て取付位置を決めてください。
- 「乗用車の推奨取付位置」 （ P.27）
- 「トラックの推奨取付位置」 （ P.28）
取付位置を決めたら、本機を取付ブラケット
から一旦外します。
※ 保安基準：道路運送車両の保安基準 第 29
条（窓ガラス）、細目告示 第 195 条

※ 向きを間違えないように
してください。

4

セットアップする
本機を取付ブラケットに取り付けなおしま
す。
本機に DC アダプタケーブルを接続し、車両
のエンジンをオンにすると本機の電源がオン
になります。
本機を初めて使用する際は、セットアップ画
面が表示されますので、画面の指示に従って
セットアップを行ってください。

お知らせ
• 初回起動時以外などでセットアップの項目
を個別に調整するときは、取扱説明書の
「MENU 操作する」を参照して調整します。

5

DC アダプタケーブルを配線する
「推奨取付位置」 （ P.27）、 および「配
線のしかた」 （ P.30）を参考にして、
ケーブルを配線してください。
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取り付けかた

取付状態の点検について
走行前に本機の取付状態を点検してくださ
い。
以下の場合には、両面テープの接着状態が
不十分な可能性がありますので、ドコモ ド
ライバーズサポートセンターまでご相談く
ださい。
① 取付ブラケットとフロントガラスの間に
隙間が空いている（空気が入っている）
② 取付ブラケットの固定ネジ部分を持ち、
軽く引っ張った場合に取付ブラケットが
ぐらぐらする
※ 必ずエンジンを切った状態で点検してく
ださい。
取り付け時の作業環境について
＜気温＞
• 貼り付け作業時の環境温度は、15℃以上
が推奨です。気温が低い時期（気温 15℃
未満の作業環境など）は、両面テープの
柔軟性が低下して、フロントガラス面と
十分な粘着力が得られない場合がありま
す。
• 温度が低い場合は、ドライヤーまたは車
のヒーターなどでフロントガラス面内側
の貼り付け部とドライブレコーダーの両
面テープ部を暖めてから貼り付け作業を
行ってください。
• 両面テープ部を暖めるときに、ドライブ
レコーダーを暖めすぎると破損する可能
性がありますので、両面テープ部を暖め
るときは、数秒だけドライヤーまたは車
のヒーターなどで暖めてください。
• ドライブレコーダー本体やレンズ部分に
は、ドライヤーまたは車のヒーターなど
を使用しないでください。
＜湿気＞
• フロントガラス表面の貼り付け部を乾燥
させてから貼り付けてください。
• 室温に比べてフロントガラス表面温度が
低い場合は、結露によって水滴や湿気が
付着しやすくなり、両面テープの粘着力
が著しく低下します。
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推奨取付位置
■ 乗用車の推奨取付位置

• フロントガラスの上部から全体の 20％の範囲内で、運転者の前方視界を妨げないルームミラー
と干渉しない位置に取り付けてください。
• ワイパーの拭き取り範囲に入るように取り付けてください。
• 本機は、人体との距離が 20cm を超える位置に設置してください。
フロントガラス上部

推奨取付位置
セラミック部分

フロントガラス

車外

䤁
䤁

両面テープ
20％以内

䤁

ルームミラー

配線例

車内

DC アダプタケーブル
フロントガラス
に突起物（日よ
け）などがある
ときは、重なら
ないように避け
て取り付けてく
ださい。

フロントピラーカバー
ケーブルクリップ
DC アダプタ
ケーブル

エアバッグ

フロントピラー

ケーブルクリップ
※ DC アダプタケー
ブルを右図のよう
に留めます。

左の図のように
グローブボック
スまたはフロア
マットの下に
DC アダプタ
ケーブルを通し
ます。

DC アダプタ

①

②
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取り付けかた

■ トラックの推奨取付位置

• フロントガラスの上部から全体の 20％の範囲内で、運転者の前方視界を妨げないルームミラー
と干渉しない位置に取り付けてください。
• ワイパーの拭き取り範囲に入るように取り付けてください。
• 本機は、人体との距離が 20cm を超える位置に設置してください。
フロントガラス上部

推奨取付位置

セラミック部分

20％以内

フロントガラス

車外

䤁
䤁

両面テープ

䤁

ルームミラー

配線例

車内

DC アダプタケーブル
フロントガラス
に突起物（日よ
け）などがある
ときは、重なら
ないように避け
て取り付けてく
ださい。

フロントピラーカバー
ケーブルクリップ
DC アダプタ
ケーブル

DC アダプタ

エアバッグ

ケーブルクリップ
フロントピラー
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※ DC アダプタケー
ブルを右図のよう
に留めます。

①

②

左の図のように
グローブボック
スまたはフロア
マットの下に
DC アダプタ
ケーブルを通し
ます。

注意
DC アダプタケーブルをフロントピラーなどに通すときは、下記の点に注意して配線してくださ
い。
• DC アダプタケーブルは運転やエアバッグ動作の妨げにならないように注意して、助手席側
に取り付けてください。
• フロントピラーカバーが特殊クリップ等で固定されている車両の場合は、フロントピラーカ
バーを外すとクリップの交換が必要となる場合があります。フロントピラーカバーの外しか
たや交換部品の有無など詳しくは車両販売店にお問い合わせください。
• ケーブルクリップはフロントガラスには貼らないでください。
• ケーブルクリップは取付場所の汚れや脂分を付属の専用クリーナまたは市販のクリーニング
クロスにエタノールをしみこませたものできれいに拭き取り、乾いたことを確認してから固
定してください。
• ケーブルクリップでケーブルが固定できないところは、市販のソフトテープなどでまとめて
ください。
DC アダプタケーブルの配線と DC アダプタの固定は、下記の点に注意して配線してください。
• DC アダプタケーブルが長すぎて余った場合は、グローブボックスの裏やフロアマットの下
の安全で邪魔にならない場所にまとめて固定してください。このときに、テープ類や結束バ
ンドなどを使用して確実に固定してください。
• DC アダプタは、助手席の下または助手席の同乗者が足で踏みつけることのない安全な場所
に面ファスナーで固定してください。
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配線のしかた

配線のしかた
ソケット用ケーブル（付属品）の接続
• 配線する際に中継コネクタは使用しないでください。
DC アダプタ

DC アダプタケーブル（5m）

ソケット用ケーブル（2m）

DC アダプタケーブル
コネクタ端子

電源プラグをアクセサリーソケットに接続します。

DC アダプタケーブルは、下図のとおり取付ブラケッ
トのフックを通します。

※ DC アダプタケーブルを本機に接続する際は、DC アダプタケーブルコネクタ端子のカバーを上
側に開いてから、本機のコネクタにしっかりと DC アダプタケーブルを差し込んでください。
また、DC アダプタケーブルを本機に接続後は、DC アダプタケーブルコネクタ端子のカバーを
元の状態に戻してご使用ください。

注意
付属の DC アダプタケーブルを切ってドライブレコーダーへ直接 12V/24V を供給しないでく
ださい。故障の原因となります。（DC アダプタで 12V/24V を 5V に変換しています。）
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取り外すときは
■ 本機を取付ブラケットから取り外す場合
取付ブラケットのレバーを押し、ロックを解除の状態にしたまま本機をスライドさせて、取り外し
てください。

■ 取付ブラケットをフロントガラスから取り外す場合
樹脂製のへらを取付ブラケットとフロントガラスの間に差し込み、ガラス面に傷をつけないように
少しずつ両面テープをはがしてください。
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運転支援機能を使用する前に

運転支援機能を使用する前に
車両に合わせて調整する

4

運転支援機能を使用するために、本機を取り付
ける車両のタイプを選び、本機の取付位置や取
付角度、車両に合わせて地平線やボンネット先
端の位置を調整します。
※ 初回起動時は現在のキャプチャと異なる画面
が入っております。

［▲］/［▼］ボタンを操作してご使用の車
に最も近い車両タイプを選択し
［MENU/OK］ボタンを押す

1

2

1

［MENU/OK］ボタンを押す
MENU（メニュー）を表示します。

1

• ＜運転支援機能設定＞の画面になります。

1

2

［▲］/［▼］ボタンを操作して<運転支援
機能設定> を選択し［MENU/OK］ボタ
ンを押す

5

［▲］/［▼］ボタンを操作して<取付位置
>を選択し［MENU/OK］ボタンを押す

1
1
2
2
1

3

［▲］/［▼］ボタンを操作して<車両タイ
プ>を選択し［MENU/OK］ボタンを押す

1

2

1
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1

6

［▲］/［▼］ボタンを操作して本機の取付
位置を選択し［MENU/OK］ボタンを押す
車内から見て、本機を中央から左右 15cm
以内に設置したときは中央、中央から
15cm より右側に設置したときは右、中央
から 15cm より左側に設置したときは左
を選択してください。

左

中央

8

［▲］/［▼］ボタンを操作して<システム
設定>を選択し［MENU/OK］ボタンを押
す

1

2

右

1

15cm䤁 15cm䤁

9

［▲］/［▼］ボタンを操作して<設置ツー
ル>を選択し［MENU/OK］ボタンを押す

1
1

2
2

1

• ＜運転支援機能設定＞の画面になります。

1

10 ［▲］/［▼］ボタンを操作して<水準器>
を選択し［MENU/OK］ボタンを押す

1

2

7

［MIC］ボタンを押して MENU 画面に戻る
1

1
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運転支援機能を使用する前に

11

本機の取付角度を調整する
動く円が、できるだけ画面中央に近づくよ
うに角度を調整し、調整が完了したら
［MENU/OK］ボタンを押します。

13 ［▲］/［▼］ボタンを操作して<運転支援

機能設定>を選択し［MENU/OK］ボタン
を押す

画面中央に設定されている
水準器

1

2

画面中央に設定されていない
水準器

1

14 ［▲］/［▼］ボタンを操作して<検出範囲
>を選択し［MENU/OK］ボタンを押す

フロントガラス

1

2

1

ルームミラー

• ＜設置ツール＞の画面になります。

15 ［▲］/［▼］ボタンを操作してガイド線

（白点線）を地平線に合うように微調整し
て［MENU/OK］ボタンを押す
図のように調整します。
地平線の位置に線を移動させ、決定ボタンを押してください

1

2

12 ［MIC］ボタンを 2 回押して MENU 画面
に戻る

1
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1

このガイド線（白点線）を地平線に合
わせる。

16 ［▲］/［▼］ボタンを操作してガイド線

（白線）をボンネット先端に合うように微
調整して［MENU/OK］ボタンを押す

18 ［MIC］ボタンを 2 回押して常時録画に戻
る

図のように調整します。
ボンネット先端の位置に線を移動させ、決定ボタンを押してください

お知らせ

1

2

1

1

このガイド線（白線）をボンネット先端に
合わせる。

17 ［▲］/［▼］ボタンを操作してガイド線

（白線）が走行車線遠方の中央になるよう
に微調整して［MENU/OK］ボタンを押す

• ボンネットが映像に映らない車種はガイ
ド線（白線）を設定できる一番下まで下
げてください。
• お買い上げ時の運転支援機能
前方衝突アラート
車線逸脱アラート
発進遅れ
急アクセル・急ブレーキ警告
急ハンドル警告
ふらつき
は「ON」に設定されています。

図のように調整します。
走行車線遠方の中心に線を移動させ、決定ボタンを押してください

1

1

このガイド線（白線）を走行車線遠方の中
央に合わせる。

• 調整が終了すると＜運転支援機能設定＞の
画面に戻ります。
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ドコモ ドライバーズサポート

ドコモ ドライバーズサポート
ドライブレコーダーをネットワークに接続することで、万が一の出来事をクラウドに保存すること
ができるサービスです。さらにスマホアプリをご利用いただくことで、ドライブレコーダーからの
通知の受け取り・確認が便利になります。
複数の登録先に通知することも可能です。
※ご利用にはドコモの回線契約及びサービス利用設定が必要となります。
ドコモ ドライバーズサポートの詳細については以下のホームページをご覧ください。
https://nttdocomo-ssw.com/nssw/dds/pub

ドライブレコーダーから受け取れる通知
「ドコモ ドライバーズサポート」スマホアプリをご利用いただくことで、通知を受け取ることがで
きます。
下記のイベントが発生した際に映像と位置情報をあらかじめ登録したスマートフォンへ通知しま
す。

■ 事故通知
ドライブレコーダーが事故相当の強い衝撃を検知すると、衝撃を受けた前後 10 秒ずつ合計 20
秒間の映像を取得し、通知します。

■ 緊急通知
ドライブレコーダー端末の緊急通知ボタンの押下時に、ボタン押下前 10 秒、ボタン押下後最大
50 秒、合計 60 秒間の映像を取得し、通知します。

■ 駐車時異常通知
駐車時などの無人状態に車両の振動を検知すると 10 秒間の映像を取得し、通知します。

■ 駐車監視終了通知
バッテリー低下に伴う駐車監視の終了または 24 時間の駐車監視の終了を通知します。
※スマホアプリをご利用でない場合は、通知先メールアドレスを設定することで、お知らせを受け
取ることができます。
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位置情報を確認する
ドライブレコーダーに搭載している GPS による位置情報を確認することができます。
駐車中などの車両検索や盗難などの万が一の際にも現在位置を確認できる機能です。
なお、位置情報の共有設定は、ドライブレコーダー上で ON/OFF の切り替えが可能です。
※「ドコモ ドライバーズサポート」スマホアプリおよびサービスサイトでご確認いただけます。
位置情報の共有 設定方法

1
2

MENU 画面で＜ドコモサービス設定＞

＜現在地共有＞

「ON」/「OFF」の選択により、位置情報の共有が設定できます。
※ 現在地共有は、圏内時のみ選択が可能となります。
お買い上げ時は「ON」に設定されています。

現在地共有設定が「ON」の場合

現在地共有設定が「OFF」の場合

現在地共有設定が「ON」の場合は、こ 現在地共有設定が「OFF」の場合は、
のアイコンが表示されます。
アイコンは表示されません。

スマホアプリまたはサービスサイトから
現在地の検索が行われた場合は、このア
イコンが点滅します。

運転の履歴を確認する
ドライブレコーダーから取得した運転挙動の履歴を確認することができます。

■ 急アクセル、急ブレーキ、急ハンドルを検知した場所と日時を表示します。
ご自身の運転の振り返りはもちろん、ご家族の運転状況のご確認にもご利用いただけます。
※「ドコモ ドライバーズサポート」スマホアプリおよびサービスサイトでご確認いただけます。
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ドコモ ドライバーズサポート

ドライブレコーダー上で安全運転情報を受け取る
走行中にドライブレコーダーから以下の情報を受け取ることができます。

■ オービス情報
走行付近のスピード注意地点をドライブレコーダー画面上でイラストと音声でお知らせします。
オービス情報

1
2

設定方法

MENU 画面で＜ドコモサービス設定＞

＜コンテンツ配信＞

＜オービス情報＞

「ON」/「OFF」の選択により、オービス情報が設定できます。
※ お買い上げ時は「ON」に設定されています。

■ 事故多発地点
走行付近の事故多発地点をドライブレコーダー画面上でイラストと音声でお知らせします。
事故多発地点

1
2

設定方法

MENU 画面で＜ドコモサービス設定＞

＜コンテンツ配信＞

＜事故多発地点＞

「ON」/「OFF」の選択により、事故多発地点情報が設定できます。
※ お買い上げ時は「ON」に設定されています。
オービス情報

事故多発地点情報

ドライブレコーダーとスマートフォンを接続する
「ドコモ ドライバーズサポート」スマホアプリをご利用いただくことで、ドライブレコーダーとス
マートフォンを Wi-Fi 接続することができ、記録した映像をスマートフォンで確認することができ
ます。
Wi-Fi 接続

1
2

設定方法

MENU 画面で＜ドコモサービス設定＞

＜ Wi-Fi 設定＞

＜ Wi-Fi 接続＞

「ON」/「OFF」の選択により、Wi-Fi 接続が設定できます。
※ お買い上げ時は「ON」に設定されています。

お知らせ
• 接続設定（アプリ連携）は、Wi-Fi 接続が「ON」のときのみ選択可能です。
• 設定初期化は、Wi-Fi 接続が、「ON」のときのみ選択可能です。
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SIM 情報設定
通信に必要な SIM 情報を eSIM にダウンロードして設定します。SIM 情報の設定や確認、eSIM
の初期化などができます。

SIM 情報を設定する
SIM 情報の初期設定が終了していない場合、
「SIM 情報設定」から設定できます。

1

2

3

認証
• 必要に応じて本人認証の認証コードを変更
してください。
［OK］
• 認証コードを入力

4

サーバーに接続して、SIM 情報を設定しま
［設定する］
［設定する］
す。

MENU 画面で＜ドコモサービス設定＞
＜ SIM 情報設定＞

アプリケーションプライバシーポリシーお
よびアプリ利用者規約の内容を確認し、同
意の場合は「アプリケーションプライバ
シーポリシーおよびアプリ利用者規約に同
意する」のチェックボックスを ON
［OK］
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SIM 情報設定

5

7

SIM 情報のインストールが完了しました。
インストールした SIM 情報を有効にしま
すか？
［有効にする］
• 通信環境により最大 60 秒程度かかりま
す。

6

40

NTT DOCOMO の SIM 情報をダウンロー
ドします。
［OK］

ドコモ ドライバーズサポート契約の電話番
号下 4 桁を入力してください。 入力
［OK］

8

完了
• 「NTT DOCOMO 有効」と表示されます。

eSIM、接続サーバーの設定をする
EID の表示や認証設定の変更ができます。

1

MENU 画面で＜ドコモサービス設定＞
＜ SIM 情報設定＞、または＜サービス契
＜ SIM 設定＞
約＞

お知らせ
• SIM 情報が有効に設定されていないと、
パケット通信および一部のアプリが利用
できません。
• ドコモをご利用中の場合は、接続サーバー
アドレスは変更しないでください。
• eSIM を初期化しても、回線契約は解約
されません。eSIM を初期化してしまっ
た場合は、SIM 情報の再発行が必要とな
ります。SIM 情報の再発行は、ドコモ
ショップでのお手続きが必要になります。
認証設定

2

3

認証コードを入力

［OK］
設定

SIM 情報が表示されている画面で
の...）を選択

「SIM 情報設定」選択時の
本人認証が必要か設定しま
す。

認証コード
変更

登録済みの認証コードを変
更します。

サーバー自
動検知

接続するサーバーを自動的
に検知するか設定します。

SIM 情報追加

eSIM に SIM 情報を追加
します。

サーバーアドレス

接続するサーバーのアドレ
スを表示、初期化します。

SIM 情報初期化

eSIM 内の全ての SIM 情
報が削除され、通信不可と
なります。
サーバーアドレスも初期化
します。

eSIM 識別番号(EID)
表示

EID（eSIM 識別番号）を
表示します。

利用規約

アプリケーションプライバ
シーポリシー、「SIM 情報
設定」アプリ利用規約を表
示します。

アプリ情報

アプリケーション情報を表
示します。

アプリ終了

SIM 情報設定を終了しま
す。

（縦
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SIM 情報設定
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SIM 情報を確認する
設定されている SIM 情報を確認します。

1

MENU 画面で＜ドコモサービス設定＞
＜ SIM 情報設定＞、または＜サービス契
＜ SIM 設定＞
約＞

2

認証コードを入力

［OK］

項目

説明

NTT
DOCOMO

SIM 情報の提供元が表示され
ます。お買い上げ時は NTT
DOCOMO が設定されていま
す。

有効

通信に利用する SIM 情報で
す。

無効

通信に利用するためには有効に
してください。

SIM 情報を表示・設定する
SIM 情報設定画面では、SIM 情報を確認でき
ます。また、SIM 情報の表示名を変更したり、
有効／無効を設定したりできます。お買い上げ
時（初期設定後）は「NTT DOCOMO」が表
示名に設定されます。

1

MENU 画面で＜ドコモサービス設定＞
＜ SIM 情報設定＞、または＜サービス契
約＞
＜ SIM 設定＞

2

認証コードを入力

3

完了
• 設定が完了すると、自動的に以下の画面が
表示されます。

［OK］

項目

説明

通信会社

SIM 情報を提供する通信会社を表
示します。

ICCID

SIM 情報の識別番号を表示しま
す。

無効にす
る/有効
にする

SIM 情報の状態を有効 ↔ 無効に
切り替えます。
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試供品について

試供品について
■ SD カード
• 動画を記録するためのメモリーカードです。

■ ケーブルクリップ
• 運転操作の妨げにならないように、ケーブル
を車体に固定するためにご使用ください。
• ケーブルクリップは、貼り付け面の汚れや脂
分をきれいに拭き取り、乾いたことを確認し
てから貼り付けて固定してください。

■ DC アダプタ固定用面ファスナー
• DC アダプタを運転席の下や助手席の下など
に固定する際に、DC アダプタ裏側の面ファ
スナーが貼り付かない場合は付属の DC ア
ダプタ固定用面ファスナーをご使用くださ
い。
• 固定用面ファスナーを車両に取り付ける際に
は裏側の両面テープを車両の平坦な面に貼り
付けてください。
• 固定用面ファスナーを車両に貼り付ける前
に、貼り付け面の汚れや脂分をきれいに拭き
取ってください。
• 貼り付け面が乾いてから、両面テープのフィ
ルムをはがし、電源ボックス取り付け方向と
合う向きに貼り付けてしっかり押し付けてく
ださい。

■ 専用クリーナ
• 本機やケーブルクリップ、DC アダプタ固定
用面ファスナーを貼り付ける面の汚れや脂分
を拭き取るためにご使用ください。
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保証とアフターサービス
保証について
• この製品には保証書が付いていますので、記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。
• 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。
• 取付ブラケット、専用クリーナ、SD カード、DC アダプタ固定用面ファスナー、ケーブルク
リップは無料修理保証の対象外となります。
• 専用クリーナ、SD カード、DC アダプタ固定用面ファスナー、ケーブルクリップは試供品とな
ります。試供品に関するお問い合わせは、ドコモ ドライバーズサポートセンターにお問い合わ
せください。
• 本機の仕様および外観は、付属品を含め、改良のため予告なく変更することがありますので、
あらかじめご了承ください。
• 保証期間内外にかかわらず、修理、点検のため本機を車両からの取り外し、または取り付けし
た場合の作業費用の負担、および作業のご依頼は承っておりません。
• 本機の故障・修理やその他お取り扱いによってお客様が登録・設定したメモリー内容が変化・
消失する可能性があります。万が一に備え、ご自身で控えをお取りくださるようお願いします。

アフターサービスについて
■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧になってお調べください。
それでも調子が良くないときは、本機の電源をオフにしてから、ドコモ ドライバーズサポートセ
ンターにご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付とな
ります。本機をメンテナンスモードにして、ご持参ください。また、ご来店時には必ず保証書をご
持参ください。なお故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめ
ご了承ください。
メンテナンスモード 設定方法
• 故障修理時などで本機を取り外す際は、必ずメンテナンスモードの設定を実施してください。
メンテナンスモードを設定しないまま本機を利用すると、センサーが反応し、過剰な通知が発
生する可能性がございます。
• メンテナンスモードの設定をいただくと、通信機器が一時中断され、パケットが生じなくなり
ます。その状態で走行をすると通知などのドコモ ドライバーズサポート機能はご利用できませ
んので、ご注意ください。
メンテナンスモードにする方法
電源オン状態で［MENU/OK］ボタンを 3 秒以上押し続けて、手動で本機の電源をオフにします。
電源オフ状態のまま［▲（UP）］と［▼（DOWN）］のボタンを同時に 5 秒以上押すとメンテナ
ンスモードで起動します。
• メンテナンスモード状態のときは、本機の LED が赤と青の点滅の繰り返しとなります。
• メンテナンスモードで起動した際は、画面に「メンテナンスモード中」のメッセージが表示さ
れます。
メンテナンスモードを解除する方法
メンテナンスモードで電源オン状態で［MENU/OK］ボタンを 3 秒以上押し続けて、手動で本機
の電源をオフにします。
メンテナンスモードで電源オフ状態のまま［▲（UP）］と［▼（DOWN）］のボタンを同時に 5
秒以上押すとメンテナンスモードを解除して起動します。
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保証とアフターサービス

■ 保証期間内は

保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がない
もの、お客様のお取り扱い不良（外部接続端子・ディスプレイなどの破損）による故障・損傷、ド
コモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったことがある場合などは有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

本機の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保証期間は製造打ち切り後 6
年間を基本としております。
修理受付対応状況については、ドコモのホームページをご覧ください。
ただし、故障個所によって修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、詳細は
ドコモ ドライバーズサポートセンターへお問い合わせください。

■ 以下の場合は、修理できないことがあります。

お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損、変
形していた場合（外部接続端子・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができ
ない可能性があります）
ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったことがある場合
※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

≪お願い≫
■ 本機および付属品の改造はおやめください。

• 火災・けが・故障の原因となります。
• 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上
でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
• 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼る
接着剤などにより本機に装飾を施す
外装などをドコモ純正部品以外のものに交換するなど
• 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

■ 本機に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。

• 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、
貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断がで
きないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

■ 各種機能の設定などの情報は、本機の故障・修理やその他お取り扱いによってクリ
ア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再設
定を実施いただくようお願いします。その際、設定によってはパケット通信料が発
生する場合があります。
■ 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi 用の MAC アドレスが変更
される場合があります。
■ 本機にキャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが
使えなくなることがありますので、ご注意ください。
■ 本機が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お早めにドコ
モ指定の故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本機の状態によって修理できな
いことがあります。
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お客様が撮影された映像およびダウンロード情報について
• 本機を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータが変化・消失などする場合
があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様
の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際に
はこれらのデータなどは交換後の製品に移し替えることはできません。故障修理の際には、お
客様ご自身で SD カードを抜きとり、保管してください。
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知的財産権について

知的財産権について
著作権について
• 録画・撮影・録音したものは、個人として楽
しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使
用できません。
• 鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ
目的でも撮影を制限している場合があります
ので、ご注意ください。

商標、ソフトウェアに関する
重要なお知らせ
• microSDXC ロゴは SD-3C LLC の商標です。
• QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商
標です。
• 本機は AVC Patent Portfolio License に
基づき、以下の用途にのみライセンスされて
います。
(1) 消費者が個人的かつ非営利目的で MPEG-4
AVC 規格に準拠する動画(以下、AVC
Video)を記録する場合
(2) AVC Video(消費者が個人的に非営利目的
で記録したもの、または MPEG LA より
ライセンスを取得したプロバイダが記録し
たもの)を再生する場合
詳細については、MPEG LA, 「LLC」. のホー
ムページをご参照ください。
https://www.mpegla.com/
• Android™、Google inc.の登録商標または
商標です。
• iOS、iPhone、iPad は、米国 Apple lnc.
の米国およびその他の国における登録商標で
す。
• App Store は、Apple inc.のサービスマー
クです。
• Wi-Fi、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WiFi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の
登録商標です。
その他、記載している会社名、製品名は各社
の商標または登録商標です。なお、本文中で
は™マークと®マークは明記していません。
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本機のソフトウェアライセンス
について
• 本機に組み込まれたソフトウェアは、複数の
独立したソフトウェアコンポーネントで構成
され、個々のソフトウェアコンポーネント
は、それぞれに JVC ケンウッドまたは第三
者の著作権が存在します。
• 本機は、JVC ケンウッドおよび第三者が規
定したソフトウェア使用許諾契約に基づくソ
フトウェアコンポーネント(以下、
「許諾ソフ
トウェア」)を使用しております。
• 許諾ソフトウェアの中には、フリーソフト
ウェアに該当するものがあり、GNU General
Public License または Lesser General
Public License (以下、「GPL/LGPL」) の
ライセンスが適用される結果、実行可能な形
式のソフトウェアコンポーネントを配布する
際に、当該コンポーネントのソースコードの
入手を可能にすることが求められています。
当該ソースコードの頒布に関しては、以下の
ホームページをご覧いただくようお願いしま
す。
ホームページアドレス
https://www3.jvckenwood.com/download/gpl/index.html
なお、ソースコードの内容等についてのご質
問はお答えしかねますので、予めご了承くだ
さい。
• 「GPL/LGPL」の適用を受けない許諾ソフト
ウェアにつきましては、ソースコード提供の
対象とはなりませんのでご了承ください。
• 「GPL/LGPL」に基づいて配布されるソフト
ウェアコンポーネントは無償でお客さまに使
用許諾されますので、適用法令の範囲内で、
当該ソフトウェアコンポーネントの保証は、
明示かつ黙示であるかを問わず一切ありませ
ん。
• 適用法令の定め、または書面による合意があ
る場合を除き、著作権者や上記許諾を受けて
当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再
配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコン
ポーネントを使用したこと、または使用でき
ないことに起因する一切の損害についてなん
らの責任も負いません。

• 当該ソフトウェアコンポーネントの使用条件
や遵守いただかなければならない事項等の詳
細は、各「GPL/LGPL」をお読みください。
• 本機に組み込まれた「GPL/LGPL」の対象
となるソフトウェアコンポーネントをお客さ
ま自身でご利用いただく場合は、対応するラ
イセンスをよく読んでから、ご利用くださる
ようお願いします。なお、各ライセンスは
JVC ケンウッド以外の第三者による規定の
ため、原文(英文)を本機のディスプレイ内で
表示します。
① ドライブレコーダーの電源を入れる。
②［MENU/OK］ボタンを押す
<システム設定>
③ <MENU>
<システム情報>
<オープンソースライセンス>と選択する
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本機や DC アダプタを廃棄するときのご注意
充電式電池のリサイクルについて
本機や DC アダプタに内蔵されている充電池は、リサイクルできます。
充電池の取り外しは、お客様自身では行わないでください。
不要となりましたら、ドコモ ドライバーズサポートセンターへお問い合わせくださ
い。

50

オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・
ご契約内容の確認・各種お手続きなど
パソコンから My docomo （https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/）
● システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
●「My docomo」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID／パスワード」が
必要です。
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ドコモ ドライバーズサポートセンター
■ 一般電話などからの場合

総合お問い合わせ先
〈ドコモ インフォメーションセンター〉
■ ドコモの携帯電話からの場合

0120-150-360
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
※携帯電話、PHS( 他社 )からもご利用になれます。

（局番なしの）

151（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■ 一般電話などからの場合

0120-800-000
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9：00〜午後8：00 （年中無休）

受付時間 午前9：00〜午後8：00 （年中無休）

● 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
● 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、
ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、
お問い合わせください。
ドコモのホームページ

https://www.nttdocomo.co.jp/

● 試供品に関するお問い合わせは、
ドコモ ドライバーズサポートセンターで受け付けております。
試供品については、本書内でご確認ください。

販売元 株式会社ＮＴＴドコモ
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