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車載用録画機・ドライブレコーダー
3インチワイド液晶モニター搭載のGPS対応

WTW-DR32M/DR3CM

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •WTW-DR32M: 最大200万画素（フルHD1080p）で録画可能

 •                      高画質500万画素CMOSカメラで撮影

 •                      水平視野角度120度の広角レンズタイプ

 •WTW-DR3CM: 最大100万画素（720p）で録画可能

 •                      100万画素CMOSカメラで撮影

 •                      水平視野角度100度の広角レンズタイプ

 •GPS機能搭載でGoogleマップに連動可能

 •3インチワイド液晶モニター一体型モデル

 •12V車、24V車どちらにも対応

 •H.264圧縮方式で画質が綺麗

 •マイク搭載で音声も一緒に録画可能

 •最大32GBのSDHCカードに対応

 •専用リモコン付属
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商品名 WTW-DR32M WTW-DR3CM
撮像素子 500万画素 CMOSセンサー 100万画素 CMOSセンサー

水平視野角度 約120度 約100度

垂直視野角度 約105度 

最低被写体照度 0.5Lux

音声マイク 有 （WTW-DR3CM※別売の追加カメラには音声マイクは搭載されておりません）

液晶モニター 3インチ液晶（16:9ワイド液晶）

外部映像入力（CH2） 無 1入力　※専用端子 接続できるカメラは別売となります

録画解像度
1920×1080（1080P） CH1（内蔵カメラ）：1280×720（720p）

1280×720（720P） CH2（別売外部カメラ）：704×480（D1）

画質 3段階　HIGH / NORMAL / LOW  （WTW-DR3CM ※CH1，CH2共通設定）

録画フレーム
最大30FPS（1920×1080） 内蔵カメラ（1280×720/30fps）

最大30FPS（1280×720） オプションカメラ（720×480/15fps）

録画モード 常時録画/衝撃録画/音声録画

記録媒体 SDHCカード　4GB以上32GB以内　クラス10以上

録画時間
（8GBの場合）

解像度1920×1080：高→約110分/ 
中→約115分 / 低→約135分
解像度1280×720：高→約115分 / 
中→約135分 / 低→約155分

解像度1280×720：高→約115分 / 
中→約135分 / 低→約155分 
※内蔵カメラ CH1のみでの録画の場合

圧縮方式 H.264

上書き録画機能 有

GPS機能
有 ・ インターネット接続のあるPCで再生時にはGoogleマップと連動   

※お車によってはGPSの電波が遮断され、測位できない場合がございます。

設置可能部分 フロントガラス面　※付属の専用吸盤か、専用両面テープで取付

周辺動作温度 -15℃～65℃ -10℃～50℃

外形寸法 111.5（W）×43（D）×56.5（H）mm　※取付金具含まず

重量 約143g　※取付金具含む

電源 DC5V　650mA （DC12V車、DC24V車、兼用シガープラグ付属）

生産国：台湾
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車載用録画機・ドライブレコーダー
簡易防水 SDカードレコーダー

WTW-DSM32-SET 

WTW-DSM32

WTW-DRC24

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •2入力可能 3インチワイド液晶モニター搭載小型DVR
 •2輪車両でも使用可能な簡易防水タイプ

 •H.264圧縮方式で画質がきれい

 •カメラを2台接続し録画が可能です

 •※通常セットにはカメラが1台付属しております

 •電源投入時自動録画機能搭載

 •上書き録画機能搭載

 •最大704×480の30コマ（動画）で録画が可能

 •専用のソフトウェアも付属
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商品名 WTW-DSM32-SET
レコーダー WTW-DSM32
映像方式 NTSC
映像入力 2入力　※専用端子

映像出力端子 無

音声入力 無

アラーム入・出力 無

表示フレームレート NTSC：60fps
映像圧縮 H.264
録画解像度 D1（704×480） / CIF（352×240）　※CH1，CH2 共通設定

録画フレームレート
D1，CIF共に→30 / 20 / 15 / 10 / 5 fps の 5 段階で設定  
※CH1，CH2共通設定

画質 3段階　HIGH / NORMAL / LOW　※CH1，CH2共通設定

録画モード 電源ONの際に自動で録画を開始

液晶画面 TFT 3 インチワイド液晶画面

画面表示 全画面 / 2画面表示

シーケンス機能 無

モーション録画機能 無

ネットワーク機能 無

上書き録画機能 有

再生 本体のモニター / データーをPCで再生（専用ソフトウェアー）

バックアップ 専用ソフトウェアにて操作　※独自ファイルとaviファイルを選択可能

デジタルズーム 無

検索再生 タイトル検索  ※専用ソフトウェアはタイトル検索とタイムバーで調整可能

記録媒体 SDHCカード　クラス10以上　4～32GB
周辺動作温度 -15℃～65℃
外形寸法 104.9（W）×64.5（D）×26（H）mm
重量 191g　※配線含まず

電源 DC12V/250mA　付属電源アダプター

消費電力 約3W
カメラ WTW-DRC24
撮像素子 1/4 CCD　イメージセンサー

総画素数 27万画素　有効画素数25万画素

走査方式 2:1インターレース

同期方式 内部同期

水平解像度 420TV本以上

映像出力方式 NTSC方式

音声マイク 無

対応周波数（赤外線） 非対応

OSDメニュー 無

ホワイトバランス オート

S/N比 48dB
接続端子 専用 4pin 端子

画角 水平角度約 66 度
最低被写体照度 0.12Lux
周辺動作温度 -30℃～70℃
外形寸法 Φ24（W）×44（D）mm　※取付金具含まず

重量 約66g　※配線含まず

電源 DC5.5～14.5V　 / 　最大1W未満

生産国：台湾
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車載用録画機・ドライブレコーダー
52万画素CCDイメージセンサー搭載

WTW-DR42M4

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •2.4液晶モニター　一体型モデル

 •52万画素CCD搭載モデル

 •4～9mmバリフォーカルレンズ搭載

 •水平視野角度約29～61度

 •垂直視野角度約22～48度

 •解像度は704×480で録画可能

 •12V車、24V車どちらにも対応

 •簡易ビデオカメラとしても御利用いただけるモデルです

 •MPEG4圧縮方式を採用

 •最大32GBのマイクロSDHCカードに対応
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商品名 WTW-DR42M4
撮像素子 1/3インチ SONY Exview 960H CCD

水平解像度 650TV本以上

水平視野角度 約29～61度

垂直視野角度 約22～48度

最低被写体照度 0.01Lux

音声マイク 有　録音可能　※本体上での再生の場合、音声は出ません

液晶モニター 2.4インチ液晶（4:3液晶）

録画解像度 704×480（D1） / 640×480（VGA） / 640×240（QVGA）

録画フレーム 30FPS / 15FPS / 5FPS　※全ての解像度で設定可能

録画画質 高 / 中 / 低

録画モード 常時録画 / スケジュール録画（時間帯指定型）/ モーション録画

モーション録画機能 有

モーションエリア設定 有　　縦12コマ×横16コマ

モーション感度設定 有　　高/中/低の3段階で設定可能

記録媒体 マイクロSDHCカード　4GB以上32GB以内　クラス10以上

圧縮方式 MPEG4

上書き録画機能 有

設置可能部分
フロントガラス面/据え置き/天井面　

※付属の専用吸盤ブラケットで取付の為、吸盤が付く様な表面の部分

周辺動作温度 -15℃～60℃

外形寸法 73.4（W）×100（D）×75.8（H）mm　※取付金具含まず

重量 約236g　※取付金具含む

電源 DC12V車、DC24V車、兼用シガープラグ付属

生産国：台湾
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車載用録画機・ドライブレコーダー
4画面・360度監視SDカードレコーダー

WTW-DR44-SET

WTW-DR44RE

WTW-DR44CA

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •4画面！ 360度監視！ 録画可能！

 •4個のカメラを一台に集約

 •D1解像度（702×480）で録画可能

 •12V車、24V車どちらにも対応

 •水平視野角度90度の広角レンズタイプ

 •H.264圧縮方式で画質が綺麗

 •マイク搭載で音声も一緒に録音可能

 •最大32GBのSDHCカードに対応

 •専用リモコン付属
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商品名 WTW-DR44-SET
レコーダー【WTW-DR44RE】

映像方式 NTSC
映像入力 1入力　※専用端子接続で4CH表示

映像出力端子 1出力　※専用端子接続で4CH出力。出力側はRCAJ端子

音声入力 専用マイクを有線接続

音声出力 1出力　※専用端子接続で4CH出力。出力側はRCAJ端子

アラーム入力 有　1入力

アラーム出力 無

表示フレームレート NTSC：120fps
映像圧縮 H.264
録画解像度 D1（704×480）/CIF（352×240）
録画フレームレート D1（704×480）→各チャンネル15FPS  CIF（352×240）→各チャンネル30FPS
画質 3段階　※High/Normal/Low
録画モード 電源ONの際に自動で録画を開始

液晶画面 無

画面表示 全画面 / 4画面表示

シーケンス機能 無

モーション録画機能 無

ネットワーク機能 無

上書き録画機能 有

再生
SDHCカードをPCに接続させて専用ソフトウェアで再生

レコーダーの映像出力に接続したモニター上で再生

バックアップ 専用ソフトウェアにて操作　

デジタルズーム 無

検索再生 タイトル検索/日時検索

記録媒体 SDHCカード　クラス10以上　4～32GB
電源 DC8～32V
消費電力 約5W
温度 -10℃～60℃
外形寸法 115（W）×91.1（D）×30（H）mm
重量 685g　※配線含まず

カメラ【WTW-DR44CA】

撮像素子 1/4 CCD　イメージセンサー　×4
総画素数 27万画素　有効画素数25万画素

走査方式 2:1インターレース

同期方式 内部同期

水平解像度 420TV本以上

映像出力方式 NTSC方式

音声マイク 有

赤外線LED 車内向けのみ　5mm LED 850nm 4個
赤外線LED掃射距離 最大約2m
赤外線LED監視距離 最大約1m
OSDメニュー 無

ホワイトバランス オート

S/N比 48dB
接続端子 専用端子

画角 各チャンネル：水平角度約90度/垂直角度約70度
最低被写体照度 0Lux　※赤外線LED作動時

周辺動作温度 -10℃～60℃
外形寸法 73（W）×73（D）×138（H）mm　※取付金具含を垂直にした状態

重量 約519g　※配線含まず

電源 DC5V　/　最大1W未満

生産国：台湾


