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機器メーカー名 機器名称 型式
デジタコ
一体型

備考

IDR-1100M
※デジタコ連動（いすゞ自動車製）
MIMAMORI（自ＴＤⅡ-6または-44）要

IDR-1200M
※デジタコ連動（いすゞ自動車製）みま
もり（自TDⅡ-6、または-44）要

通信型ドライブレコー
ダー

TVRC-DH500-ICL
※いすゞ自動車みまもりコントローラー
(自TDⅡ-44又は-6)へ動画伝送可能

TMX-DM02-VA(K)
※パイオニア㈱製ドライブレコー
ダー（TMX-DM02-VA）と同一機種

TVRC-DH500(K)
※パイオニア㈱製ドライブレコー
ダー（TVRC-DH500）と同一機種

スマートアイ PSE-1010

スマーティクスアイ PSE-3010A ※別途解析ソフト契約必要

あきば商会 タコドラ MAS-A1DR 自TDⅡ-28

市光工業
通信機能付きドライブレコー
ダー一体型7型液晶モニター STR-200T

※別途専用ソフト要、通信契約
要

ドライブレコーダー NDR-200P

NDR-180P ※別途専用ソフト要

NDR-180PW
※デジタコe-Tacho（NET-300：自TDⅡ
-41,NET-500：自TDⅡ-45）と連携必須

NDR-210P
※後退時バック映像切替録画
対応

NET-380 自TDⅡ-48

NET-580 自TDⅡ-49

NET-580N 自TDⅡ-95

NET-780 自TDⅡ-75
※別途専用ソフト要、別途クラウ
ド契約要

RYKCC-101

RYK-CC201 自TDⅡ-67

2カメラ対応通信型ドライブレ
コーダー（パワーアダプタタイ
プ）クラウド利用

CF-2000A-SA ※別途専用ソフト要

2カメラ対応通信型ドライブレ
コーダー（ジャンクションボック
スタイプ）クラウド利用

CF-2000E-SA ※別途専用ソフト要

光英システム ドライブレコーダK100 K100
※別途 自TDⅡ-14および
K250との組み合わせが必要

タフモアイX THD-501X

タフモアイ３６０ THD-601B

SRVideo M68

SRDigitacho+
M603DR
(M603+M608)

　
※デジタコ(M603　自ＴＤⅡ-11)
とのセット

SRVDigitacho Ｍ610 自TDⅡ-27

SRVDigitacho N M612 自TDⅡ-37
※別途専用ソフト要
（クラウドサービス利用可）

SRConnect M619 自TDⅡ-54

SRDLite（ドラレコ通信
型）

M622-DR01 自TDⅡ-92
※本体以外にクライアント管理ソ
フト等の購入要

SR Advance M626 自TDⅡ-99

エムモビリティ

データ・テック

クラリオンセー
ルスアンドマー
ケティング

テクノホライゾン
ファインフィット
デザインカンパ
ニー

SKYEYEDMS

アクシス

運行管理連携型ドライブレコーダ一覧

※別途専用ソフト要

ドライブレコーダー本体

e-Tacho

ITSグリッド

ＮＰシステム開
発

アイ・シー・エル
ドライブレコーダー

通信型KITAROドライブレ
コーダー

※別途クラウド契約要

※メーカー名変更（中日諏訪オプ
ト電子ファインフィットデザインカ
ンパニー）による仕様変更

（注）型式の　*印　には、任意の英数字が入ります。
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機器メーカー名 機器名称 型式
デジタコ
一体型

備考

ドライビングパートナー DDD-100-DR 自TDⅡ-18

ドライブレコーダー DN-PROⅢ ※Microsoft　EXCEL要

DN-magic PREMIUM/D FV71D1WDD 自TDⅡ-53
※カメラ別途購入要
（複数種から選択）

デンソーセール
ス

ドライブレコーダー DN-PROⅣ

G500Lite DRU-T500
※DCM-500LTE（又はDCM-T500）、ICR-
T500をあわせて購入していることを確認

DRU-4010（E)-DR

DRD-4020（E)-DR 自TDⅡ-36

DRU-5010（E)-DR

DRD-5020（E)-DR 自TDⅡ-64

CRX3008T 自TDⅡ-80
※カメラ別途購入要（複数種から
選択）

CRX3108T 自TDⅡ-80
※カメラ別途購入要（複数種から
選択）

2カメラ対応ドライブレ
コーダー

TX2000-SA ※別途クラウド契約要

4カメラ対応ドライブレ
コーダー

TX4000-SA ※カメラ別売、4カメラ対応

8カメラ対応通信型ドライ
ブレコーダー

CL-8CMⅡ-SA
※カメラ別途購入要（複数種から
選択）

東信電気 クピレ DT-1

ドコマップジャパ
ン

通信ドライブレコーダー
TMX-DM02-VA
（D)

docoですcar 通信型ドラ
イブレコーダー

THD-501DS

docoですcar 通信型ドラ
イブレコーダー2

STZ-DR06 ※オプション：運転免許証認

トム通信工業 ドライブレコーダー TM-V740A01

WITNESS-LIGHT Ⅲ WN-LT3

WITNESS-LIGHT Ⅳ WN-LT4

通信型ドライブレコー
ダー　SAMLY

SY-SAMLY
※別途クラウドサービス契約必要
通常セット型式（SY-SAMLY-G）、モービル
アイ連動セット型式（SY-SAMLY-MIG）

通信型ドライブレコーダ
SAMLYⅡ

SY2-SAMLY
※別途専用ソフト要、Webサービ
ス要、カメラ別売

WITNESSⅣ WN4-WITNESS
※別途専用ソフト要、Webサービ
ス要、カメラ別売

トランストロン

F100-000005-B02
※別途インターネットサービス契約必要
型番変更　旧型番：F100-000005-K02

F100-000005-T12 ※別途クラウド契約要

F100-000005-B04
※型番変更
旧型番：F100-000005-K04

F100-000005-T14 ※別途クラウド契約要

F100-000005-J02
※別途ｸﾗｳﾄﾞ契約、速度パルス等取
得部材の購入要/ドライバ認証オプ
ション有(顔認証,カード認証)

LNP-1000-SP1
※「運転日報管理ｼｽﾃﾑ+映像
ｸﾘｯﾌﾟｿﾌﾄ(Stn)」使用時に対応

NP-5000
※別途専用ソフト要、クラウド契約要、
DTU-1(型式指定番号：TDⅡ-32)と連動

NP-3000（SP）
※別途専用ソフト要、DTU-1(型
式指定番号：TDⅡ-32)と連動

ドライブ・カメラ

ドライブレコーダー一体
型デジタル式運行記録
計

日本電気

くるみえドライブレコーダ
　　　　　　　　　（通信型）

ノーティス

デンソーテン

東海クラリオン

くるみえドライブレコーダ
　　　　　　　　　　（SD型）

リスク分析型ドライブ
レコーダー

ドコモ・システム
ズ

※専用ｿﾌﾄ
「エコ安全運転支援ソフト」
使用時に対応

デンソー

OBVIOUSレコーダー
※ドライブレコーダー管理ソフト
およびエコ安全運転支援ソフト要

機器メーカー名：富士通(トランストロン製)の欄をご覧ください。

（注）型式の　*印　には、任意の英数字が入ります。
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機器メーカー名 機器名称 型式
デジタコ
一体型

備考

ドライブレコーダー TMX-DM02-VA

通信ドライブレコーダー TVRC-DH500

通信ドライブレコーダー
TMX-DM04-
VA***

※別途通信契約要

ビューテック
FirstView（ファースト
ビュー）

V2HD
※デジタコ連動要（システック社
製DTU-1:自TDⅡ-32）

FS04DVRHMR FS04DVRHMR

FS04DVRHMR/AT FS04DVRHMR/AT ※カメラ別売、４カメラ対応

DTS-C1D（ﾈｯﾄﾜｰｸ型車
載ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV7100C1D 自TDⅡ-21

DTS-C1MD（ﾈｯﾄﾜｰｸ型
車載ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV7100C1MD 自TDⅡ-23

DTS-C1XD（ﾈｯﾄﾜｰｸ型
車載ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV7100C1XD 自TDⅡ-24

DTS-C1DA（ﾈｯﾄﾜｰｸ型
車載ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV710C1DA 自TDⅡ-35 ※別途通信契約要

DTS-C1DＷ（無線LAN型
車載ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV710C1DW 自TDⅡ-35
※無線LAN対応
※別途専用ソフト要

DTS-C1MDA（ﾈｯﾄﾜｰｸ型
車載ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV710C1MDA 自TDⅡ-35

DTS-C1XDA（ﾈｯﾄﾜｰｸ型
車載ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV710C1XDA 自TDⅡ-35

DTS-D1D  ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵 FV710D1D 自TDⅡ-53 ※別途通信契約要

DTS-D1MD  ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵 FV710D1MD 自TDⅡ-53 ※別途通信契約要

DTS-D2D　ドラレコ内蔵 FV710Ｄ2D 自TDⅡ-90
デジタコ一体型変更、仕様変更
メーカーはトランストロン製品ブラン
ドは富士通

DTS-D1WD FV710D1WD 自ＴＤⅡ-53
仕様変更　メーカーはトランスト
ロン製品ブランドは富士通

DTS-D1WDS FV710D1WDS 自ＴＤⅡ-53
仕様変更　メーカーはトランスト
ロン製品ブランドは富士通

DTS-D２X　ドラレコ内蔵 FV710D2X 自TDⅡ-90
デジタコ一体型変更、仕様変更
メーカーはトランストロン製品ブラン
ドは富士通

DTS-G1D FV710G1D 自ＴＤⅡ-94
仕様変更　メーカーはトランスト
ロン製品ブランドは富士通

DR-5300GPS

DRT-7300
※別途システム使用料又は
専用ソフト要

DRT-7300A

DRT-7300F

DR-9100 　

DR-9100A

DR-9100C

DR-9100F

DRT-7100 自TDⅡ-34
※別途システム使用料又は
専用ソフト要

DRT-7100A 自TDⅡ-34

DRT-7100F 自TDⅡ-34

DRT-7100-S 自TDⅡ-34

メルモ i-Reco. IR-2000

モバイルリンク C-805M SC800MS 自TDⅡ-72

堀場製作所

ドライブレコーダー

パイオニア

富士通

富士通
（トランストロン
製）

富士ソフト

※別途通信契約要

※別途通信契約要

ドライブレコーダー機能
付きデジタルタコグラフ

（注）型式の　*印　には、任意の英数字が入ります。
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機器メーカー名 機器名称 型式
デジタコ
一体型

備考

DTG7（カメラセット） DTG7C 自TDⅡ-58

YAZAC-eye3 YEYE3ｾｯﾄTR

YAZAC-eye3T YEYE3TｾｯﾄTR 自TDⅡ-25

YAZAC-eye3  Lite YEYE3LiteｾｯﾄTR

YAZAC-eye3  LiteLDW(車
線逸脱／ふらつき運転警
報機能内蔵）

YEYE3LiteLDWｾｯﾄ
TR

YAZAC-eye3LDW(車線逸
脱／ふらつき運転警報機
能内蔵）

YEYE3LDWｾｯﾄTR

YAZAC-eye3TLDW(車線逸
脱／ふらつき運転警報機
能内蔵）

YEYE3TLDWｾｯﾄ
TR

自TDⅡ-25

YTX-4000 TX-4000B
※ビューワーソフト付属
増設カメラは最大4可能だがD1画質
となる

ワーテックス XDR-66URG XDR-66URG-B

矢崎エナジー
システム

（注）型式の　*印　には、任意の英数字が入ります。


