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ミラーカム MRC-2020/2020R ユーザマニュアル 
 

当マニュアルの最新版および GPS プレーヤはサポート情報ページ
（下記 URL 参照）でダウンロード可能です。トラブルシューティ
ング等も随時更新しておりますので、トラブル発生時は必ずご確認
ください。 

https://neotokyo.store/pages/mrc-2020 
 
 
 

■ご注意 
 当製品をご利用の際に起きた事故、交通違反等につきましては、当社は一切の責任を負いかね
ます。日本国内の交通法規を遵守して走行してください。 

 ご利用および設置は当マニュアルをよく読み、正しく行ってください。不適切な利用法や設置
により発生した当製品および車両の故障は当社は一切責任を負いません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
設置については下記コンテンツもご参照ください。 
車種により状況が異なります。個別の設置作業については当社はサポートできませんので、自信が
ない場合は専門の設置業者に作業を依頼してください。 
 
自分でドラレコを設置するには 
https://neotokyo.store/pages/diy_install 
 
設置業者さんを探す方法 
https://neotokyo.store/pages/find_installer 
 

ご使用の前に必ずご確認ください 

 

お取り付け前に本体ミラーとリアカメラが正常に動作するか、録画

ができるかご確認いただいた上でお取り付けください。 

設置費用等、製品代金以上の保証はいたしかねますので、予めご了

承ください。 
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■内容物 
ミラードライブレコーダー本体、本体取付用ゴムバンド、リアカメラ、リアカメラ用延長ケーブル、
リアカメラ設置用ブラケット（2 種）、シガーソケットケーブル、GPS 受信機、本マニュアル、反
射防止フィルム(MRC-2020R のみ) 
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■本体外観 

 
 

 
①フロントカメラ：手で向きを変えられます （MRC-2020R では右側にカメラがあります） 
②ミニUSBポート：電源供給用 
③AV IN：リアカメラ接続ポート 
④microSD カードスロット 
⑤GPS 受信機接続ポート 
⑥固定フック：付属のゴムバンドにより、既存室内ミラーに巻きつけるように固定します。 
⑦液晶スクリーン：タッチパネル式。とがったもので突いたりしないでください。 
⑧電源ボタン：ボタン短押しでディスプレイ表示オン/オフ切替。ボタン長押しで電源を切ります。 
 
■設置 
※ご使用前にミラーおよび前後カメラの保護ビニールをはがしてください。 
 
１．microSD カードをセット  
電源オフの状態で、microSD カードを④microSD カードスロットに挿入します。挿入時は向きを
間違えないようにご注意ください。 ※付属のmicroSD カードは出荷時にセット済です 

① ⑥

② ③ ④

USB AV IN TF GPS

⑤
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付属品以外のmicroSDカードを使う場合は、Class10 かつ 32GB以上のものを使用してください。
本機では最大 128GBまで対応しています。 
microSDカードの初回ご使用前に、本機でフォーマットを行ってください（※後述の設定メニュー
参照。フォーマットは必ず本機で行い、パソコン等では行わないでください）。 
データが壊れる恐れがありますので、microSD カードを取り出す際は必ず本機の電源をオフにし
てください。また書き込みエラーを防ぐため、２週間に１度をめやすに microSD カードをフォー
マットしてください。 
microSD カードは消耗品です。書き込みが正しく行えなくなったら新品のカードと交換してくだ
さい。 
 
２．本体の取り付け 
ドライブレコーダー本体⑥固定フックに、付属のゴムバンドを引っ掛けてください。それを既存の
室内ミラーに巻きつけるようにして固定します。フロントカメラが隠れないようにしてください。
本体を固定したら、フロントカメラの向きを調整します。 
 
３．シガーソケットケーブル、リアカメラの取り付け 

 
 
付属のシガーソケットケーブルとリアカメラを本体に接続してください。リアカメラはまず付属の
延長ケーブルと接続したうえで本体と接続してください。 
リアカメラは防水仕様で車内/車外のどちらでも設置可能です。ご自身で設置する場合は、簡単な

リアカメラ
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車内設置をおすすめします。車外設置は正しく行わないと故障や雨漏りの原因になりますので、経
験のない方は専門の設置業者に作業を依頼することをおすすめします。 
車内に設置する場合は、状況に合わせ付属のブラケットまたは両面テープを使用してリアガラス等
に貼り付けて設置してください。付属ブラケットは任意の角度で設置できます。ケーブルはフロア
マット等で隠し、断線の恐れがない場所を通すようにしてください。 
 
ブラケット使用例 

 
 
車外に設置する場合は、後述の「リアカメラ車外設置例」を参照して行ってください。 
 
４．GPS 受信機の接続 
付属のGPS 受信機を本体に接続してください。GPS 受信機は付属の両面テープでダッシュボー
ド等の運転の邪魔にならずかつ衛星電波が受信可能な位置に固定してください。 

 
すべての接続が完了したらシガーソケットケーブルを車のシガーソケットに接続してください。自
動的に電源ONになり録画が開始されます。 
 
５．反射防止シートを貼る 
（MRC-2020 では別売、2020R では標準添付） 
※反射防止シートを貼ると、ミラーカムのスクリーンオフ時はくもりガラス状になり鏡としては
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使えなくなります。また若干コントラストも低下します。設置後に貼ることもできますので、お
好みにあわせてご使用ください。 
1. ミラーカム鏡面にホコリ等がないことを確認し、ホコリの少ない場所で作業を行ってください。
貼る位置を合わせてください。 

2. [STEP1]と書かれた赤いほうのタブをはがし、位置を合わせながら少しずつミラーカム本体鏡
面に貼り付けていきます。 

3. [STEP2]と書かれた緑色のタブをはがせば作業完了です。もし気泡が入った場合は、指で押し
出してください。 

※一度貼り付けた後の再貼り直しをきれいに行うのは困難ですので、貼り付け前に位置合わせを確
実に行ってください。 
 
■スクリーンの概要 

 
 
 録画中 

 
日付、時刻表示 

 設定メニュー：録画停止中にタッチで設定画面へ 
 動画／画像を再生 
 録画のON/OFF 
 フロントとリアカメラの表示切替 
 写真撮影 
 録画中の映像をロックします。ロックされた映像は上書きされませ

ん。 

 
GPS 信号を受信すると、方向と速度が表示されます。 

 
輝度調整 
指でスクリーンをタッチし左右へスライドすると輝度が調整できます。 

北

0Km/h
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上下角度調整 
スクリーンを上下スライドすると映像の上下表示角度が調整できます。（表示されていない部分も
録画はされています） 

 
■設定メニュー 
ボタンをタッチしてまず録画を停止してから、 ボタンをタッチして設定メニューに入ります。 

※通常の使用では、特に設定を行わなくても構いません。 
※設定メニューは上下スライドでスクロール可能です。 
※ファームウェアのバージョンにより内容が若干異なります。最新版は当マニュアル巻頭の URL
から確認できます。 
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 録画解像度：解像度の指定 
 ループ録画：指定した長さで録画ファイルが分割記録されます（これはドライブレコーダーの
一般的な仕様で、事故時のファイルだけを上書きロックできるようにするためです） 

 録音：録音の有無 
 オート録画：オンにすると何も操作しない状態が 30秒続くと自動的に録画を開始 
 緊急上書き：オンにすると microSD カードが容量一杯になると緊急ロックファイルも古いも
のから順次上書き 

 操作音：操作音の有無 
 リアカメラ鏡像：鏡像/正像表示切り替え（録画は常に正像です） 
 日時設定：日時を設定できます。GPS 接続時は自動で正確な時間に更新されますので設定不要
です。 

 日時表示：スクリーン上の日時表示の有無（録画ファイルには日時情報は常に記録されていま
す） 

 言語：操作言語切替 
 周波数設定：蛍光灯の下でスクリーンを見たときの画面のチラツキを抑えるためのものです。
東日本では 50HZ、西日本では 60HZに設定してください。（必ずしも行う必要はありません。
録画ファイルの fps 周波数とは異なります。） 

 スクリーンセーバー：指定した時間で画面が自動消灯します。スクリーンを消灯しているだけ
ですので録画は継続しています。本体下のボタンを短押しで再点灯します。 

 Gセンサー感度：事故時の衝撃検知センサーの感度設定です。 
 駐車監視：駐車監視時の衝撃検知センサーの感度設定です。 
 音量：音量を設定します 
 GPS 情報：GPS の受信状況が確認できます。緑色の部分が受信しているチャネルです。緑色
バーがまったく出ていない場合、GPS が受信できていない可能性があります。 

 タイムゾーン設定：GMT+09:00（日本国内）に設定してください 
 スピードユニット：KM/H に設定してください 
 スピードリマインダー：設定した速度を超えると警告表示になります（GPS 表示オンの場合）。 
 GPS 表示：画面左の方角/速度表示の有無 
 上下反転表示：オンにするとリアカメラの表示と録画の上下（天地）が反転します。リアカメ
ラを天地反転して設置した場合に使用してください。 
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 12 時制/24 時制：時計表示の形式 
 自動輝度調整：スクリーンの明るさ調整の自動/手動を切り替えます。自動輝度調整はフロン
トカメラの明るさで行うため、フロントカメラの前に障害物があると適切に動作しない場合が
あります 

 ガイドライン：駐車ガイドライン線の表示有無を指定します。駐車ガイドライン用の配線を行
っていない場合はこの設定は無効です 

 設定初期化：当設定内の設定値を工場出荷時の値に戻します 
 フォーマット：microSDカードをフォーマットします。録画を確実に行うため、フォーマット
は 2週間に一度程度行ってください 

 バージョン：ミラーカムファームウェアのバージョンが表示されています。 
 
■その他の機能 
駐車ガイドライン表示 
バックギアにしたときに、画面にガイドラインを表示します。※当機能の使用には後述の後退灯へ
の配線が必要です。 

 
 
駐車ガイドライン表示時の上下画角は、通常リア表示時とは別に設定できます。駐車ガイドライン 
が表示されている時に、上下スライドで任意の位置に設定してください。設定内容は記憶されます。 
 
衝撃検知 
駐車中、電源オフの状態でも衝撃を検知すると自動的に電源オンになり、録画を行います。衝撃が
停止してから 10 秒ほど経過すると録画を停止し、本体電源もオフになります。映像は自動的に緊
急ロックフォルダに保存されます。 
ご注意：本体のバッテリーが 10％未満の場合は、衝突を検知しても本機能は動作しません。 
 
録画ファイルのロック 
録画中、G センサーによって揺れや衝撃を検知すると自動的に録画中の映像ファイルをロックし
ます。ロックされたファイルは自動的に緊急ロックフォルダに保存されます。ロックされたファイ
ルは上書きされません。 
状況により適切な衝撃感度レベル（低/中/高/オフ）を選択してください。（[設定メニュー]＞[Gセ
ンサー感度]） 
注意：ロックされたファイルの容量がmicroSDカード総容量の 20％以上に達すると以前のロック
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ファイルは新たな動画で上書きされます。重要なファイルは定期的にパソコンに保存してくださ
い。 
 
録画画面の  ボタンタッチでも、録画中の映像ファイルをロックできます。 
ロックすると緊急ロックボタンは黄色になり、画面の左上隅に黄色の点●で点滅します。 

 

 
 
画像/動画の再生 
録画を停止した後、ホーム画面で ボタンをタッチして、本機モニタで動画/画像を再生できます。
ご注意：本機モニタの構造上、横長につぶれた状態で再生されますが、パソコン上では正しい縦横
比で表示されます。 

 
通常動画  緊急ロック動画  画像 前後カメラ切替 
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・ファイルの削除/ロック 
削除/ロックが必要な動画ファイルをタッチし、次の画面で削除またはロックを行います。 

 
をタッチして動画を削除します。 でロックを行います。 

 
GPS プレーヤの使用 
GPS 受信機を設置した状態で録画すると、動画内に自動的に緯度経度と速度の情報が記録されま
す。さらにパソコン上で専用GPS プレーヤソフトで再生することで、Google Map 上に実際の走
行経路を表示できます。 

 
 
GPS プレーヤはWindows 用とMac 用があります。 
当マニュアル巻頭のURLからダウンロードしインストールしてください。 

 

■リアカメラ車外設置例 
リアカメラを車外に設置する場合は、以下を参考にしてください。 
なお車種により状況が異なります。個別の設置作業については当社はサポートできませんので、自
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信がない場合は専門の設置業者に作業を依頼してください。 
 
▼ステップ１：両面テープでカメラを固定する 
適切な場所を見つけて、ナンバープレートランプの近くにリアカメラ付属の両面テープでリアカメ
ラを固定してください。カメラの角度を調整したい場合は、リアカメラブラケットをリアカメラに
取り付けて、ネジで固定してください。 

 
▼ステップ２：パネルを外す 
トランクを開け、リアハッチの内装パネルを外してください。（内張り外しまたはプラスチック製
の硬いヘラ等を使用し、車体にキズをつけないよう注意して作業してください） 

 
 
▼ステップ３：配線の引き込み 
外側のパネルのネジをゆるめ、内張り外しでパネルを外し、配線を車内に引き込みます。 
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▼ステップ４：リアカメラ用延長ケーブル接続 
リアカメラ用延長ケーブルをリアカメラのコードに接続してください。 

 
 
▼ステップ５：赤い線を後退灯に接続 
※駐車ガイドライン表示が必要ない場合はこのステップは不要です。 

 
安全のため、事前にエンジンを切ってください。リアカメラケーブルの赤線（＋）を後退灯のプラ
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ス（＋）線（リバース時に＋が流れるもの）に合流させます。極性をよく確認のうえ行ってくださ
い。またこの配線をした場合、作業完了後に必ずギアをリバースにした際に駐車ガイドラインが正
しく表示されることを確認してください。 

 
 
※まれに車両の状況により後退灯部の電圧または電流が低いまたは間欠的にしか電流が流れない
ことにより当現象が起きる場合があり、その場合は製品側では対応できませんので、リアカメラケ
ーブル赤線を外してご利用ください。 
 
▼ステップ６：リアカメラ配線の取り回し 
内張り内部に配線を隠しながら、前方までリアカメラの線を取り回します。 

 
▼ステップ７：シガーソケット 
付属のシガーソケットケーブルで本機に給電してください。ヒューズボックスから電源を取得した
い場合は、さらに市販のシガーソケット延長ケーブルを接続した上で行うことをおすすめします。
（付属のシガーソケットケーブルを改造してしまうと保証対象になりません） 
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■トラブルシューティング 
Q. 録画が自動的に始まらない、または録画が途中で止まってしまう時があります 
A. microSD カードのフォーマット（設定の「フォーマット」）をしてみてください。定期的なフォ
ーマットは microSD カード利用のすべてのドラレコ共通で必要なものです。フォーマットは２週
間に１度程度行うようにしてください。 
 
Q. 外光が映り込んで見にくいです 
A. 土台の室内ミラーの防眩レバー等で本体を少し下向きにしてみてください。通常ミラーと異な
り角度を変えても後部視界は変わりませんし、フロントカメラは画角が広いので多少上下角度を変
えても録画映像は問題なく撮影できています（上下スライドで表示位置も調整可能です）。どうし
ても気になる場合は、専用の反射防止シートをご利用ください。 
 
Q. 電源が入りません 
A. まずシガーソケットプラグ上に緑色ランプが点灯していることをご確認ください。点灯してい
なければ通電していません。シガーソケット部とミラーカムとの接続部プラグを何度か抜き差しし
て接触をご確認ください。また車側のシガーソケットのヒューズが切れている可能性もありますの
で、別のシガーソケット接続製品があればそれで通電しているかご確認ください。 
 
Q. 「リアカメラが接続されていません」と出ます。リアカメラ映像が出ません 
A. リアカメラケーブルの接続部の接触不良、またはシガーソケット電源の電圧不足の可能性があ
ります。リアカメラとリアカメラケーブルの接続部、およびシガーソケットケーブルの接続部を何
度か抜き差しして接触をご確認ください。 
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Q. リアカメラが表示されなくなったり、勝手に再起動したりします。なお電源は別の USB を使
っています 
A. 当製品添付のシガーソケットケーブルは出力が 5V/2.5A ですが、通常のUSB規格は 0.5-1A 程
度しかありません。電力が不足するため正常に動作いたしません。必ず製品添付のシガーソケット
ケーブルを使用してください。 
 
Q. リアカメラケーブルの長さが足りません 
A. (MRC-2020 の場合)オプションの 10mケーブルをご利用ください。 
 
Q. 映像が緑青っぽいです 
A. カメラレンズの保護フィルムをはがしてご利用ください。特にフロントカメラ部は、レンズ周
辺のフィルムのみはがしてレンズの上に貼られている青ビニールに気が付かない方がおられます
ので、よくご確認をお願いします。 
 
Q. エンジンをかけても電源が入らない場合があります。手で電源 ON にすると NEOTOKYO ロ
ゴが出て起動します 
A. ドア開閉により駐車監視録画が自動起動している可能性があります。駐車監視録画は起動～録
画～自動シャットダウンまで一連の動作として行いますので、その過程でエンジン ON（＝電源
ON）になるとそのような状況になります。設定メニューで駐車監視をオフか低にしてみてくださ
い。なお駐車監視起動時はスクリーンはつきませんがピンと音がします。駐車監視は内蔵バッテリ
ーで行っていますので、ミラーカム本体をケーブル等すべて取り外したうえで手で持って揺する等
して頂ければ、各感度でどの程度の揺れで反応するかが把握できます。 
 
Q. しばらくすると画面が消えてしまいます。ボタンを押すと点灯します 
A. 設定の「スクリーンセーバー」がオンになっていませんか？オンになっていると設定時間経過
後に自動的にスクリーン表示がオフになります。（録画は継続しています） 
 
Q. 日時が設定できません 
A. GPS が正しく受信されていれば、自動的に正しい日時が設定されますので設定は不要です。設
定の「GPS 情報」でGPS の受信状況をご確認ください。 
 
Q. 後退時に駐車ガイドラインが表示されない、またはガイドライン表示と通常表示がパカパカと
交互に表示されます 
A. まず設定の「ガイドライン」がオンになっていることを確認してください。リアカメラケーブ
ル赤線の結線を再度よくご確認頂き、テスターでリバース信号が確実に来ていることをご確認くだ
さい。まれに車両の状況により後退灯部の電圧または電流が低いまたは間欠的にしか電流が流れな
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いことにより当現象が起きる場合があり、その場合は製品側では対応できませんので、リアカメラ
ケーブル赤線を外してご利用ください。またリアカメラケーブルに純正品以外のものを使うとトラ
ブルが起きることがありますので、必ず純正ケーブルを使用してください。 製品側に不具合がな
いかの確認は、リアカメラケーブル赤線をヒューズボックス等の 12V プラス極に接触させること
で行うことができます。 
 
Q. リアカメラの映像が暗いです。または急に暗くなったり明るくなったりします 
A. リアカメラを車内に設置し、さらにガラスが濃い目のスモークだとそのようになる場合があり
ます。一度リアカメラを外し、手で持って車内の場合と車外の場合で状況が変わるかどうかをご確
認ください。また、リアカメラをガラスのすぐ近くまで近づけて設置すると改善される場合もあり
ます（ガラスから離れていると、車内の他の箇所の明るさ暗さも影響してしまうためです）。 
 
それ以外のトラブルの場合、次の３点をお試しください。 
１） 設定の「工場出荷設定値」で設定を初期化、テストとして初期値のままで運用 
２） リセット（本体裏の「R」のマークが書かれた穴をつまようじ等で突いてください） 
３） microSDカードのフォーマット（設定の「フォーマット」） 
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■初期不良保証期間 
製品本体：ご注文発送日から１年 
ゴムバンド、ケーブル、ブラケット、microSDカード：ご注文発送日から３ヶ月 
 
保証は新品購入の場合のみです。モジ株式会社(NEOTOKYO STORE)および正規販売店以外から
の購入（オークションやフリマアプリ等含む）は中古扱いとなり、保証対象になりません。また第
三者に譲渡した時点で期間内であっても保証は終了となります。 
使用上問題のない程度の本体のキズ、スレは保証対象外となります。 
改造や当マニュアル記載以外のご利用法による動作不良は保証の対象外となります。 

 

■お問い合わせ 
不具合がありましたら、まず前述のトラブルシューティングをご確認ください。直らない場合、下
記からご連絡ください。※お電話による対応は行っておりません 

https://neotokyo.store/pages/contact 

 
 
 


