


前書き 

PEZTIO 車載カメラをご使用になって、誠にありがとうございまし

た。これはモデル K11 で、前後カメラを搭載しています。自動録

画ができます、ビデオファイルがメモリカードに保存されます。 

-電源供給 

車載充電器（5V 1A）を使用してシガーライターから電力を取得し

てください。正常に使えるように、電源が必要です 

-主な機能 

1. デュアルレンズ録画 

PEZTIO 車載カメラは前後 2 カメラを搭載して、お客様の愛車に二

重の安全性を提供します。 

フロントカメラ：170°広角。解像度：1080P / 720P / 480P 

リアカメラ：解像度：640 * 480px。 

2. ループ録画 

ループレコーディングのビデオは、1 分、3 分、または 5 分のタイ

ミングで設定できます。事故が発生した時、TF カードが抜けた時、

または電源接続が緩んでいるときに、ビデオが紛失されたり損傷

されたりすることがなく、重要なビデオが保存します。 

3. 緊急録画 

動体検知：動体検知がオンになったら、動いている物があるかどう

かが検知され。動いている物を見つけたら、自動に録画が開始しま

す 

重力センサー：車両に激しい衝突が発生したら、ビデオがロックさ

れ、循環録画に削除されません。 

-多数のモード 

カメラ操作には 3 種のモードがあります-ビデオ、写真、再生。 
1. ビデオモード：カメラがオンになった時に、ビデオが録画中の状態です、

これはデフォルトモードです。 

2. フォトモード：これで静止の写真が撮られます。 

3. 再生モード：これで車載カメラの IPS スクリーンで録画したビデオや写

真が見られます。 

警告： 
車載カメラを電源に接続して、使用してください。これは
小容量のバッテリーです。電源が切られると、10 秒後に自
動的にシャットダウンします。 



 

-パッケージ内容 

車載カメラ 

 

吸着マウント 車電源ケーブル 

リアカメラ 

 

 

 

取扱説明書 

 

保証カード 

 

 

商品の仕様 

ディスプレイスク
リーン 

3.0-インチ IPS スクリーン 

G センサー 内蔵式 

解像度 FHD 1080P / 720P / 480P 

レンズ 170 度のウルトラ-広角レンズ 

言語 英語、ドイツ語、日本語など 

ファイルフォーマ
ット 

AVI. 

ビデオフォーマッ
ト 

M-JPEG 

写真フォーマット JPEG 

マイクロフォン サポート 

内蔵式スピーカー サポート 

USB 機能 USB ディスク/ PC カメラ 

電源インターフェ
ース 

5V/1A 

バッテリー 内蔵式 300mah 

もしパッケージに含まれた付属品が欠けている場合、メー
ルで弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。 



 

商品の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①マイク ②リセットポイント 

③マウントソケット ④3 インチスクリーン 

⑤電源ソケット ⑥リアカメラインターフェース 

⑦TF カードスロット ⑧上方向ボタン 

⑨メニューボタン ⑩下方向ボタン 

⑪ OK ボタン ⑫モードボタン 

⑬ロックボタン ⑭電源ボタン 

⑮充電表示灯 ⑯記録表示灯 

 

 

 

 

 

 



 

取付手引き                                                

※フロントカメラの取り付け方法。 

1.上に示されたように TF カードを挿入します。TF カードをス

ロットに優しく挿入してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.フロントカメラを取り付けます。 

 - フロント風防ガラスをきれいにしてください。 

 - 吸着マウントとフロントカメラを一緒に組み立てます。 

 - 吸着パッドから保護用のプラスチックフィルムをはがして、風

防ガラス内側の適切な位置に吸着カップを押し付けて（運転中で

視界を遮らないように）、しっかり固定されるまで吸着ブラケット

のハンドルを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

警告：8GB と 32GB の間（クラス 10 或は UHS タイプ 1）の高

品質のブランド SD カードをお選びください。ご使用になる前

に、セットアップメニューでカードを初期化してください。カ

ードを正しい方向で挿入してください。 



 

3. 元の車載充電器をシガーライターに接続します。 

運転の邪魔にならないように、ケーブルをトップシーリングと A

ピラーに通します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※リアカメラを取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 上に示されたように、ケーブルを接続してください： 

 - ソケットを車載カメラのリアカメラインターフェースに繋げ

ます。 

 - 赤線を反転ランプのプラスリード線に繋げます。 

2. カメラを位置する方法は 2 つがあります。 

モード 1：リア風防ガラスに取り付けます。パッケージには、リア

カメラ用の 3M 接着剤が含まれています。リアカメラを風防ガラ



 

スに取り付ける前に、リア風防ガラスをきれいにしてから、適切な

位置に取り付けます。 

モード 2：ライセンスプレートの近くに取り付けます。そしてパッ

ケージには固定ネジが含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定 

- ビデオ設定メニューに入ります： 

カメラがビデオスタンバイモードになっているとき、メニューボ

タンを短く押します。 

- 写真設定メニューに入ります： 

カメラが写真モードのときに、メニューボタンを短く押します。 

- システム設定メニューに入ります。 

スタンバイモードになっているときに、メニューボタンを 2 回短

く押します。 

-これらのメニュー設定を変更するには、どうすればいいです

か？ 

1.上/下を押してサブメニューを切り替え、OK を押してサブメニュ

ーに入ります。 

2.上/下を押してオプションを選択し、OK を押して確認します。 

3.メニューボタンを押して設定メニューを出ます。 

 



 

ビデオ設定オプション オプション 

解像度 1080FHD / 1080P / 720P 

ループ録画 オフ/ 1 分/ 2 分/ 3 分/ 5 分 

感光 ±2.0 

動体検知 オン/オフ 

音声記録 オン/オフ 

日付スタンプ オン/オフ 

G センサー オフ/高/中/低 

WDR オン/オフ 

ライセンスプレート オン/オフ 

 

写真設定 オプション 

解像度 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 

2M / 1.3M 

順序 シーケンスオン/オフ 

品質 上質/普通/経済 

鋭さ 強/中/普通 

ホワイトバランス 自動/曇り/昼光/白熱灯/蛍光灯 

ISO 自動/ 100/200 

感光 ±2.0 

防振 オン/オフ 

日付スタンプ オン/オフ 

 

システム設定 オプション 

駐車モード オン/オフ 

日付時刻 YY / MM / DD 

自動パワーオフ オフ/ 1 分/ 2 分 

スクリーンセーバー オフ/ 5 分/ 10 分 

ビープ音 オン/オフ 

周波数 50Hz / 60Hz 

フォーマット キャンセル/ OK 

デフォルト設定 キャンセル/ OK 

言語 英語、日本語、フランス語など 

 

 

 



 

機能の説明 

 

機能の説明 

1. ビデオ/写真/再生モード 

モードボタンを短く押して、ビデオ/写真/再生モードを切り替えま

す。もし録画しているなら、先ず OK ボタンを押して録画を停止し

てください。 

-ビデオモードでは、OK を押して録画を開始/停止します。 

 -写真モードでは、OK を押して写真を撮ります。 

- 再生モードでは、OK ボタンを押したらビデオを再生/一時停止

になるが、上下の方向ボタンを押したらビデオを切り替えます。 

2. 記録プロンプト 

記録中は、赤い点が点滅し続けます。 

3. ロック標識 

ロック標識の付いたものは、そののファイルがロックされ、上書き

できません。G センサーが衝突を検知すると、現在のファイルをロ

ックします。カメラのロックボタンを押すことで手動でもファイ

ルがロックできます。 

4. マイクロフォン 

マイク標識付き、音声が記録されます。 

ビデオ設定メニューでマイクのオン/オフが調整できます。 

 



 

5. G センサー 

G センサーが衝突を検知すると、現在のファイルをロックします。

ビデオ設定メニューで、G センサーの感度をオフ/高/中/低の間で

調整できます。異なった種類の感度では、G センサーを作動させる

のに必要な重力が異なっています。 

6. 現在のビデオの録画時間 

7.駐車モード 

このモードをオンにすると、車の鍵がオフになった後で車が揺れ

ましたら、カメラは自動的に記録し始めます。システム設定メニュ

ーで、駐車モードがオン/オフに調整できます。 

8. 現在のビデオ解像度 

ビデオ設定メニューで、現在のビデオ解像度が 1080P と 720P の間

で変更できます。 

設定した解像度が高いほど、より鮮明で大きなビデオが撮りられ

ます。 

9. ループ録画 

ロックされていない最も古いファイルを上書きします。 

ビデオ設定メニューで、ループレコーディングのビデオ長がオフ/ 

1 分-5 分で変更できます。 

10.現在の日付 

日付スタンプをオンにすると、日付がビデオに表示されます。 

11. TF カードのインストール 

TF カードを取り付けない限り、ビデオと写真を撮影できません。 

 

 

 

トラブルシューティング 

問題 解決法 

ビデオ映像がぼや

けています。 

保護レンズのカバーを取り外して、レンズをき

れいにして、風防ガラスをきれいにしてくださ

い。 

私のメモリカード

で数分のビデオし

か録画できません。 

録画サイズ（ビデオ長さ機能）を小さくに調整し

てください。また SD カードの容量を大きくして

ください。最大は 32GB です。 



 

問題 解決法 

メモリカードを取

り外せません。 

カードが先に取り付けられたうえで、指爪を使

って、小さなラッチが聞こえて感じられるまで、

カードをもう少し内側に押さなければなりませ

ん。難しいなら、小さい硬貨の端を使ってくださ

い。圧力を釈放して、カードはあなたがつかむの

に十分になるほど飛び出します。 

SD カードが読み取

れません。 

8GB と 32GB の間の（クラス 10 或は UHS タイ

プ 1）高品質ブランド SD カードを使用して、設

定メニューで初期化してください。 

メモリカードが挿

入できません。 

マイクロ SD カードはすごく小さくて、慎重に使

用しなければなりません。説明書に示された図

の位置に合わせて、わずかなばね抵抗があるま

でカードを挿入します。今は貴方の指爪を使っ

て、小さなラッチが聞こえて感じられるまで、カ

ードを押してください。圧力を釈放して、カード

はデバイス内に保持されたままになります。難

しいなら、小さい硬貨の端を使ってください。 

スクリーンに表示

された画像が上下

逆になっています。 

レンズが正しい録画方向にあることを確認して

ください。ダッシュボードに車載カメラを取り

付けると、それは間違った映像を撮ります。説明

書に示された図のように、風防ガラスに取り付

けてください。 

車載カメラで SD カ

ードのファイルが

削除できません。 

そのファイルが保護されているかどうかを確認

してください。保護されているなら、メニューか

ら保護を解除してください。 

車載カメラは応答

しません。 

車載カメラをリセットしてください。 

数分後、スクリーン

が消えます。 

スクリーンセーバーがONに設定されています。

必要なら、設定を OFF に変えてください。デフ

ォルト設定はオフです。 

バッテリーは 10 秒

しか続けられませ

ん。 

このバッテリーは限られた電力しか蓄えられま

せん。外部の電力が必要です、電源オフ保護の設

計によって、バッテリーは緊急録画機能をサポ

ートするために一部の電力を蓄える必要があり

ます。 

 



 

問題 解決法 

メニューボタンを

押しても何も起こ

りません。 

記録中、これは正常です。メニューボタンを押す

前に、記録を停止してください。 

反転する時に、反転

ガイドの映像が見

えません。 

配線を確認し、リアカメラの赤線が反転ライト

のポジティブ電極に正しく繋がっていることを

確認してください。 

しばらく使用して

いたら、車載カメラ

が少し熱くなりま

す。 

カメラの寿命を延ばすために、カメラには熱伝

導率の良好な金属フレームを搭載しています。

動作温度は-10℃から 60℃の間に設計されたの

で、心配しないでください、これは一般的な現象

です。 

解決されていない

問題 

車載カメラを設定メニューでデフォルト設定に

リセットして、もう一度試してください。 問題

がまだ存在するなら、弊社のカスタマサポート

にメールでご連絡ください。 

車載カメラの日付

と時刻が正しくあ

りません 

この時間は製品が工場から出荷された時の時間

です。設定メニューで調整してください。 

 

何か問題がございましたら電子メールでお問い合わせくだ

さい。こちらにアドレスがあります： 

support-jp@peztio.com 

E-Instructionの場合、コードをスキャンしてください： 

 

 

mailto:support-jp@peztio.com

