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警 備

こんな場所で活用できます
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人を守る「カメラの目」

社内教育
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警察や警備業務だけではなく、工事現場作業や、工場生産ライン、
消防・医療・レスキュー活動などで、
ウェアラブルカメラとして発生
事象の証拠記録として活用できます。

専用アプリのDrivePro Body App

DrivePro Body Appはモバイル機器からDrivePro Bodyにワイヤ
レスでアクセスして設定の変更や保存データにアクセスすること
が可能な専用アプリです。データの改ざんを防止するために、ユ
ーザーIDやタイムスタンプを記録データに埋め込むことができ
ます。

トランセンドの DrivePro Body 30 は IP67 に対応し、軍事
規格の耐衝撃性を備え、最大 12 時間録画を可能にする大容量
バッテリーを搭載したウェアラブルカメラです。鮮明な映像を
記録できるように、Sony 製のイメージセンサ、高品質のレンズ、
赤外線照明、ブレ補正機能、DRAM バッファを搭載しています。
専 用 ア プ リ の DrivePro Body App を 利 用 す る こ と で、
iOS/Android 機器で DrivePro Body 30 の設定を変更した
り、保存データの管理が行えます。

夜間も撮影可能
赤外線照射アリ

DrivePro Body 30 は 周
囲が暗いことを感知する
と 自 動 的 に 赤 外 線 LED
を利用した撮影を開始し
ます。これにより、昼で
も夜でも高解像度の映像
が記録できます。
* 赤外線 LED 使用中はモノクロの映像
が記録されます。

赤外線照射ナシ

DrivePro Body Toolbox
専用ソフトウェアの
DrivePro Body
Toolbox を 利 用 す る
ことで撮影データを
Windows PC で 管 理
で き ま す。DrivePro
Body の内蔵メモリを
フォーマットしたり、
ファームウェアの更
新も行えます。

丈夫なデザイン 長時間駆動ＯＫ

Bluetooth & Wi-Fi 接続

DrivePro Body 30 は 3120mAh
のリチウムポリマーバッテリーを
搭載しているので、フル充電時は
最大 12 時間の撮影が可能です。長
時間録画が要求されるフルシフト
の警備活動等にお勧めです。
注記 : 実際の録画時間は使用環境や設定等によって異
なります。( 例 : 赤外線 LED のオン / オフ )

DrivePro Body 30
はセットアップと
モードを切り換える
ための Bluetooth 機
能と iOS/Android 機
器でのライブスト
リーム再生を可能に
する Wi-Fi 機能を備
えています。

12 時間

また、IP67 に対応しており、悪天候でも撮影
が可能です。また、屋外での使用を想定し、米
軍落下試験規格相当の耐衝撃性を確認していま
す。
注記 :
DrivePro Body 30 は IEC 60529 の IP67 に対応する条件で
試験を実施しています。防滴、防水および防塵性能は無期限に
保証できるものではなく、使用状況や時間の経過とともに劣化
します。製品について汚れや水分はきれいに拭き取るようにし
てください。水濡れや水没による故障は保証対象外です。

サイズ

95.9×52.2×27.6（ｍｍ）

性能

IP67

重量

130ｇ

動作環境温度

-20℃～ 65℃

レンズ

F/2.0、130°ワイドアングル

保存温度

-25℃～ 70℃

マイク

内蔵

認証

CE,FCC,BSMI,NCC,MIC

仕

解像度 / フレームレート

フル HD（1920×1080）/30fps

様

動画フォーマット

H.264（MOV：最大 1920×1080/30fps）

ストレージ容量

64GB 内蔵メモリ

接続インターフェース

USB2.0

バッテリー

リチウムポリマー

電源供給

入力：AC 100V-240V、50-60Hz、最大 0.4A
出力：DC5V 2A

以下のいずれかのオペレーションシステム及び USB ポー
トを搭載したデスクトップ / ノートブックコンピュータ
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10

システム

DrivePro Body App 使用時の環境は以下の通りです
Wi-F- 接続機能があり、Bluetooth Smart に対応
iOS 10.0 以降の iPhone
Android4.4 以降の Android 機器

ご注意 ●本製品はTranscend Ⓡ社の商品です。●本製品は、犯罪の抑止・安全を完全に保証するものではございません。万一被害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。●本
製品に保存している全てのデータのバックアップを定期的に取ることを強く勧めており、不具合製品に保存されているいかなるデータやプログラムまたはソフトウェアの損傷、損失に関して責任を負いません。
また、それらのデータ復旧、バックアップに生じる費用について責任を負いません。●互換性やパフォーマンスを向上させるために、製品仕様や外観を予告なく変更する場合があります。●電波干渉により、通
信が不安定になる状態があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。●当チラシについては、無断で複製・転載することを禁じます。●このカタログの掲載内容は2018年5月現
在のものです。

【製造・販売】

〒111-0051
【日本支社】東京都台東区蔵前1-8-5 トランセンドビル
TEL：03-5820-6000 FAX：03-5820-6015

Transcend Information, Inc.

【代理店】

【本社】 〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL：084-943-6444 FAX：084-943-6446

東京
営業所

https://jp.transcend-info.com/

〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15-1106
TEL：03-6435-7905 FAX：03-6435-7908

