
リモコン受光ケーブル （5m）CCDカメラ(正像タイプ) GPSアンテナ／レシーバー （2.5m）

CCA-682-500 CAA-199-200CC-2003B EA-1232AFCC-2012U
小型CCDカメラ(正像タイプ) モニター用パワーBOX

交通事故の示談対策

交通事故予防 車内事故記録

安全運転教育

防　　犯

犯罪の記録

安　全 防　犯 環境対策

CO2 削減

燃費向上
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大容量常時録画だから、
「車輌が大きい為に小さな衝撃ではセンサーが感知しない！」
「左折時の巻き込み事故など死角での事故で、本当の原因がわかりにくい！」
「バス車内での転倒事故やクレームの原因がわからない！」などということがありません。
今まで分かりにくかった事故の原因解析や、安全運転指導などに役立つ、大型車輌に最適な画像記録システムです。
※CF-2400A-A（30GB）

CF-2400A-C
常時録画型ドライブレコーダー

4カメラ接続 HDDドライブレコーダー

常時録画で、分かりにくかった事故の原因解
析をはじめ、データ解析をすることで安全運
転指導にも役立ちます。

ハードディスクドライブレコーダー

大容量常時録画・保存機能

40GBハードディスクに最長800 時間
（1fps 時）連続録画。常時録画でトリガ
ーの誤操作、非作動のトラブルがありま
せん。事故時（トリガー作動時）の記録画
像はハードディスクとCFカードに同時保
存。音声も同時録音可能。

安心4台カメラ同時接続・撮影

車内、前方、後方、側方、あらゆる方向か
ら 常 時 撮 影。高 信 頼 性 のCC-2000 / 
CC-2011シリーズのCCDカメラ（2 台
まで直接接続可能）を使用。
1秒間に最大30フレーム（TV 同等画質）
撮影可能。

エコドライブ/運行管理

エコドライブ運転指導で、CO2とエネルギ
ー経費を大幅削減。急加速、急減速、ブレー
キ、速度、エンジン回転数等、車両挙動を走
行データとして記録。画像以外の走行デー
タはCFカードにも常時保存。設定値を超
えた場合、警告ランプ（RCB-189-500 に
内蔵）を点灯させるアラーム出力機能。

ハードディスクドライブレコーダーの優れた特長

緊急スイッチ ワンタッチフロントパネルマイクアンプ無指向性マイク

RCB-189-500 DMA-586-100 RCB-188-500

■ HBT-279-100（CF-2400A-A用）

RCB-183-500

在庫僅少

※本体設定及びHDDからのコピー
はリモコンが必要です。

HBT-279-110
（CF-2400A-C用）

CF-2400用リモコン

■4画面表示
■Gセンサー値やスピード値をグラフで　
　表示
■系統名/停留所名表示
　(音声合成装置連動時）
■危険走行フラッグ
■走行軌跡と画像の位置を地図上に表示
　（GPS設置時）

CTA-038-200
ビューワソフトVer.2

昭文社　スーパーマップル・デジタル
Ver.6以降対応
※スーパーマップル・デジタルは（株）昭文社の登録商標です。

地図表示には別途指定地図ソフトが必要
になります。

地図表示用ソフト

4カメラ
同時表示

系統名/
停留所名等

加速度
（縦G、横G）等

走行軌跡と画像の位置を地図上に表示

表示機能

走行スピード
エンジン回転数

危険走行
フラッグ

ビューワの表示機能以外に日報、月報、年報等
をドライバーごと、車両ごとに帳票出力が可
能な解析ソフト。
安全運転診断、エコドライブにも有効です。
※CTA038、CTA039はバージョンアップにより
　表示内容等を変更する場合があります。

CTA-039-200
運転指導支援ソフトVer.2

オプション（解析ソフト）

バス用ドライブレコーダーとして開発されたCF-

2400A は、常時録画型 HDD として最長 800

時間の連続録画を可能にしました。路線バスに

おいて、安全管理や環境への配慮といった問

題は重要な課題であり、CF-2400A はこれら

の問題を解決し、ドライバーが安心して運転で

きる環境を提供します。

期待される効果



※毎秒のコマ数を1に設定すると実際には毎秒２コマで記録されます。毎秒２コマを設定した場合と比較してほぼ半分のデータ量の設定ですので、
記録時間はほぼ２倍になりますが画質は悪化します。
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外形寸法

重量

電源

内部メモリ

外部メモリ

外部入力端子

外部出力端子

W178×H50×D235

2.1kg

+12V/+24V

2.5インチ 40GB ＨＤＤ

ＣＦカード

カメラ入力×4（ＤＩＮ5Ｐ×2＋ＲＣＡ×2）

アラーム入力×６

音声入力×１（ライン入力）

映像出力×１
アラーム出力×2・音声出力×１

ＧＰＳ入力

Ｇセンサー

映像方式

接続カメラ数

録画圧縮方式

解像度

フレームレート

最大記録時間

トリガー録画

映像セキュリティ

有り

本体内蔵 3軸センサー

ＮＴＳＣ

4台

ＭＰＥＧ４

320×240×4

最大30fps

800時間（標準画質／1fps時）

トリガー前後30秒、ＣＦ書込み（任意設定可）

専用暗号化による改竄検出機能

カメラ画角（CC-2003B）

地図データ連動

動作温度範囲

耐振動性能

耐衝撃性能

消費電流

左右118度、上下97度

有り

−10〜＋50℃

4.4G以下

30G（11ms）

0.9A〜1.9A

　　　  30      15 　　　           10 　            　5 　　　3            　　　　2　               　　1※
カメラ1台当たりコマ数／sec

画質モード 音声

最高

高

中

低

有り

有り

有り

有り

約2日

約3日

約4〜6日

約1週間以上

　　　  13 　 　　　　   26 　　　40 　　　　　  80 　   133　　　　　　  200　　　　　　 333

　　　   21 　 　　　　　 45 　　  66 　　　 　  133 　　224　　　           333　　　　　　 553

　　　  16 　 　　　　　32 　　  49 　　　　　  100 　　162　　　　　　   246　　　　　　 400

　　　   32 　 　　　　　 64 　　  96 　　　 　  192 　　320　　　           480　　　　　　 800

FM文字多重放送受信により、バス車内でニュース、スポーツ、
気象情報等を流すことができ、より一層の乗客サービスが可能。

CA-2000 系、CA-6000 との接続により、次停名表示器や、
テレビモニター（CA-5000 使用時）への表示を行います。

■ニュース ： 最新のニュースを配信。随時更新なので速報性も十分。
■スポーツ ： 気になるゲームの結果から芸能ニュースまで網羅。
■天　　気 ： 地域ごとの天気予報を表示。
■C　　M ： オリジナルのお知らせやCMを表示させることもできます。

JFN（ジャパンFMネットワーク）の協力をもとに、日本全国での受信が実現。
長距離運行でも確実に最新の情報をキャッチできます。
※FM文字放送受信は有料となります。

CT-5000
FM文字放送チューナー

リアルタイムでホットな情報をキャッチし、長距離乗車も飽きさせません。

次停名表示器（CY-2510）、グラフィックオートガイドシステム（CA-5000）対応既存機器に簡単に追加できます。

自社での面倒な放送管理は不要です。

車内での注目度、露出度は抜群！バス会社様ごとのオリジナル広告やお知らせを表示できます。

年度予算に合わせた導入が可能です。

長距離乗車でも走行地域に合わせたニュースの受信ができます。

FM電波で音声合成システムの時刻補正も行います。

FM文字放送チューナー

放送内容

「FM 文字放送チューナー」の優れた特長

CCDカラーカメラ
［正像モデル・車内用

（運転席付近）］

CC-2012U

CCDカラーカメラ
［正像モデル・前方用］

CC-2003B

CFカード
画像/走行データ取出し

（別販）
※推奨品につきましては、別途
ご確認ください。

CAA-199-200

パワーボックス（1カメラ用）

EA-1232AF

パワーボックス

CAA-188

CCDカラーカメラ
［鏡像モデル・後方用］

CC-2000B

CCDカラーカメラ
［正像モデル・車内用］

CC-2012U カラーモニター

CJ-981A

HDDドライブレコーダー

CF-2400A-C
※写真は前面パネル取り外し時

USBケーブル接続
画像吸出し（別販）

緊急
スイッチ

GPSアンテナ/
レシーバー

■スピードセンサー
■エンジン回転数
■電源＋24V/12V
■音声合成放送装置
■ブレーキ

etc.

RCB-189-500

無指向性マイク

DMA-586-100

アンプマイク

RCB-188-500

記録時間（参考値） 記録容量40GB（本体内蔵） ※カメラ1台接続時

【HDD の寿命について】
内蔵ハードディスクの使用耐久時間は使用場所の温度環境、振動等により異なりますが、おおよそ
5,000 時間を目安としております。その為、定期的にハードディスクの交換をお勧めします。交換の
際は当機をご購入されました販売店または弊社サービス店にご連絡下さい。また耐久時間を越え
て使用した場合、ハードディスクが破損する恐れがあります。その際、破損したハードディスクに記録
されたデータは復旧することは出来ませんので、あらかじめご了承ください。

【免責事項】
録画内容の保証について
当機種は内蔵ハードディスクにデータを常時記録しますが、万一データが記録できなかった場合
や、記録されたデータが破損された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

ハードディスクドライブレコーダー

HDD ドライブレコーダー CF-2400 定格・仕様 

システム構成例

乗客サービスに最適

簡単な機器追加で導入可能

導入後メンテナンスフリー

CM表示で広告収入

1台からの導入が可能

全国エリアのサービス

時刻補正も可能
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