
総合カタログ

「セイフティレコーダ®」は、データ・テック独自の技術を搭載した車載機です

GENERAL
CATALOG 2019



安全品質を追求

緑ナンバーから白ナンバーまで

徹底した安全を目指す究極の
ドラレコ・デジタコ一体型車載機
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セイフティレコーダ®コネクト セイフティレコーダ®ポケットⅡ

SRフォークリフトN

NEW!

ＳRディ・ライト

位置情報や診断結果をインターネット上で確認
可能！運転指導に役立つ情報をリアルタイムに
集約。（※カード運用も可能）

カメラの無いドラレコ。運転操作の数値化
で安全教育ができる。事故の多い低速域
や交差点など普段の運転の荒さを診断。

旋回中の加減速挙動、スイッチバック挙動、
急ブレーキ･急発進を検出。旋回中に行う
加減速は荷崩れ / 転倒事故の原因。その
挙動を検出して表示。

セイフティレコーダ機能が付いたデジタル
タコグラフ。日常運転の数値化で安全教
育可能。
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オープン価格 オープン価格

オープン価格
オープン価格



SR-WEB解析システム

ForkLiftの達人改善基準の達人Ⅱ

1分毎の走行履歴。マップ上に挙
動発生地点やバック地点が表示さ
れるので、指導するべきところが
見えてくる。
リアルタイムに車両位置を見るこ
とがきる。車両を複数選んで表示
することも可能。

『事故に遭いにくい運転』をサポート。
見たい画面への操作が簡単。
ドライバーや日別一覧から簡単に解析画面を
表示。運輸日報だけでなく、注意が必要な挙
動の指導書、運転診断結果、運転散布図、集
計データ、デジタコ帳票など各種帳票出力可
能。取込み、バックアップ時間が大幅短縮。

解析結果をA4用紙１枚に帳票とし
て印字。フォークリフトの稼働時間
も帳票に反映。

拘束時間など改善基準告示に基
づく拘束時間などを自動計算。
管理業務を軽減。
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安全の達人Ⅱ



VRセンサーM12P

スイッチBOX ３GユニットSR

３軸角度センサー

温度ユニット

計測対象に置くだけで使用
できる三次元角度センサー。
ロール･ピッチ･ヨーの三次
元角度、及び角速度、
XYZ加速度を１台のユ
ニットで同時に計測可能。

M12Pはトンネルの中でも
位置が分かる。ＧＰＳを受
信できないトンネル内でも
車両位置を算出！車速パル
スの取付けなど面倒な工事
は一切不要。

人の動きを三次元的に計測
できる角度センサ。ＨＭＤ
（ヘッドマウントディス
プレイ）用のトラッカーと
して最適。

運転席に座ったまま、高速
/一般、実車/空車の切り替
えが手元で操作できます。
運転時間や作業時間などの
管理に有効。

３G通信を使い、インター
ネットに接続。自動でデー
タ転送することで、帰庫後
すぐに運行状況や診断結果
を確認できる。

温度センサーを接続す
ることで冷蔵・冷凍庫
内の温度を記録し、管
理できる。
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データ･テックではさまざまな業態に対応した車載
機や各種センサーを製造・販売しております。

データ･テックの製品は安心の日本製です。
「小さくてもトータルなものを」という理念は、
高いクオリティを求め、常にチャレンジする精神
を表しています。
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お客様がお悩みの課題を、解決
できる製品をご提供できるよう
に常に新しい技術や仕組みを考
えてご提案します。

日常運転の視覚化が運転品質を高めます
「いつ」「どこで」「どういう運転」をしたか運行状況をひと目で把握！



P.7～ P.13～

P.33

P.29～

P.19～

P.31～

P.23～
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価格 ： ¥☓☓☓☓
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サイズ（高さ×幅×奥行） 約35×170×140mm

質量 0.6Kg以下

動作電圧 DC10V～DC32V

動作温度範囲 -20℃～+70℃

消費電力 2A以下

消費暗電流 1mA以下

記録メディア SDHC 8GB～32GB（Class10）

機器構成

標準 オプション
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価格 ： ¥☓☓☓☓

カードレス運用で
ドライバーの負担を軽減。
運行終了時に「運行中」
ボタンを押すだけの簡単操作。

他社にはない５つのポイント
１．一日のすべての運転操作を診断！

２．ドライバーごとの運転の癖が分かる！

３．事故との関連性が高いﾊﾝﾄﾞﾙ操作が見える！

４．振り返るべき映像が自動抽出される！

５．バック事故・構内事故をゼロにする！

ジャイロセンサーでクルマの挙動を
計測できるのは特許技術のある
セイフティレコーダ®だけ！

国交省認定運行記録計（自TDⅡ-54）

※カード運用もできます。
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独自の運転診断で自己流の運転習慣を改善。急操作は
もちろん、交差点内の低速域など日常運転を記録し採
点。視覚的に確認できるデータで、ドライバーが同僚
や運行管理者と情報交換しながら「毎日の振り返り」
ができる。

サイズ（高さ×幅×奥行） 約35×170×140mm

質量 0.5kg以下

動作電圧 DC10V～DC32V

動作温度範囲 -20℃～+70℃

消費電力 2A以下

消費暗電流 1mA以下

総画素数、画像サイズ、画像圧縮 30万画素、水平画角：117±4度
垂直画角：81±4度、JPEG

音声 サンプリング8kHz、モノラル16bit

記録メディア SDHC 8GB～32GB（Class10）

機器構成

標準 オプション

(1台標準）

※2

※2 カードレス運用の場合。※1 切替装置や合成装置により最大３台まで可能。

※1 ※2
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価格 ： ¥☓☓☓☓
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機器構成

標準 オプション

※2 常時映像再生ソフト含む。

※1 最大2台まで可能。

(1台標準) ※2※1

サイズ（高さ×幅×奥行） 約35×170×140mm

質量 0.5kg以下

動作電圧 DC10V～DC32V ※DCDCコンバータ使用で
DC48Vも対応可能。

動作温度範囲 -20℃～+70℃（結露無きこと）

消費電力 2A以下

消費暗電流 1mA以下

総画素数、画像サイズ、画像圧縮 30万画素、水平画角：117±4度
垂直画角：81±4度、JPEG

音声 サンプリング8kHz、モノラル16bit

記録メディア SDHC 8GB～32GB（Class10）
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細かい運行データで
的確な指導が可能！

対応機種⇒
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運転診断結果で指導

1日目 2日目 3日目

運転の「癖」は「形」にあらわれます

強いブレーキ 急なブレーキ

赤い点ひとつが、ひとつの運転操作
（いつ、どこで、どんな、を記録）

運転の特性「癖」が荒いのか、穏やかなのかを点数で評価。
速度との関係で操作の荒さ(揺れ)を判定。
振り子の揺れは、荷崩れにも直結。

● 運転の特性「癖」を５項目に分けて１００点満点で診断します！
● 改善コメントでポイントを確認！
● 穏やかな運転になれば、点数ＵＰ

散布図で指導KYTで指導

運輸日報

危険挙動指導書
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細かい運行データで
指導が可能！

対応機種↓
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対応機種⇒

最大1ヶ月間の点数一覧を表示。運転者ＩＤ順の他、平均得点・最大得点順に表示が可能。

運転診断の合計点を表示。
運転者の運転の癖を確認し
指導が可能。
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GPSｱﾝﾃﾅCCDカメラ

セイフティレコーダ®本体
取得信号
・車速パルス、エンジン回転、バック信号、ウィンカー信号

●赤外線カメラ（車内用）

●スイッチボックス

標準構成 3G通信ﾕﾆｯﾄ 運転者ｶｰﾄﾞ

オプション１ オプション２ オプション３

オプション４ オプション５ オプション６

●ETC2.0との連動

※カードレス運用にも対応予定

●冷凍冷蔵機との連携

●バック診断 ●FuelCompass

P.23～

P.26～



バック事故対策機能の追加について

目的：バック操作を「見える化」し、ドライバーに注意レベルを上げ、バック事故の削減をはかる

バック時の映
像を自動で記
録します
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【 バック日報 】

・バックギアONの時刻

・バックした場所

・バック時の最高速度

・バック時の平均速度

・バック走行距離

・バック前に３秒以上
停止しているかを○と×
で表示

（３秒以上後方確
認しているか)
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バック映像の記録機能の追加について

●バックギアを入れた１０秒前からバック終了までの映像を記録します。
●バックギアを入れたタイミングで、映像を切替えることもできます。

バック開始 バック終了バック開始１０秒前

バック操作の安全性を確認できます！

前方カメラ

バックカメラ

画像切替装置

バック信号

セイフティレコーダ
前方

バック

バック

バック信号より
バック映像を選択

※ バック信号をトリガにして、映像を記録したい場合

バック映像切替装置

前方からバックへ切替

（例） バック信号が入ったタイミングで前方カメラから後方カメラに映像を切替えます
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労働時間の状況把握が義務化
（４月より厚生労働省の省令が適用）

「改善基準の達人Ⅱ」はドライバーの
勤務実態を把握する便利ツールです！

面倒なキーボード操作は不要！

誰でも簡単に入力できます！

①開始と終了の時間をマウスで範囲指定

②右クリックで労務時間を選ぶだけ

誰にでも簡単に

管理できるよ！
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カード型の場合

通信型の場合

荷積み、荷降ろし、荷待ち、休憩など簡単に管理できる



24



25



26



27



28



29



30



31



32

解析ソフト
カードレス運用（クラウド型） カード運用

SR-WEB解析システム 安全の達人Ⅱ

運転診断
ブレーキ、アクセル、ハンドル操作などの診断

運転診断はどちらも同等です

ソフトのインストール
Yahoo！を見るようにインター
ネットで参照

個々のパソコンにインストール

地図ソフト GoogleMap
ゼンリン地図ソフトをインスト
ール

日々の日報表示
乗務後点呼時に、ドライバーまた
は車両を検索して表示

乗務後点呼時に記録カードをパ
ソコンに取り込むことで表示

イベント映像記録
映像データはＳＤカードに記録。
サーバにアップロードして情報を
共有可能

上記データ取り込み時に自動で
パソコンに取り込まれる

静止画映像記録
映像データはＳＤカードに記録。
サーバにアップロードして情報
を共有可能

上記データ取り込み時に自動で
パソコンに取り込まれる

データ保存先 クラウド 営業所のパソコン内（ローカル）

データ保存期間
ﾃﾞｼﾞﾀｺ：1年、運行ﾃﾞｰﾀ：3ヶ月
映像：1ヶ月

ローカル保存のため運用次第

動態管理 標準対応 なし

他拠点データの閲覧 可能 バックアップしたデータを閲覧

ドライバーの識別 ＮＦＣカード ＳＤカード
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NEW!
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このカタログは2019年10月（２版）Ver.３です

〈販売元〉〈製造元〉

〒144-0051東京都大田区西蒲田7-37-10
グリーンプレイス蒲田11階
TEL:03-5703-7060
FAX:03-5703-7063

http://www.datatec.co.jp/

●カタログの内容は予告なく変更する場合があります。 ●カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合があります。

文書番号：EA0239


