
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器です
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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

セイフティレコーダ®ディ・ライト

・ドラレコ・デジタコ・通信機能が備わった
ハイエンドモデル
・機能拡張性が高く、様々な運用形態に適用
・機能と価格共に満足いただける一台

・カメラを省いたシンプルモデル
・既にドラレコをお持ちの方にベスト！
・音声アナウンスにより運転をサポート

・フォークリフトの運転診断ができるドラレコ
・加減速や旋回、スイッチバック挙動を検出し、
事故を予防
・2chカメラで前後の撮影が可能

セイフティレコーダ®アドバンス

・映像機能を強化した新モデル
・フルHDカメラによる映像記録
・リアルタイム映像確認
・よそ見、スマホ、居眠り運転を検知するAI機能

※写真はSRPocketⅡ

国交省認定運行記録計
（自TDⅡ-99）

国交省認定運行記録計
（自TDⅡ-54）
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デジタコ

デジタコ

国交省認定運行記録計
（自TDⅡ-92）

デジタコ



SR-WEB解析システム

・1分毎（SRAdvanceでは30秒毎）の
車両位置や作業状態を把握

・運転結果はインターネット環境から、
いつでも・どこでも確認可能

・事故相当の映像データは
自動アップロード

・『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

・取込み、バックアップ時間が大幅短縮

安全の達人Ⅱ

2

＜運転の振返りに最適な運輸日報＞

ETC利用区間
は適切か？

悪いバック
はないか？

休憩時間は
適切か？ 実車割合は？連続運転は？

空ぶかしはないか？ 停止・走行・
作業時間は？



ForkLiftの達人

改善基準の達人Ⅱ

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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拘束時間は
適切か？

休憩時間は
適切か？

切替し時の
確認時間は？

非稼働時間
はないか？

挙動の詳細は映像確認

前進中の急旋回



VRセンサーM12P

スイッチBOX 通信ユニット

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/空車の切替
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。

インターネットに接続し、
自動でデータ転送する事で、
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事
で冷蔵・冷凍庫内の温度を
記録し、管理できる。
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運転操作が数値化できる車載器

SRシリーズは、「事故に逢いにくい運転操作」（やさしい運転）を導きます。
「走る」「曲がる」「止まる」という日常の運転操作の傾向を元に、丁寧で
やさしい運転ができているかを点数化して評価します。
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事故

急操作

速度超過

荒い運転操作

穏やかな運転操作

他社の診断範囲

（減点方式）

≒急操作と速度超過が

なければ満点

SRシリーズ

の診断範囲

（加点方式）

加速しながらの交差点通過、車間距離を取らない運転、
連続した車線変更など事故に繋がる運転は、この領域！

穏やかな運転をどれだけおこなっているかを評価！

SRシリーズは、全ての運転操作を診断します

簡単なコメントで振返りできます

診断項目 診断内容

ブレーキ 全てのブレーキ操作を見ています

停止 停止するためのブレーキ操作のみ見ています

ハンドル 全てのハンドル操作を見ています

右左折 交差点進入前の減速と、通過中の速度を見ています

スムーズ アクセル・ブレーキとハンドル操作の安定性を見ています

5つの運転診断項目があり、100点満点で評価！
低速での走行、バックを含めた、安全運転度がわかります！



P.7～ P.17～

P.37～

P.33～

P.23～

P.35～

P.27～
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デジタコ本体

カメラ
（最大6ch）

・ナンバーも読み取れるフルHD（200万画素）に対応
・最大6個のカメラが接続
・既設のアナログにも対応

＜ビュワーソフト＞
◎ 最大6画面表示
◎ 最大8種のシグナル・アラームを表示
◎ Gセンサー・速度・エンジン回転数をグラフ表示
◎ 走行軌跡と画像の位置を地図上に表示
◎ カレンダー検索/イベント検索

価格：オープン
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国交省認定運行記録計（自TDⅡ-99）

NEW!

内蔵メモリに長時間記録
（最大150時間）



車載カメラの映像をリアルタイムで確認 （運行状況を確認）できます。

車載器に記録されている過去映像を確認（クレームを受けてしまった場合など）

システム画面

↓システム画面（時刻・映像時間を指定）

↓システム画面（速度チャートから指定）
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居眠り、わき見、ながら運転を検知し、音声警告し、管理者へメール通知

通知メールのURLをクリックすると、
システム画面で映像確認できます。

スマホでも
映像確認できます。

↓居眠りを検知

↓わき見・よそ見、ながら運転を検知
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管理者（PC、スマホ）
へメール通知



・本体に6つの作業ボタンを配置
・一般/高速、実車/空車に加え、各種作業時間と場所を記録

休憩 待機 附帯 荷卸 荷積
高/一
実/空

・表示機（有機EL）から運転時間や作業時間を確認可能
・連続運転（4時間）手前や休憩時間に応じて、音声アナウンスでお知らせ

03:45:00

まもなく4時間走行します。
休憩しましょう！
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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
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※2



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。

価格：オープン
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価格：オープン
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国交省認定運行記録計（自TDⅡ-92）



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

記録メディア SDHC 8GB～32GB（Class10）

機器構成

標準 オプション

14



価格：オープン
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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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①スイッチバックでの荷崩れ運転が分かります。
②停止時の安全確認が分かります。
③注意挙動を録画します。

切替し時の確認時間を確認
（3秒以上できているか？）

危険な挙動を振返り
運転指導に役立ちます



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。
運転の癖を確認しながら指導

21



22



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 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
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バック事故対策機能の追加について

バック操作を「見える化」
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

バック時は
映像を自動記録
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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)



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
●バックギアを入れたタイミングで、映像を切替え可能

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
（更に2024年4月には改善基準告示が見直し予定）

「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
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省電力通信（LPWA）を利用した車/バイクの管理
車載機は15,000円～/台、通信コストは1.000円～/月/台にて提供

・バッテリー電圧
・燃料メーター
・バック信号（バック事故防止）

SOSボタン
（eCall）

GPS

・加速度計(ブレーキ）
・ジャイロセンサー(ハンドル）

3分間隔で位置・速度・運転
診断
事故の自動通報・SOS通報

すぐにドライバーへの指示が可能

管理者PC

サーバ

現在位置、走行履歴、日報、運転診断

省電力通信（LPWA）を利用した車/バイクの管理

※LPWA：Low Power Wide Area
※価格は購入台数や条件により変わります

115(W)×70(D)×31.5(H)
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サンコーテクノなら 東海電子なら

乗務前、乗務後のアルコールチェック結果を運輸日報に連携します。（連携ソフト必要）
ALCメーカーは、「サンコーテクノ製」と「東海電子製」のALCに対応します。
「SR-WEB解析システムの自動印刷ソフト」と「安全の達人Ⅱ」（Win10）に対応します。

点呼日時とアルコールチェック結果、判定を記録します

アルコール検知器 CAX-AD100

0.00

0.00

○

○
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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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項目 SRAdvance SRConnect
SRPocketⅡ
/SRDLite

SRForklift

商品画像

型式 M626 M619 M623/M622 M612

寸法 50×178×180㎜ 35×170×140㎜ 35×170×140㎜ 35×170×140㎜

質量 0.7㎏以下 0.5㎏以下 0.5㎏以下 0.5㎏以下

動作電圧 12/24V 12/24V 12/24V 12/24V

動作温度 -20～70℃ -20～70℃ -20～70℃ -20～70℃

消費電力 2A以下 2A以下 2A以下 2A以下

消費暗電流 1mA以下 1mA以下 1mA以下 1mA以下

記録メディア
SDHC/SDXC

（最大128GB）
SDHC

（最大32GB）
SDHC

（最大32GB）
SDHC

（最大32GB）

SDカードスロットル数 2 1 × 1

常時録画 30fps 30fps × 5fps

イベント録画 30fps 5fps × 5fps

画像解像度 FHD/HD/SD FHD/HD/SD × VGA

デジタコ認定 ○ ○ ×/○ ×

運転診断機能 ○ ○ ○/○ ○

表示機 有機EL/LEDランプ LEDランプ LEDランプ LEDランプ

音声案内 音声アナウンス ブザー 音声アナウンス ブザー

GPS ○ ○ ○ ○

車速信号 ○ ○ ○ ○

エンジン回転 ○ ○ ○ ×

バック信号 ○ ○ ○ ○

ウィンカー信号 ○ ○ × ×

カメラ接続数 最大6ch
最大8ch

※入力は2ch
× 最大2ch

マイク 標準 オプション × オプション

DMS機能
（居眠り、わき見）

オプション オプション オプション ×

ADAS機能
（標識・標示、
車線逸脱、車間距離）

○
※今後対応

× × ×
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このカタログは2022年6月時点のものです

〈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：EA0239⑤
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