ミスターカード株式会社ニュースリリース
2020 年 4 月吉日

夜間撮影が特に強い！STARVIS＋Exmor 搭載＆業界最長クラスの防水リアカメラの接
続ケーブル 10m を採用した２カメラドライブレコーダー「Force 100GS」

夜間撮影が特に強い！STARVIS＋Exmor を搭載＆軽自動車から長さのあるワンボックスカーまで配線可能な防水リアカメラの
接続ケーブル 10m を採用した２カメラドライブレコーダー「Force 100GS」を 2020 年 4 月 30 日（木）から発売します。
●発表商品
ブランド：miraion
商品名：Force 100GS
型番：MFC100GS-32G
JAN：4580575278036
メーカー希望小売価格：￥13,600（税抜）、￥14,960（税込）
発売日：2020 年 4 月 30 日（木）
製品情報：https://www.miraion.jp/force-100gs/

ミスターカード株式会社ニュースリリース
2020 年 4 月吉日

●概要
「Force 100GS」は夜間撮影に強い！10m ロングリアカメラ用ケーブルを採用した２カメラドライブレコーダーです。フロントカメラに
STARVIS、リアカメラに Exmor のイメージセンサーを搭載した夜間撮影の最強コンビ。軽自動車から長さのあるワンボックスカーま
で配線可能なリアカメラ用ケーブルを採用。さらに別売オプション 10m 延長ケーブルで業界最長の 20m の長さも対応予定。尚、
長さ 10cm のショートケーブル付属で室内撮影、リアガラス、車外の３つの取り付け方法をユーザーノニーズに合わせて選べます。
車外取り付け可能な IPX68 防水リアカメラは雨など悪天候でもしっかり後方を撮影。前後にナンバープレートを撮影できると言わ
れるフル HD 高画質、G センサー、GPS、画像補正 HDR/WDR、録音、12V/24V 対応、ドライブレコーダーに必要な機能を装
備しています。最大 128GB（付属 32GB）で長時間撮影可。オプション機能では、防犯対策として動体検知機能と衝撃検知
機能を搭載。Force 100GS のドライブレコーダーは様々なドライバーのニーズに対応できる２カメラドライブレコーダーのオールインワ
ンモデルです。
●前後２カメラドライブレコーダー
ナンバープレートを撮影できると言われるフル HD（1920×1080）高画質で前後２カメラを記録できます。
●夜間撮影に強い！
カメラの画質はイメージセンサーの性能により大きく変わるため、フロントカメラに SONY STARVIS、リアカメラに SONY Exmor の
イメージセンサ―を搭載することで、日中はもちろん！夜間走行時のクルマ、自転車、人などの記録に役立ちます。
●リアカメラ接続用ケーブル（10m、10cm、延長 10m）
軽自動車から長さのあるワンボックスカーまで取り付けできる 10m のロングケーブルを採用。
また、室内撮影で使いたい場合、約 10cm のショートケーブルを同梱し、車内配線をスッキリできます。
また、別売オプションで 10m 延長ケーブルを発売予定。
●リアカメラ（３つの取り付け、防水、ガラスの角度）
室内、リアガラス、車外の３つ取り付けをユーザーが選べる設計。
IPX67 防水設計により、雨の悪天候やスモークガラスの影響を受けずに後方を撮影可能。
リアガラスの角度が垂直に近い場合でも、付属の専用パーツで取り付けできます。
●広角撮影
フロントカメラは広角 140°(水平 108° 垂直 62°)、リアカメラは広角 131°(水平 111° 垂直 59°)の広い視野の映像を記録
できます。
●画質補正
HDR/WDR の 2 つの映像補正を組み合わせることで、トンネルの出入り口や夜間撮影時など急な明るさの変化を自然に抑えて
鮮明な映像を記録します。
※フロントカメラのみ対応
●全国 LED 信号機対応
周波数の異なる東日本/西日本の LED 信号機も逃さず記録します。
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LED 信号は点滅と撮影周期が一致した時に、LED 信号が無点灯で記録される場合があります。本製品は LED 信号の無灯火
記録を防ぎ LED 信号の早い点滅で記録します。
●DC12/24 車対応
電圧は DC 12/24V に対応しています。
軽自動車はもちろん、普通車、バスやトラックなど大型自動車でもご使用いただけます。
●地デジノイズ対策済み
電波干渉を抑えた設計を採用。
※完全に遮断するものではありません。
●メモリーカード 最大 128GB 対応(32GB 付属)
前後２カメラをフル HD 高画質で長時間撮影。
32GB 約 2 時間 50 分
64GB 約 5 時間 50 分
128GB 約 11 時間 35 分
※数値は目安のため、環境により異なる。
※16GB 以上の Class10（UHS-I）の micro SDHC、micro SDXC を推奨、
●基本性能
・常時録画、衝撃録画、ボタン録画
・3 軸 G センサー（3 段階調整）
・GPS（外付型）
・録音
・3.0 インチ液晶モニター（画面オートオフ設定可）
・スーパーキャパシタ
・ドライブレコーダー搭載ステッカー付属
・1 年保証
●防犯対策
1.「動体検知」機能

：カメラ前方の映像に変化がある時に映像を保存する機能です。

2.「衝撃検知」機能

：ドライブレコーダー本体が衝撃を検知した時に映像を保存する機能です。
この機能は「衝撃検知」と「動体検知」を 2 つ同時に使用します。

※本機能には別売オプション電源ケーブルが必要です。
商品名：「ラクラク！オフタイマー常時電源ケーブル」

型番：MRO-CAR01

●仕様
画面サイズ：3.0 インチカラー液晶モニター
対応メモリー：microSDHC 16～32GB、microSDXC 64GB～128GB

JAN：4580575278050
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※16GB 以上の Class10（UHS-I）の micro SDHC、micro SDXC を推奨、
※すべてのメモリーカードの動作を保証するものではございません。
GPS ：外付型
G センサー：3 軸 G センサー
画素数【フロント】SONY STARVIS™ 200 万画素
【リア】SONY Exmor™ 200 万画素
解像度【フロント】フル HD(1080p) / HD(720p)
【リア】フル HD(1080p)
形式：MOV
ファイル時間：1 分、2 分、3 分、5 分、10 分から選択可
レンズ：【フロント】 F1.6 / 対角 140° 水平 108° 垂直 62°
【リア】F1.8 / 対角 131° 水平 111° 垂直 59°
リアカメラ：防水性能 IP67
録音：オン/オフ可
画像補正：HDR / WDR ※フロントのみ
電源電圧：12/24V 車対応 (5V/1.5A)
動作温度：0℃～60℃
電源ケーブル：約 4m (シガーソケット接続)
リアカメラ接続用ケーブル：
分岐ケーブル(リアカメラと GPS 接続用) (約 17cm) 、リアカメラ用ケーブル（約 10m)
、 リアカメラ用ケーブル（約 10cm) 、 リアカメラ側に約 30cm のケーブル付き
蓄電デバイス

スーパーキャパシタ

設定メニュー言語：(Multi Language)

日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、Français、Pусский、

Latviski、Poɾtuˈges、Italiano、Polski、Românesc、Slovenčina、ykpaiHcbka 全 15 ヶ国語
本体寸法（幅Ｘ高さＸ奥行)：【フロント】90×54×34mm、【リア】40×48×52mm
本体重量：【フロント】約 68g、【リア】約 50g
パッケージ寸法（幅Ｘ高さＸ奥行)：170×90×130mm
パッケージ重量：約 680g
●製品に関するお問い合わせ
ミスターカード株式会社 E メール：miraion@miraion.jp
●プレスリリースに関するお問い合わせ
ミスターカード株式会社 担当：大庭

E メール：miraion@miraion.jp

●ミスターカード株式会社
2007 年 8 月に設立。「PAPAGO!」、「cellevo」、「REMAX」、「WK DESIGN」、「GOLiFE!」、「Dr.Lumen」などの正規代理
店事業全般を行っており、コンピューター、スマホアクセサリー、カーエレクトロニクス、美容関連などの製品など幅広いラインナップの製
品を販売しています。2020 年 2 月からガジェットブランド「miraion」を立ち上げました。

