NEWS RELEASE
2017 年 11 月 27 日

（訂正）逆走監視機能搭載ドラレコ「HDR-75GA」新発売
当社が、2017 年 11 月 24 日に公表いたしました『逆走監視機能搭載ドラレコ「HDR-75GA」新発売』
につきまして、記載内容の一部に誤りがありましたので、下記の通りお知らせいたします。
（訂正箇所は下線で示し、訂正版のニュースリリースは 2 ページ目以降に添付しております。）
記
訂正箇所
＜訂正前＞
商品特長説明部分
4．サイズ：本体（幅×高さ×奥行）
：96.5×62×32.5mm（突起物除く）
モニター：2.4 インチタッチパネル液晶
＜訂正後＞
4．サイズ：本体（幅×高さ×奥行）
：66×92×43.2mm（突起物除く）
モニター：2.4 インチ液晶
以上

この件に関するお問い合わせ
先

【お客様からのお問い合わせ】
オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771
受付時間：平日 9:00～12:00 13:00～17:30

【報道関係者からのお問い合わせ】
株式会社 オートバックスセブン IR・広報部 小野田（おのだ）
、鈴木（すずき）
、垣内（かきうち）
〒135-8717 東京都江東区豊洲 5-6-52 NBF 豊洲キャナルフロント
TEL. 03-6219-8787 FAX. 03-6219-8762
※ 上記の画像等につきましては、ホームページよりダウンロードできます。 URL: http://www.autobacs.co.jp/ja/news/index.php

NEWS RELEASE
2017 年 11 月 24 日

オートバックスグループ先行販売

逆走監視機能搭載ドラレコ「HDR-75GA」新発売
～GPS で走行を監視し、逆走を画面と音声で警告するドライブレコーダー～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長執行役員：小林喜夫巳）は、GPS でクルマの走行を監視
し、逆走を画面と音声で警告するドライブレコーダー『HDR-75GA』を、全国のオートバックス・スーパー
オートバックスの各店舗にて、2017 年 12 月 1 日（金）から販売を開始いたします。
ここがポイント！

■
■
■
■

ドラレコに内蔵された GPS で、クルマの走行を監視し、逆走を警告します。
事故多発ポイントやヒヤリハット地点に近づくとお知らせします。
運行管理ソフトに対応し、運転状況をデータ管理できます。
1 年間の交通事故傷害保険が付帯されます。

昨今、高速道路や幹線道路などにおいて、標識の見落としや、見間違いなどにより、流入口や交差点を誤って
進入する、いわゆる“逆走”を原因とした事故が多発しています。
本製品『HDR-75GA』は、フル HD（有効画素数 200 万画素）
、
画像補正機能、G センサー、GPS を内蔵し、ドライブレコーダーに
求められている機能を搭載しつつ、内蔵された GPS によりクルマ
の走行を監視し、逆走を警告し、注意を促す機能を搭載したドライ
ブレコーダーです。
本体には全国 2,500 ヵ所以上、約 15,000 ポイントのインター
チェンジ（IC）やジャンクション（JCT）
、サービスエリア（SA）
／パーキングエリア（PA）などが登録されており、出入口で誤進
入しないように、登録ポイントへ近づくとモニター画面に表示し、
音声で警告をします。また、事故多発地点（約 1,700 ヵ所）や
ヒヤリハット地点（約 150 ヵ所）に近づいた際にも警告します。

設置イメージ

（次ページに続きます。
）
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また、運行管理ソフト（無料）を使用することで、運転状況がデータ化できるので、個人のお客様だけではなく、
法人の社用車運行管理としてもご利用いただけます。
本製品を購入し、WEB を通じて情報登録いただいたたお客様を被保険者として、1 年間の保険付帯サービスを
受けることが可能です。
（傷害死亡保険：100 万円、傷害後遺障害保険金：程度に応じて 4 万円～100 万円）
商品の概要は、下記の通りです。
記
1．商品名

：

HDR-75GA

2．発売日

：

2017 年 12 月 1 日（金）

3．オートバックス標準価格

：

27,999 円（税抜）

4．サイズ

：

本体（幅×高さ×奥行）
：66×92×43.2mm（突起物除く）
モニター：2.4 インチ液晶

5．付属品

：

・microSD カード（16GB）
・SD カード変換アダプタ―
・電源ケーブル
・取扱説明書／保証書
・“ドライブレコーダー搭載”ステッカー

6．オプション

：

HDROP-10：AV ケーブル
2,199 円（税抜）
HDROP-14：駐車監視・直接配線コード 2,999 円（税抜）

7．主な特徴

：

・逆走監視機能
GPS でクルマの走行を監視し、逆走を画面と音声で警告します。
＜警告ポイントの件数＞
IC

：約 1,500 ヵ所
12,000 ポイント

JCT

：約 200 ヵ所
1,600 ポイント

SA／PA

：約 900 ヵ所

都市高速道路出口

：約 70 ヵ所

・事故多発・ヒヤリハット地点通知機能
事故多発ポイント（一般道）やヒヤリハット
地点（一般道・高速道）に近づくと、画面と
音声で警告します。
事故多発ポイント：約 1,700 ヵ所
ヒヤリハット地点：約 150 ヵ所

（次ページに続きます。
）
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・運行管理ソフト対応
WEB サイト（http://www.e-comtec.co.jp/0_r
ecorder/manager/hdr-351h_352gh/manager.h
tml）から無料の運行管理ソフトをダウンロ

ードしていただくことで、運転状況をデータ
管理することができます。
・交通事故傷害保険付帯サービス
＜警告ポイントの件数＞
保険期間

：1 年間（加入日より 1 年）

補償概要

：交通事故により死亡または後遺障害を被られた場合に
所定の金額をお支払い

補償金額

：傷害死亡保険金
…100 万円
傷害後遺障害保険金…程度に応じて 4 万円～100 万円

登録方法

：WEB サイト（https://www.e-comtec.co.jp/insuranc
e/pc.php）から登録

・駐車監視機能搭載
別売の駐車監視・直接配線コード（HDROP-14）で、駐車時の監視録画
ができます。
※バッテリーが一定の電圧以下になると、駐車監視モードを終了します。
＜監視モード＞

8．製造元

：

タイムラプス動画

：短い動画として保存することで最大 180 時間の記録が
可能です。

ワンタイム駐車監視

：通常駐車監視機能を OFF に設定していても、一時的に
駐車監視モードに設定することができます。

駐車監視モードパス

：衝撃を検出しやすい場所で、一時的に駐車監視モードを
解除することができます。

株式会社コムテック

今後も「常にお客様に最適なカーライフを提案し、豊かで健全な車社会の創造を使命とする」という当グループの
経営理念に基づき、クルマのことなら何でもご相談いただける店舗を目指します。

以上
※2017 年 11 月 27 日付で商品の概要４.サイズ内の下線部を訂正しております。

この件に関するお問い合わせ
先

【お客様からのお問い合わせ】
オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771
受付時間：平日 9:00～12:00 13:00～17:30

【報道関係者からのお問い合わせ】
株式会社 オートバックスセブン IR・広報部 小野田（おのだ）
、鈴木（すずき）
、垣内（かきうち）
〒135-8717 東京都江東区豊洲 5-6-52 NBF 豊洲キャナルフロント
TEL. 03-6219-8787 FAX. 03-6219-8762
※ 上記の画像等につきましては、ホームページよりダウンロードできます。 URL: http://www.autobacs.co.jp/ja/news/index.php

