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フロント録画専用モデル フロント録画専用モデルGPSアンテナ＋Wi-Fi

AMEX-A06
ドライブレコーダー本体、取付けブラケット（上下左右可動式/両面テープ
付）、microSDカード 8GB（MLC）、SDカードアダプター、シガー電源ケーブ
ル（4.5m）、取扱説明書、ステッカー、

AMEX-A06Gf
上記内容＋GPSアンテナ（内蔵）、Wi－Fiアンテナ（内蔵）
※筐体外観は統一です。

製品構成

スマホ連動・Wi-Fi機能搭載

１．ライブ映像の確認
２．過去の録画/静止画データの再生
３．過去の録画/静止画データをスマホへダウンロード
４．本体メニューの設定変更 

kakaok

※画像はイメージです。

AMEX-A06Gf
専用機能

「App Store」又は「Google Play」より
kakaokで検索してダウンロードできます。

スマートフォンで使える機能

FullHD 広角145°
1296p/1080ｐ/720ｐ

Gセンサー
(3段階調整)

高感度CMOS
センサー搭載
Sony Exmor

12V・24V
両対応

WDR
画像の明暗差を抑制

ノイズ対策
(地デジ等への影響を低減)

スーパーキャパシタ
(録り逃し防止)

インバウンド対応
(英語、中国語に対応)

あ

英中

Wi-Fi機能搭載Wi-Fi機能搭載
スマホ連動スマホ連動

GPSアンテナGPSアンテナ
(車速、日時、位置情報)(車速、日時、位置情報)

AMEX-A06Gfのみの実装機能

安全運転への
啓蒙ガイダンス

メンテナンスを
配慮した設計

フロント録画専用モデル

安全運転への安全運転への
啓蒙ガイダンス啓蒙ガイダンス

メンテナンスをメンテナンスを
配慮した設計配慮した設計

42mm42mm

フロント録画専用モデル GPSアンテナ＋Wi-Fi

スマホ連動・Wi-Fi機能搭載AMEX-A06Gf
専用機能

AMEX-A06Gf AMEX-A06

毎電源ONと同時に、安全運
転はもちろん、あおり＆あお
られ運転への注意喚起を促
します。

忘れがちなメンテナンス作業
（フォーマット）を、本機が定
期的に注意喚起を促します。
※フォーマットを自動あるいは強
制するものではありません。

■  主要スペック比較表

お問い合わせ・お買い求めは

●このカタログの内容は、2019 年 9月現在のものです。
●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
●商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。

[ 青木製作所公式HP ] https://www.aokiss.co.jp/
[ AMEX公式HP ]            https://aoki-amex.com/
本カタログの内容につきましては販売店もしくは
弊社サポートまでお問い合わせください。

027 - 3 4 6 - 3 8 3 8（代表）
027- 32 0 - 2 6 7 7（サポート）

群馬県高崎市倉賀野町２９１７－１

※1 A05シリーズ…AMEX-A05/AMEX-A05TR/AMEX-A05W/AMEX-A05TK/AMEX-A05BU/AMEX-A05TX
※2 録画時間初期値はAMEX-A05、最長録画時間はAMEX-A05Wで計測した数値になります。

AMEX-A05シリーズ※1 AMEX-A06 AMEX-A06Gf
センサー画素
画像サイズ 
撮影画角
LCD液晶
録画種別

フレームレート
ファイル形式

GPS
Wi-Fi
Gセンサー
カメラ数
社外カメラ入力
フォーマットフリー
データ復旧機能
安全運転啓蒙ガイド
フォーマットガイド
セキュリティLED
夜間映像補正
LED信号対策
地デジノイズ低減
専用ビューア
スマホアプリ
対応メモリーカード
付属メモリーカード
外形寸法
重量
電源ケーブル
対応電圧
消費電流
録画時間初期値※2
最長録画時間※2
保証期間（消耗品は除く）
オプション

CMOS　200万画素
FHD（リアはD1）
対角125°

3.5インチ感圧式タッチ
常時/衝撃
駐車/ﾓｰｼｮﾝ 
5～29.5fps 
独自形式(.jdr)
AVIとして変換可能

〇
-

10段階
2ｃｈ
〇
〇
〇
-
-
〇
〇

〇
-

4～128GB（c10）
MicroSD 16GB

W100×H64×D33(mm)
約95g

直結配線Type

300mA
3.8時間
118時間

-
-

〇
〇
-
-

約50g

12/24v

1年間

SONY Exmor (IMX323) 200万画素
HD～FHD
対角145°
1.5インチ
常時/衝撃
手動
28fps

H.264(MOV)

3段階
1ｃｈ
-
-
-
〇
〇
-

　　　　〇（WDR）

4～32GB（c10）
MicroSD 8GB

W45×H48×D42(mm)

シガーType（5V降圧）

約 150mA（最大200mA）
1.5時間
9.2時間

〇
〇

〇
〇

約60g

詳細は弊社ホームページをご確認ください。

青木製作所 HP AMEX HP Youtubeチャンネル Facebookページ



AMEX-A05
AMEX-A05TR
AMEX-A05W
AMEX-A05TK
AMEX-A05BU
AMEX-A05TX

ドライブレコーダー本体

録画データを削除してしま
った場合、フォーマットを
しない限り、本体に再
挿入でバックアップ

が可能

LED信号機
対策済

ノイズ対策
(地デジ等への影響を低減)

12V・24V
両対応

GPSアンテナ
(車速、日時、位置情報)

FullHD 広角125°
（1920×1080）

大画面 3.5インチ
タッチパネル

Gセンサー
(10段階調整) ボイスガイダンス

パーキングモード
バッテリー保護機能※1

電源遮断時
データ保護

AMEX-A05 / AMEX-A05TR
　ドライブレコーダー本体、取付けブラケット（上下左右可動式/両面テープ
　付）、microSDカード 16GB、カードリーダー、常時電源ケーブル（5m）、取
　扱説明書、ステッカー

AMEX-A05W
　AMEX-A05＋リアカメラ（9mケーブル含む）

AMEX-A05TK
　AMEX-A05TR＋RCA変換コネクタ＋映像分岐ケーブル

AMEX-A05BU
　AMEX-A05＋リアカメラ（20mケーブル含む）

AMEX-A05TX
　AMEX-A05＋IR車内向きカメラ

AMEX-A05/A05TR/A05W/A05TK/A05BU/A05TX

働くクルマをサポートする
商用車向けパッケージ提案

タッチパネル液晶搭載

64
m
m

100mm

A05W付属リアカメラ
64mm

※1バッテリー保護機能（LBP）が車両のバッテリー上がりを防止します。設定値以下の電圧が
　  10分以上続くと本機を自動的にシャットダウンします。LBP機能はON/OFFでき、電圧値を
　  任意に5段階設定できます。（設定値よりも電圧が下回ると本体は起動しません。）

前方はもちろん後方または車内映像の同時録画が可能です。
リアカメラは本体とセパレート式になっており取付場所は自由
自在です。リアカメラのカメラの向きは手動で変更することが
できます。

AMEX-A05TR

トラック協会 会員様向け情報

貨物自動車用
ドライブレコーダー
［簡易型］助成対象
※各都道府県毎に助成内容が異なります。

オプション変換コネクタを利用することで、既存のバック
カメラや防水カメラを接続することが可能です。
リアカメラの引き回しが不要なため、取付簡単＆ローコストで
前後録画に対応します。

AMEX-A05/AMEX-A05TR
フロント＋社外カメラ連動タイプ

社外カメラとの連動可能（画面表示、録画）

専用ビューアソフト表示イメージ

※社外汎用バックカメラはRCA（黄）出力可能なタイプに限る
※社外ナビ・モニターはRCA（黄）入力可能なタイプに限る
※録画は、社外カメラの映像の信号が取得された時に限る

ご使用中のバックカメラを活用 TRUCK
AMEX-A05TK

ご使用されているバックカメラの映像を録画可能です。
トラックでも後方映像をドライブレコーダー側に分岐、
映像出力することが可能です。
※詳細は左記をご確認ください。

ドライバー&後部座席をしっかり録画 TAXI
AMEX-A05TX

暗い車内でも赤外線カメラを使用す
ることで、鮮明に記録することが可能
です。
※点灯時はモノクロ映像になります。

IR車内向きカメラ

AMEX-A05W
フロント＋リア W録画タイプ

BUS
AMEX-A05BU

リアカメラはレンズ部が可動式のため
車両後方映像、または車内映像の録
画ができます。
※リアカメラは鏡像仕様です。

20mケーブル

超ロング20mケーブルを新規設定
リア（内向き）リア（外向き）フロント

軽～ミニバン/1BOXまで対応

製品構成

映像分岐
ケーブル




