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( 安全運転 )

・交通ルールや規制を守り、安全運転を心がけてください。

・運転中の操作および画面注視は大変危険ですので絶対に行わないでください。
道路交通法第71条に違反し、処罰の対象となる可能性があります。

( 環境温度 )
・直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所でアプリを使用しないでください。

( その他 )
・本アプリで録画された映像は、事故の証拠として効力を保証するものではありません。
・本アプリの利用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による

損害については、弊社は一切その責任を負いません。

使用上の注意
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「mineoドライブレコーダー」を使うにあたって、まずはアプリのイン

ストールを行います。

下記の方法に従ってインストールしてください。

※本アプリのご利用には「mineoドライブパッケージ」のお申し込みが

必要です。
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はじめに

インストール手順

ホーム画面にある「mineoドライブレコーダー」を起動します。

インストール確認画面が表示されますので「インストール」のリンクをタッ

プします。

インストールが実行されます。

インストールが完了後は、ホーム画面にある「mineoドライブレコーダー」

をタップすることでアプリを起動できます。

mineoアプリまたはマイページにてmineoスイッチをオン（節約ON）にして

いただくと、最大 1.5Mbpsでデータ使い放題となります。

※節約OFFの場合、月間1GB分の高速通信がご利用いただけます。

※mineoアプリのご利用方法は以下からご確認ください。

インストールする

1

2

3

4

https://support.mineo.jp/setup/guide/mineoapp.html

https://support.mineo.jp/setup/guide/mineoapp.html


操作方法

「mineoドライブレコーダー」を起動する

と、初回起動時は認証コード入力ダイアロ

グが表示されます。

認証コードを入力し［OK]をタップしてく

ださい。（認証コードはパッケージお届け時に同封

されている冊子に記載）

続いて権限許可のダイアログが表示されま

す。アプリは以下の権限を必要とします。

・カメラ

・ストレージ

・マイク

・位置情報

※位置情報以外の権限が不許可の場合は録

画できません。
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第1章

「mineoドライブレコーダー」のインストールが完了したら、早速起動

してみましょう。実際にアプリを起動した時の動きは下記のようになっ

ています。

起動する

起動

P4 『ドライブレコーダー』画面へ

続いて注意喚起メッセージが表示されます。

このメッセージは、起動時に毎回表示され

るメッセージです。

３秒表示後に自動で消えます。



機能一覧

1

2

3

4

縮小
カメラ画像を縮小表示します。

8ページ「カメラ画像を縮小表示する」⇒

メニュー メニュー一覧を表示します。

カメラ切替
フロントカメラ、バックカメラを切り替えま
す。

フォーカス切替 オートフォーカスと固定フォーカスを切り替えます。

ドライブレコーダー画面の見かた

5

第2章

アプリを起動すると『ドライブレコーダー』画面が表示されます。

ここでは動画の録画や地図、音楽アプリの表示、操作を行うことができ

ます。
〇 Google、Google マップ は Google LLC の商標です。

ドライブレコーダー

5

2

3

1

6

8

9

7

1011

12
134



6 保護 録画中のデータを保護します。
9ページ「録画した動画を保護する」⇒

5 録画開始 録画を開始します。
7ページ「録画する」⇒

6

8 地図アプリ 地図アプリをマルチウィンドウに表示します。
10ページ「地図アプリを起動する」⇒

7 音楽アプリ
対応する音楽アプリをマルチウィンドウに表
示します。

10ページ「音楽アプリを起動する」⇒

10 ギャラリー 録画した映像を確認・再生できます。
11ページ「第3章 ギャラリー」⇒

9 マルチウィンドウ 別アプリを表示します。

12 アプリ情報
『アプリ情報』画面を起動します。

20ページ「第5章 アプリ情報」⇒

11 設定 各種設定内容を変更できます。
16ページ「第4章 設定」⇒

13 終了 このアプリケーションを終了します。



操作方法

録画する

『ドライブレコーダー』画面の[録画開始]ボタンをタップすると録画が開始されま

す。録画された動画は１分ごとの動画ファイルとして保存されます。自動で保存

されるファイル数は最大100ファイルです。

『ドライブレコーダー』画面では、[録画開

始]ボタンで録画を開始します。

自動録画がONになっている場合は、アプリ

起動中に車の発進を検知すると自動で録画

を開始します。

自動録画は設定から変更ができます。

録画した動画はギャラリー機能から確認す

ることができます。

（11ページ「第3章ギャラリー機能」⇒）

[録画中]ボタンをタップすると録画が停止

します。

1分ごとの動画ファイルが最大100ファイル

分保存され、以降は古いデータから順次上

書きされます。

衝撃（振動）検知時は、検知前後の動画

ファイルがギャラリー内の「保護された映

像」にコピーされます

※[保護]ボタンをタップすることで手動で

のコピーも可能です。

（9ページ「録画した動画を保護する」⇒）
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操作方法

カメラ画像を縮小表示する

『ドライブレコーダー』画面の[縮小]ボタンをタップするとカメラ画像が小さく表

示されます。

[縮小]ボタンをタップするとカメラ画像が

小さく表示されます。

ウィンドウを長押ししながらドラッグする

ことで任意の場所に移動できます。

録画中の場合は小さいウィンドウ内に[●録

画中]の文字が表示されます。

ウィンドウを再度タップするとメニューが

表示され中央のマークをタップすることで

元の大きさに戻すことができます。

8
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録画した動画を保護する

[保護]ボタンをタップすると前後計３分間の動画を

保護フォルダにコピー保存します。

保護区間内で再度[保護]ボタンをタップすると保護

区間がタップ時の前後計３分間まで延長されます。

保護された動画は手動で削除しない限り消えませ

ん。

※アプリを削除（アンインストール）すると、保

護された動画を含め録画したデータがすべて消去

されますのでご注意ください。

保存した動画はギャラリーから確認できます。

（11ページ「第3章 ギャラリー」⇒）

[保護]押下

録画時間

保護区間
3分間

保護区間

録画時間

[保護]押下

3分間

[保護]押下

3分間



地図アプリを起動する

「mineoドライブレコーダー」アプリ起動時はマル

チウィンドウには地図アプリが表示されています。

音楽アプリなど別アプリを表示している場合に

をタップすることで地図アプリをマルチウィンド

ウに表示することができます。

※地図アプリの「運転モード」解除時に ボタン

をタップすると「運転モード」に戻ることができ

ます。
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をタップすることで音楽アプリをマルチウィ

ンドウに表示することができます。

（対応している音楽アプリをインストールする必

要があります）

起動する音楽アプリは[設定]機能で選択可能です。

（15ページ「第4章 設定」⇒）

対応している音楽アプリは下記のとおりです。

音楽アプリを起動する

Spotify

LINE MUSIC

AWA

ANiUTa



メニューの[ギャラリー ]をタップすると『ギャラリー』画面が表示され

ます。ここでは録画した動画の確認や共有、削除、位置情報の確認が行

えます。

機能一覧

ギャラリー画面の見かた
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第3章

1

2

閉じる この画面を閉じます。

録画した映像フォルダ
『ドライブレコーダー』画面で録画した動画
一覧を表示します。

ギャラリー

1

2

3
6

4

5

8

7

9



4 選択
複数の動画をまとめて削除できます。

13ページ「動画をまとめて削除する」⇒

3 保護した映像フォルダ
『ドライブレコーダー』画面で録画した動画
で保護機能により保護された動画一覧を表示
します。

12

6 動画サムネイル
『動画再生』画面が起動します。

14ページ「録画した動画を見る」⇒

5 動画情報表示
録画日時、録画時間、位置情報を確認できま
す。

8 共有 動画を共有することができます。

7 位置情報表示
動画に保存された位置情報の地図を表示しま
す。

9 削除 動画を削除できます。

※アプリを削除（アンインストール）すると「保護された映像」を含め録画した
データがすべて消去されますのでご注意ください。



動画をまとめて削除する

[ 選択]をタッチするとまとめて削除するための

チェックボックスが表示されます。

チェックボックスにチェックを入れた状態で[削除]

をタップすることにより選択したファイルを削除

できます。

この機能を利用中は[ 共有][ 地図][ 削

除]ボタンは利用できません。

13



1

2

3

4

録画した動画を見る

14

録画日時表示 録画した日時を表示します。

閉じる この画面を閉じます。

共有 動画を共有することができます。

削除 動画を削除できます。

録画した動画を一覧からタップすると録画した動画を見ることができます。

再生動画の一時停止、早送り、巻戻しが可能です。また、動画の削除、位置情報

での地図の表示、共有をすることもできます。

1 2

3

5
6

4

7

9

8



6 動画表示
再生動画を表示します。
タップするとメディアコントローラが表示さ
れます。

5 位置情報表示
動画に保存された位置情報の地図を表示しま
す。

15

8
メディアコントローラ

早送り
再生動画を15秒先に早送りします。

7
メディアコントローラ

巻戻し
再生動画を5秒前に巻戻します。

9
メディアコントローラ

一時停止／再生
再生動画の一時停止と再開を行います。



メニュー機能の[設定]をタップすると『設定』画面が表示されます。

ここではドライブレコーダーの設定や音楽アプリの選択ができます。

項目一覧

1

2

3

4

画質設定 録画する画質を設定します。
17ページ「画質を設定する」⇒

保存先 録画した動画を保存する場所を設定します。
18ページ「保存先を変更する」⇒

衝撃検知
衝撃検知するレベルを設定します。数字が大
きいほど、より小さな衝撃を検知します。

18ページ「衝撃検知を設定する」⇒

フォーカス設定 オートフォーカスの有無を設定します。
18ページ「オートフォーカスの有無を設定する」⇒

設定画面の見かた

16

第4章 設定

1

2

3

4

5 6

7

8



7 音楽アプリ 起動させる音楽アプリを選択します。
19ページ「音楽アプリを設定する」⇒

6 日時表示
録画中の画面に日時表示をする機能ON/OFFを切り替
えます。

19ページ「日時表示を設定する」⇒

5 自動録画
車の発進を検知し、自動で録画を開始する機能の
ON/OFFを切り替えます。

18ページ「自動録画を設定する」⇒

画質を設定する

録画する動画の画質を設定することができます。

[高画質] （1080P）[標準画質]（720P）のどちらかを選択してください。

高画質の場合、画像はより鮮明になりますが容量を圧迫する可能性がありますの

でご注意ください。
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8 位置情報の連携
端末の位置情報をアプリに連携する/連携しな
いを切り替えます。

20ページ「位置情報を設定する」⇒



衝撃を検知すると、自動的に録画した動画が保護されます。衝撃をどの程度検知

するかのレベルを設定できます。

数字が大きいほどより小さな衝撃を検知します。

録画した動画の保存先を変更できます。

初期設定は[端末]になっていますが[SDカード]を設定することで、SDカードに動

画を保存することができます。

※SDカード（別売り）を端末に挿入する必要があります。

保存先を変更する

衝撃検知を設定する

18

オートフォーカスの有無を設定する

オートフォーカスの有無の切り替えができます。

オートでは常に最適なフォーカスに調整されます。

固定では録画開始から1分毎のタイミングのみフォーカスの調整が行われます。

※初期設定は[オート]

自動録画を設定する

車の発進を検知して自動で録画を開始する機能のON/OFF切り替えができます。

※初期設定は[OFF]
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日時表示を設定する

音楽アプリを設定する

カメラ画像に日時を表示する機能のON/OFFを設

定できます。

※初期設定は[OFF]

日時表示は、カメラ画像に表示されるのみで録画

した動画には表示されません。

『ドライブレコーダー』画面でマルチウィンドウに表示する音楽アプリを選択で

きます。

（対応している音楽アプリをインストールする必要があります）

対応している音楽アプリは下記のとおりです。

Spotify

LINE MUSIC

AWA

ANiUTa



20

位置情報を設定する

録画した位置情報を記録するにはアプリに位置情

報の利用許可権限が必要です。

[設定]ボタンをタップすることで、『アプリの情

報』画面へ遷移しますので権限の許可を変更でき

ます。

[許可]をタップして変更してください。

連携することで、位置情報が記録できギャラリー

機能にて動画情報として位置情報の参照が可能と

なります。

位置情報の権限を許可しない場合でも録画は可能

です。


