
                                                                      

 
2021 年 11 月 22 日 

株式会社 LISWAY 

 

ネットワーク対応居眠り＆脇見運転警報システム 

DMS 搭載ドライブレコーダ登場！3 カメラドライブレコーダー、 

4K バイク用ドライブレコーダー等、５種を発売 

～SONY STARVISTM 画像センサ－採用～ 

 

 

株式会社 LISWAY(本社：神奈川県川崎市川崎区、代表取締役：村井 好信、以下 LISWAY(R))は、ネットワーク対応

居眠り＆脇見運転警報システム（Driver Monitoring System 、以下 DMS）搭載ドライブレコーダー、３カメラドライブレコ

ーダー、4K バイク用ドライブレコーダー５種類の新製品を 2021 年 11 月 25 日から販売いたします。 

 

 

LISWAY(R)： https://www.lisway.com 



【発売の背景】 

LISWAY(R)は2011年より世界のベンチャー企業の高性能でコストパフォーマンスに優れたドライブレコーダーを多数販

売し、国内ドライブレコーダーの普及に貢献してきました。 

ドライブレコーダーは運転者の安心、安全に必要な製品として多くの方々から認識され広く普及しましたが、更に安心・

安全な機能として居眠り・脇見運転警報システム DMS を搭載したドライブレコーダーが欲しいとのお声を多数いただ

いていました。 

そこで多くのお客様のお声に応え更なる安全運転の為に検出警報を運転者へ通知すると共にモバイルネットワーク経

由で運行管理者へ通知可能な居眠り・脇見運転警報システム DMS 搭載ドライブレコーダーの販売に至りました。 

LISWAY(R)は今後も、お客様のご要望する信頼性の高い先進のドライブレコーダーをご提供することにより、お

客様の安心、安全に貢献してまいります。 

 

【主な特長】 

１．ネットワーク対応居眠り・脇見運転警報システム DMS 搭載 3 カメラドライブレコーダー   

（１）メガネ有無、昼夜、だれでも検知可能な居眠り・脇見運転警報システム DMS 搭載。 

（２）DMS は GPS と連動して走行中のみの警報設定も可能で、警報はクラウド経由で管理者へプッシュ通知可能。 

（３）フロントカメラ 1080p/60fps＋リアカメラ 1080p/30fps＋DMS カメラ 720p/10fps の録画可能。 

（４）クラウドサービスによりスマホやタブレットでの遠隔ライブ視聴、遠隔走行情報確認、各種イベント通知が可能。 

（５）視野角（対角）度はフロント１３９度、リア１３９度、DMS５４度のレンズ採用。 

（６）SONY STARVIS（注１）センサーを採用し、改良型ナイトビジョン機能で夜間もクリアで鮮明な撮影が可能。 

（７）フロントカメラは LED 信号対応。 

（８）駐車モードは動体検知＋衝撃検知のイベント方式と長時間録画可能なタイムプライス方式を選択可能。 

（９）適応型フォーマットフリーファイル管理方式で録画の安定性改善。 

（１０）TELEC 技術基準適合証明取得済み WiFi、GPS モジュールを内蔵。 

（１１）走行追跡と自動日時補正用のＧＰＳアンテナ内蔵。 

（１２）動作温度は業界 TOP クラスの－２０℃～７０℃と高低温度で安定動作可能。 

（１３）最大 256ＧＢのＭicroＳＤカードに対応。 

 

２．ネットワーク対応トラック用居眠り・脇見運転警報システム DMS 搭載 3 カメラドライブレコーダー  

（１）メガネ有無、昼夜、だれでも検知可能な居眠り・脇見運転警報システム DMS 搭載。 

（２）DMS は GPS と連動して走行中のみの警報設定も可能で、警報はクラウド経由で管理者へプッシュ通知可能。 

（３）IP66 防水・防塵リアカメラ採用のトラック用 3 カメラフル HD ドライブレコーダー。 

（４）フロントカメラ 1080p/60fps＋リアカメラ 1080p/30fps＋DMS カメラ 720p/10fps の同時録画可能。 

（５）クラウドサービスによりスマホやタブレットでの遠隔ライブ視聴、遠隔走行情報確認、各種イベント通知が可能。 

（６）視野角（対角）度はフロント１３９度、リア１３９度、DMS５４度のレンズ採用。 

（７）SONY STARVIS（注１）センサーを採用し、改良型ナイトビジョン機能で夜間もクリアで鮮明な撮影が可能。 

（８）リアカメラと DMS カメラはＩＲ赤外線ＬＥＤを搭載し、暗い夜間でも撮影可能。 

（９）フロントカメラは LED 信号対応。 

（１０）駐車モードは動体検知＋衝撃検知のイベント方式と長時間録画可能なタイムプライス方式を選択可能。 

（１１）適応型フォーマットフリーファイル管理方式で録画の安定性改善。 

（１２）TELEC 技術基準適合証明取得済み WiF モジュールを内蔵。 

（１３）走行追跡と自動日時補正用のＧＰＳアンテナ内蔵。 

（１４）動作温度は業界 TOP クラスの－２０℃～７０℃と高低温度で安定動作可能。 

（１５）最大 256ＧＢのＭicroＳＤカードに対応。 

 

３．ネットワーク対応 3 カメラドライブレコーダー 

（１）フロントカメラ 1080p/60fps＋リアカメラ 1080p/30fps＋インナーカメラ 720p/30fps の同時録画可能。 

（２）クラウドサービスによりスマホやタブレットでの遠隔ライブ視聴、遠隔走行情報確認、各種イベント通知が可能。 



（３）視野角（対角）度はフロント１３９度、リア１３９度、インナー１１９度のレンズ採用。 

（４）SONY STARVIS（注１）センサーを採用し、改良型ナイトビジョン機能で夜間もクリアで鮮明な撮影が可能。 

（５）フロントカメラは LED 信号対応。 

（６）駐車モードは動体検知＋衝撃検知のイベント方式と長時間録画可能なタイムプライス方式を選択可能。 

（７）適応型フォーマットフリーファイル管理方式で録画の安定性改善。 

（８）TELEC 技術基準適合証明取得済み WiFi モジュールを内蔵。 

（９）走行追跡と自動日時補正用のＧＰＳアンテナ内蔵。 

（１０）動作温度は業界 TOP クラスの－２０℃～8０℃と高低温度で安定動作可能。 

（１１）最大 256ＧＢのＭicroＳＤカードに対応。 

 

４．ネットワーク対応トラック用 3 カメラドライブレコーダー  

（１）IP66 防水・防塵リアカメラ採用のトラック用 3 カメラフル HD ドライブレコーダー。 

（２）フロントカメラ 1080p/60fps＋リアカメラ 1080p/30fps＋インナーカメラ 720p/30fps の同時録画可能。 

（３）クラウドサービスによりスマホやタブレットでの遠隔ライブ視聴、遠隔走行情報確認、各種イベント通知が可能。 

（４）視野角（対角）度はフロント１３９度、リア１３９度、インナー１１９度のレンズ採用。 

（５）SONY STARVIS（注１）センサーを採用し、改良型ナイトビジョン機能で夜間もクリアで鮮明な撮影が可能。 

（６）フロントカメラは LED 信号対応。 

（７）駐車モードは動体検知＋衝撃検知のイベント方式と長時間録画可能なタイムプライス方式を選択可能。 

（８）適応型フォーマットフリーファイル管理方式で録画の安定性改善。 

（９）TELEC 技術基準適合証明取得済み WiFi モジュール内蔵。 

（１０）走行追跡と自動日時補正用のＧＰＳアンテナ内蔵。 

（１１）動作温度は業界 TOP クラスの－２０℃～8０℃と高低温度で安定動作可能。 

（１２）最大 256ＧＢのＭicroＳＤカードに対応。 

 

５．バイク用４Ｋ２カメラドライブレコーダー INNOVV K5 

（１）IP67 防水・防塵本体＆カメラ採用のバイク用 2 カメラフル HD ドライブレコーダー。 

（２）フロントカメラ 4K/30fps＋リアカメラ 1080p/30fps の同時録画可能。 

（３）視野角（水平）度はフロント１２０度、リア１２０度のレンズ採用。 

（４）SONY STARVIS（注１）センサーを採用し、改良型ナイトビジョン機能で夜間もクリアで鮮明な撮影が可能。 

（５）フロントカメラは LED 信号対応（２８fps）。 

（６）駐車モードは動体検知＋衝撃検知のイベント方式と長時間録画可能なタイムプライス方式を選択可能。 

（７）走行追跡と自動日時補正用のＧＰＳアンテナ外付け。 

（８）動作温度は業界 TOP クラスの－３０℃～７０℃と高低温度で安定動作可能。 

（９）最大 256ＧＢのＭicroＳＤカードに対応。 

 

注１．STARVIS はソニー株式会社の登録商標です。 

注２．本製品は居眠り脇見運転を完全に防止する機器ではなく、動作保証条件下で警報を通知する商品です。 
注 3.DMS機能はサングラス等で運転者の目を検出できない場合は正常動作しません。 
 
 
【製品概要】 

１．ネットワーク対応居眠り・脇見運転警報システム DMS 搭載 3 カメラドライブレコーダー  

ブランド ：BLACKVUE 

品番  ： DR750X-3CH DMS Plus  

参考価格：市場想定価格 70,700 円 

発売時期：2021 年 11 月 25 日 

 



２． ネットワーク対応トラック用居眠り・脇見運転警報システム DMS 搭載 3 カメラドライブレコーダー 

ブランド ：BLACKVUE 

品番  ： DR750X-3CH DMS TRUCK Plus  

参考価格：市場想定価格 80,800 円 

発売時期：2021 年 11 月 25 日 

 

３． ネットワーク対応 3 カメラドライブレコーダー   

ブランド ：BLACKVUE  

品番  ： DR750X-3CH Plus  

参考価格：市場想定価格 55,300 円 

発売時期：2021 年 11 月 25 日 

 

４． ネットワーク対応トラック用 3 カメラドライブレコーダー   

ブランド ：BLACKVUE  

品番  ： DR750X-3CH TRUCK Plus  

参考価格：市場想定価格 61,900 円 

発売時期：2021 年 11 月 25 日 

 

５． バイク用 4K２カメラドライブレコーダー   

ブランド ：INNOVV  

品番  ： X5  

参考価格：市場想定価格 53,000 円 

発売時期：2021 年 11 月 10 日 

 

【販売ネットショップ】 

LISWAY 通販サイト ： https://www.lisway.com/ 
YAHOO!ショップ   ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/liswaystore/ 
楽天市場      ： https://www.rakuten.co.jp/lisway/ 
 

【販売店様募集】 

販売店様向けの卸販売も行っていますので下記までお問合せ下さい。 

 

■会社概要 

商号 ： 株式会社 LISWAY 

代表者： 代表取締役 村井 好信 

所在地： 〒210-0835 神奈川県川崎市川崎区追分町 5-6-1102 

設立 ： 2013 年 6 月 

URL  ： https://www.lisway.com/ 

LISWAY(R)は株式会社 LISWAY の登録商標です。 

 

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】 

株式会社 LISWAY 

E-Mail： shopmaster@lisway.com 

 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社 LISWAY 

https://www.lisway.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/liswaystore/
https://www.rakuten.co.jp/lisway/
https://www.lisway.com/


担当： 村井 

TEL： 044-344-6592 

【参考資料】 

製品サイト 

・ネットワーク対応居眠り・脇見運転警報システムDMS搭載 3カメラドライブレコーダー 

https://www.lisway.com/SHOP/HDVR00138.html 

・ネットワーク対応トラック用居眠り・脇見運転警報システムDMS搭載 3カメラドライブレコーダー 

https://www.lisway.com/SHOP/HDVR00139.html 

・ネットワーク対応 3カメラドライブレコーダー 

https://www.lisway.com/SHOP/HDVR00140.html 

・ネットワーク対応トラック用 3カメラドライブレコーダー 

https://www.lisway.com/SHOP/HDVR00141.html 

・バイク用４Ｋ２カメラドライブレコーダー INNOVV K5 

https://www.lisway.com/SHOP/HDVR00137.html 

 

リーフレット 

・ネットワーク対応居眠り・脇見運転警報システムDMS搭載 3カメラドライブレコーダー 

https://www.lisway.com/Leaflet_DR750X-3CH DMS PLUS_Japanese_LISWAY_ver1.pdf 

・ネットワーク対応トラック用居眠り・脇見運転警報システムDMS搭載 3カメラドライブレコーダー 

https://www.lisway.com/Leaflet_DR750X-3CH PLUS DMS TRUCK_Japanese_LISWAY_ver1.pdf 

・ネットワーク対応 3カメラドライブレコーダー 

https://www.lisway.com/Leaflet_DR750X-3CH PLUS_Japanese_LISWAY_ver1.pdf 

・ネットワーク対応トラック用 3カメラドライブレコーダー 

https://www.lisway.com/Leaflet_DR750X-3CH TRUCK PLUS_Japanese_LISWAY_ver1.pdf 

 

 

https://www.lisway.com/Leaflet_DR750X-3CH%20DMS%20PLUS_Japanese_LISWAY_ver1.pdf
https://www.lisway.com/Leaflet_DR750X-3CH%20PLUS%20DMS%20TRUCK_Japanese_LISWAY_ver1.pdf
https://www.lisway.com/Leaflet_DR750X-3CH%20PLUS_Japanese_LISWAY_ver1.pdf
https://www.lisway.com/Leaflet_DR750X-3CH%20TRUCK%20PLUS_Japanese_LISWAY_ver1.pdf

