
新年明けましておめでとうございます！

⚫ 充実のデータ

• GPSデータ 165,000件以上

• 取締・検問データ 60,000件以上

⚫ 受信可能衛星75基！

• みちびきや最新のガリレオにも全て対応

⚫ 安心のレーダー受信機能

• 18バンド受信

• 移動式小型オービスダブル対応

⚫ 最新の交通状況にも対応

• 新交通規制【ゾーン30】対応

• ラウンドアバウト対応

⚫ Gセンサー搭載、トンネル内・高架下でも警報！

⚫ 幅広い車種に対応

• ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応

⚫ OBDⅡ接続可能（オプション）

※ドラレコとの連携機能はありません

明けましておめでとうございます。

本年も皆様の益々のご繁栄を祈念しつつ、そのためのお手伝いを全力で行うべく、社員一同、心を新たに努め
る所存でございます。

引き続き株式会社クラフトをご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

さて、昨年12月にご案内致しましたジャンプスターターは、おかげさまで期待を超える反響をいただきました。
誠にありがとうございました。

本年より弊社では、さらに皆様のご商売に役立てていただくべく、話題の用品や関連グッズなどを
タイムリーにご提案することに注力して参ります。

早速、新年第一弾としまして、ちょっとニッチな「レーダー探知機」と、新春大特価の「ドライブレコー
ダー」をご案内させていただきます。

お客様へのプラスオンの提案として売上アップに是非お役立てください！
2019年1月吉日

株式会社クラフト 社員一同

お年玉企画① ちょっとニッチなレーダー探知機

現在のレーダー探知機の主流はモニター付きの探知機です。量販店の店頭もこのタイプで溢れてます。

でも、カーナビやスマホなど車内にはすでに画面がいっぱい、さらに探知機を加えると 運転席周りがガチャガチャして
気に入らない・・・というお客様もいらっしゃいます。

そんなお客様にご提案したいのが、今回ご用意した COMTEC の ZERO 105L です
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コンパクトボディだからすっきり取付

全ては書き切れません！
詳細は右のQRコードからメーカーHPをご確認ください
http://www.e-comtec.co.jp/0_radar/zero105l.html

xx,xxx円（税別）

更新データダウンロードは無料！

年会費/入会金/更新料など一切不要です！

この商品を 早いもの勝ちの50台限定 で
なんと！

ご年配の方には懐かしい、すっきりコンパクトなボディ

※別途配送料（実費）が必要になります
※通常のご発注書でご注文ください

にてご提供！！

株式会社コムテック ZERO 105L

メーカー 希望小売価格 18,800円

2018年9月発売の最新モデルです！



お年玉企画② ドラレコ大特価 ！！
平成最後のお正月！

お年玉企画として、carrozzeria ドライブレコーダーを 1月中だけの大特価 にてご提供します！

この機会を是非お見逃しなく、ご商売にお役立てください。

VREC-DH400

VREC-DH600

VREC-DZ500-C

画面サイズ 2.4インチ液晶

記録媒体 microSDHCカード (8GB～32GB、class10)

記録解像度 フルHD(1920×1080p)、HD(1280×720p)

撮影素子 207万画素CMOSセンサー

画素圧縮方式 動画：MP4（H.264＋ADPCM codec） 静止画：JPEG

フレームレート 27.5 fps

GPS 内蔵（準天頂衛星　みちびき対応）

Gセンサー 3軸Gセンサー内蔵

外形寸法（W×H×D） 68.5mm×68mm×36.5mm

質量 104g (ドライブレコーダー本体、取付ブラケット)

動作温度範囲 -10℃～＋60℃

記録画角 水平105° 垂直55° 対角127°

消費電力 2.8W（充電時4.1W）

電源電圧 本体DC5V（12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属）

内蔵バッテリー容量 500 mAh

その他 地デジ電波干渉対策

同梱品
シガーライター電源ケーブル、取付ブラケット、microSDHCカード

（32GB）

画面サイズ 2.4インチ液晶

記録媒体 microSDHCカード (8GB～32GB、class10)

記録解像度
3M高画質(2304×1296p)、フルHD(1920×1080p)、HD(1280×

720p)

撮影素子 約300万画素CMOSセンサー

画素圧縮方式 動画：MP4（H.264＋ADPCM codec） 静止画：JPEG

フレームレート 27.5 fps

GPS 内蔵（準天頂衛星　みちびき対応）

Gセンサー 3軸Gセンサー内蔵

外形寸法（W×H×D） 78.5mm×68mm×40.7mm

質量 114g (ドライブレコーダー本体、取付ブラケット)

動作温度範囲 -10℃～＋60℃

記録画角 水平110° 垂直56° 対角132°

電源電圧 本体DC5V（12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属）

内蔵バッテリー容量 500 mAh

その他 地デジ電波干渉対策

同梱品
シガーライター電源ケーブル、取付ブラケット、microSDHCカード

（16GB）

画面サイズ 1.5インチ液晶

記録媒体 micro SDXCカード class10（16GB～128GB）

記録解像度 1280×720p HDR/1280×720p/1280×960p

撮影素子 約130万画素（車載用高感度CMOSセンサー）

画素圧縮方式 動画：MP4（H.264） 静止画：JPEG

フレームレート 27.5 fps

GPS 内蔵

Wi-Fi 搭載（iOS/Android専用アプリ接続用）

Gセンサー
3軸Gセンサー内蔵（イベント録画時：6段階レベル設定可能、駐車

時：6段階レベル設定可能）

外形寸法（W×H×D） 75.8mm×77.8mm×42.5mm

質量 104g (ドライブレコーダー本体)

動作温度範囲 -10℃～＋60℃

記録画角 水平109° 垂直79° 対角144°

VREC-DZ500-C：12V/24V（電源・AVケーブル同梱）

VREC-DZ500：12V/24V（専用シガーライター電源ケーブル同梱）

内蔵バッテリー容量 750 mAh

その他 車外/車内切換えカメラ機構搭載

同梱品 動作確認用 microSDHCカード（16GB）

電源電圧

※通常のご発注書でご注文ください

xx,xxx円（税別）
2019年1月中のご発注に限り

通常価格よりx,xxx円以上お得 ！

xx,xxx円（税別）
2019年1月中のご発注に限り

通常価格よりx,xxx円以上お得 ！

xx,xxx円（税別）
2019年1月中のご発注に限り

通常価格よりx,xxx円以上お得 ！

オープン価格

オープン価格

オープン価格

ハイコストパフォーマンスモデル
• 大容量！ 32GB microSDHCカード付属
• 207万画素、Full HD対応で細部までくっきり
• フレームレート27.5fps採用、信号機の状況も
しっかり記録

• 自動録画スタート、衝撃時は自動保存
• クルマを離れても安心、最大50分駐車監視
• パソコン用ビューアーソフト「Driving Viewer」対応

高画質・ハイパフォーマンスモデル
• 映り込みを大幅に低減、偏光フィルター標準搭載
• Full HDを超える圧倒的な高解像度300万画素
• フレームレート27.5fps採用、信号機の状況もしっ
かり記録

• 自動録画スタート、衝撃時は自動保存
• 危険な挙動を検知すると自動で録画開始
• クルマを離れても安心、最大50分駐車監視
• すぐに使える 16GB microSDカード付属
• パソコン用ビューアーソフト「Driving Viewer」対応

車を離れても安心、常時監視モデル
• 24時間365日常にクルマを監視
• 高感度撮影［ナイトサイト］搭載、夜間の走行時
や暗い駐車場でもくっきり撮影

• フレームレート27.5fps採用、信号機の状況もしっ
かり記録

• 自動録画スタート、衝撃時は自動保存
• Wi-Fiモジュール搭載、スマホで確認＆操作可能
• すぐに使える 16GB microSDカード付属
• 電源・AVケーブル、ミニピンジャック-RCA変換
ケーブル同梱


