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ドライブレコーダー

装置購入(支払完了）もしくはリース契約後、２月２８日までに以下の書類をご提出下さい。

①ドライブレコーダ導入助成実績報告書(様式１）

②【買い取りの場合】  装着装置の領収書(写）

※備考欄に装着装置のメーカー・型式が記載されているもの。

 【リースの場合】     装着装置のリース契約書(写）

③誓約書（全ト協分は国の補助金との併用はできませんので、国へ補助金申請を

行わない旨の書面提出が必要になります）

車両購入時もしくは車両のリース契約時にドライブレコーダ同時装着で、車両全体の領収

書もしくはリース契約書しかない場合は、その領収書（写）もしくはリース契約書（写）と装着装置の

メーカー・型式等、対象機器であると確認できる見積書や請求書等を添付してください。

車両のリース契約書（写）は必ず借主・貸主双方の印鑑が押されている事と、車両の登録番

号・車台番号が記載されている契約書を提出してください。

■助成額
①簡易型 購入価格（税抜き）の２分の１（１台あたりの上限１万円）

②標準型 装置１台あたり：２万円（全ト協・京ト協各１万円）

③運行管理連携型 装置１台あたり：４万円（全ト協・京ト協各２万円）

④スマートフォン活用型 アプリケーション１個あたり：３千円（全ト協のみ）

■予算：２５０万円 ※予算に達した場合は、その時点までとする。

■助成台数
・届出車両台数１０両未満…届出車両台数と同数

・１０両以上３０両以下…上限１０台

・３１両以上…届出車両台数の３分の１（端数は切り上げ）

※被けん引車は除く

■対象機器 ※別紙参照
機器は１年間を耐用年数とし、その間故障した場合でも追加補助は受けられない。

１年以内の処分は返還を求めるものとする。

※会費滞納者に対しては助成致しませんのでご了承願います。
作成検査受付台帳記入最終確認

※会費滞納者に対しては助成致しません。
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とし、上限は３５台



様式１
平成 年 月 日

ドライブレコーダ助成金交付実績報告書
(助成金交付請求書)

社団法人 京都府トラック協会 殿

住 所

名 称
(支店・営業所名)

代表者名

ドライブレコーダ助成金交付要綱第４条に基づき、助成金の支払いについて、下記の通
り請求します。

記

１．導入機器
種 類 メーカー 機 器 名 称 型 式 台数

ア・イ・ウ・エ

ア・イ・ウ・エ

ア・イ・ウ・エ

※導入装置の種類に該当する記号に○印を付けて下さい。
ア．簡易型 ：購入価格(税抜き)の２分の１(１台あたり上限１万円)
イ．標準型 ：１台あたり２万円
ウ．運行管理連携型 ：１台あたり４万円
エ．スマートフォン活用型 ：１個あたり３千円

２．助成金請求額： 円

３．添付書類(下記のものの写し)

◆買い取りの場合： 装着装置の領収書(写）
※但し書きに装着装置のメーカー・型式が記載されているもの。

◆リースの場合 ： 装着装置のリース契約書(写）

◆誓約書

（注）（注）（注）（注）車両購入時もしくは車両のリース契約時にドライブレコーダ同時装着で、車両全
体の領収書もしくはリース契約書しかない場合は、その領収書（写）もしくはリース契約
書（写）と装着装置のメーカー・型式等、対象機器であると確認できる見積書や請求書
等を添付してください。
車両のリース契約書（写）は必ず借主・貸主双方の印鑑が押されている事と、車両の登
録番号・車台番号が記載されている契約書を提出してください。

４．振込口座

銀 行 名： 銀行 ・ 信用金庫

支 店 名： 支店 預 金： 普通 ・ 当座

口座番号： 口座名義人：



平成 年 月 日

京都府トラック協会

会長 金井 清治 様

住 所

事業者名

代表者名

誓 約 書

弊社は、下記機器の導入に対して国の補助金交付申請を行わない（行っていない）こ

とを、ここにお誓いいたします。

記

１．機器名

２．導入台数

３．装着車両

４．導入（予定）年月日



簡易型ドライブレコーダ一覧　 Ｎｏ1

 平成24年6月1日現在

　

ドライブ・カメラ Ｗitness-Light－G ＷＮ-LIGHT－ＧＴ

ワーテックス XLDR-501G&E XLDR-501G&E-B

ＩＴＳグリッド スマートアイ ＰＳＥ－1020 　

コスモシステム ＨＤドライブレコーダ－ ＤＲＳ－8000 　

コムテック アイセーフ　ジョージProⅡ DC-DR350

綾瀬設備工業 CAR DVR NEXT V2X NEXT　V2X 　

２カメラタイプドライブレコーダ－ VD-7000W Pro

単眼タイプドライブレコーダ－ VD-1500G8

スマートレコ１ｃｈ WHSR-221

スマートレコ　Single WHSR-110

ピー・エス・ディー DRIVE-ONE MINI-T DRIVE-ONE MINI-T

FOCUSAVOR FC-77DRT

FOCUSAVOR FC-708DRT

ドライブレコーダー
Ｅ－ＲＥＣ　Ｐｒｏ

ＤＥＲ－710Ｐ

ドライブレコーダー
Ｅ－ＲＥＣ　Ｇｏｌｄ

ＤＥＲ－910Ｇ

ユピテル ドライブレコーダー BU-DRR600T 　

エムアンドケイ BEWEIS-V2T BEWEIS-V2T

アイ・シー・エル BLACK　BOX ＩＤＲ－100Ａ

トム通信工業 ドライブレコーダー TM-V731A12-T1 　

ＮＰシステム開発 ドライブレコーダー　　本体 ＮＤＲ－200 　

アヤリーシステム ドライブレコーダー「DIMO」 ＴM-201A

Ｌｕｎａ ドライブレコーダー LNP-1000

備考機器メーカー名 機器名称 型式

ホワイトハウス

エフ・アール・シー

アルファ・デポ

ピットイン



標準型ドライブレコーダ一覧 Ｎｏ1

 平成24年6月1日現在

　

ワーテックス XLDR-801 XLDR-801-B

コムテック アイセーフ　ジョージProⅡ
DC-DR350
-DROP-006

BU-DRS900T

BU-DRR610T

DRU-3011

DRU-3012

DRU-3013

DRU-3021

DRU-3022

DRU-3023

Ｌｕｎａ ドライブレコーダー LNP-1000-SP1
「映像ｸﾘｯﾌﾟｿﾌﾄ(Stn)」使用
時に対応

　

ドライブレコーダー

専用ｿﾌﾄ
「画像解析ソフト」
使用時に対応

ユピテル

富士通テン ＯＢＶＩＯＵＳレコーダー

　

型式 備考機器メーカー名 名称



運行管理連携型ドライブレコーダ一覧 Ｎｏ1

 平成24年6月1日現在

デジタコ

一体型

ドライブ・カメラ ＷitnessⅢ ＷＮ－ＷＩＴＮＥＳＳ３

ＩＴＳグリッド スマートアイ ＰＳＥ－1010 　

ＹＡＺＡＣ－ｅｙｅ３ YEYE３ｾｯﾄＴＲ

ＹＡＺＡＣ－ｅｙｅ３T YEYE３TｾｯﾄＴＲ 自TDⅡ-25

YAZAC-eye3  Lite YEYE3LiteｾｯﾄＴＲ

DTS-C1（ﾈｯﾄﾜｰｸ型車載
ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV7100C1Ｄ
自TDⅡ-21

DTS-C1X（ﾈｯﾄﾜｰｸ型車
載ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV7100C1ＸＤ
自TDⅡ-24

DTS-C1M（ﾈｯﾄﾜｰｸ型車
載ｽﾃｰｼｮﾝ）ﾄﾞﾗﾚｺ内蔵

FV7100C1ＭＤ
自TDⅡ-23

デンソー ドライビングパートナー DDD-100-DR 自TDⅡ-18

ＳＲＶｉｄｅｏ M68 　

SRDigitacho+
M603DR
(M603+M608) 　

デジタコ(M603　自ＴＤⅡ
-11)とのセット

SRVDigitacho Ｍ610 自TDⅡ-27
三菱ふそう
トラック・バス

エコフリートＰＲＯ－ＤＲ
QZ064680A
(M602+M608)

デジタコ(QZ064660A
自ＴＤⅡ-10)とのセット

メルモ ｉ－Ｒｅｃｏ． ＩＲ－1000

ＤＲ－9100 　

ＤＲ－9100Ｆ

ＤＲ－9100Ａ

ＤＲ－9100Ｃ

ＤＲ－5300ＧＰＳ

DRU-3012

DRU-3013

DRU-3022

DRU-3023

トム通信工業 ドライブレコーダー ＴＭ－Ｖ740Ａ01

ＮＰシステム開発 ドライブレコーダー ＮＤＲ－200P

あきば商会 タコドラ ＭＡＳ－Ａ１ＤＲ 自TDⅡ-28

東信電気 クピレ ＤＴ－１

Ｌｕｎａ ドライブレコーダー LNP-1000-SP1

「運転日報管理ｼｽﾃﾑ+映
像ｸﾘｯﾌﾟｿﾌﾄ(Stn)」使用時
に対応

シナノケンシ ＰＬＥＸＣＡＭ ER-X2/JCM

専用ｿﾌﾄ
「エコ安全運転支援ソフ
ト」
使用時に対応

機器メーカー名 名称 型式 備考

データ・テック

矢崎総業

堀場製作所

富士通

富士通テン ＯＢＶＩＯＵＳレコーダー

ドライブレコーダー



スマートフォン活用型ドライブレコーダ一覧 Ｎｏ1

 平成24年4月27日現在

　

パイ・アール Ｒｅｃｏ－ｄｅｒ［レコダ］ ＲＣＤ－001 専用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

メーカー名 名称 型式 備考


