ドライブレコーダー、
ちゃんと録れているか
心配だな……

NP1の

NP1、写真撮って!

旅の思い出も

普段はスマホナビを使っていますが、
画面はほとんど見ることがなく、
音声案内頼り。音声案内がもっと細かく、
親切になったら嬉しいですね。

簡単に残せる!

クラウド
ドライブレコーダー

操作はすべて音声でOK !

普 のはここ？
⬆景色や車内の様子など、ドライブの思い出作りもNP1がアシスト。
「NP1、録
画して」と言えば、操作前7秒間と操作後8秒間の計15秒間の映像がクラウドと
SDカードに保存される。写真は「NP1、写真撮って」で前方の画像が記録される

なら……

不安なあおり運転にも対応
NP1、録画して

⬆「肝心なときに録画ができていなかった」
など、ドライブレコーダート
ラブルはSDカードに起因するものが多いという。NP1は衝撃検知時などの
映像をSDカードとクラウドの両方に保存するため、撮り逃しの心配がない

⬆車内／後方カメラで後方車の接近を検知する「後続車異常接近通知」
。周囲の状況
を幅広く記録できる前方130°
、車内／後方124°
の広角レンズ、高感度＆高画質のソニ
ー製CMOSセンサーにより、トラブルの際の記録もしっかり残せる

駐車中の異常もスマホにお知らせ

段使っているカーナビの案内では
「曲がる
それともひとつ先？」
と悩む
ことが多くあります。曲がる交差点の手前で慌て
て車線変更することも……。スマート音声ナビを
使ってみると、まず音声案内の細かさに感動！
走行車線が複数ある場合は、どちらの車線を走れ
ばいいのか教えてくれるので安心。周辺のオスス
メスポット情報を教えてくれることもあって、運
転していて楽しかったです。
また
「しばらく道なりに進む」
とき、前半は あと何
分くらい走ればいいのか を時間で教えてくれ、曲が
るポイントが近づくと 残りの距離 で教えてくれ
るところも実用的です。案内を聞き逃しても、
「NP1
もう1回」
と話しかければ何度でも教えてくれて安
心。これなら音声案内だけで不安なく運転できそう!

ラウドドライブレコーダーは通常の録画に加え、画像や映像を残してお
きたいときも音声で簡単に操作できるので、運転に集中できます。録画
したデータはすぐにクラウド保存され、SDカードの容量不足やカード不良に
よるデータ消失といったリスクがありません。駐車中に異常を検知した時にも
スマホに通知が届く機能も便利です。いつでもどこでもスマホから見られるこ
とで、クルマに何かあったら……という不安が軽減されるのは嬉しいですね。
妻がひとりで
出かけたときも
安心ですね!

OTA搭載で機能は
進化をし続ける!

ドライブコール

クルマWi-Fi

NP1の
なら……

➡車内におけるドコモの
LTEデータ通信が定額使
い放題になる「 クルマ
Wi-Fi」
。ロングドライブ
に行く週末1日だけ契約
するなど、複数のプラン
によりフレキシブルに使
えるのが嬉しい。最大5
台まで同時接続が可能

子 子どもには退屈な状況……飽きてしまった娘に好きな動画や映画を

どもとのお出掛けで気になるのは、やはり渋滞時。景色も変わらず、

■クルマWi-Fi（※すべて税込）
365日プラン
30日プラン
1日プラン

見せてあげたくても、あまり長時間だと、通信料が気になって見せられな
いこともありました。クルマWi-Fiがあれば気にせず動画再生ができます
し、私も自由に音楽が楽しめます。クルマWi-Fiって本当に便利で魅力的！

13,200円
1,650円
550円

交差点も音声で細かく案内

原寸大

番場 彬

⬅車内のNP1と車外のスマホの間でNP1の映像を見な
がら会話できるドライブコール。道案内やトラブルの
際の対応など、サポートを頼みたいときに嬉しい

■購入プラン（※すべて税込）
ベーシックプラン（通信+サービス利用料1年分付） 65,780円
バリュープラン（通信+サービス利用料3年分付） 93,500円

⬅⬆やはりナビ画面がないと
不安……という場合はスマホ
アプリ
「My NP1」
が便利。目
的地検索やターンバイターン
の案内画面などが利用できる

➡
「500m先、右です。右
寄りの車線がオススメ
です」
→
「この先の信号
を右です。右車線を進ん
でください」
→
「次の信
号を右です。右車線を進
んでください」
→
「この
信号を右です」
と、順を
追って案内してくれる

NP1
エヌピーワン

※OTA……Over The Air。無線ネットワークを経由した通信のことで、
スマホのファームウェアアップデートなどでも使われる機能。

ボクはやっぱり
画面が
もっとあったほうが
安心かな〜

⬅
「目的地まであとどれ
くらい?」
「次どこで曲
がる?」
「この道で合って
る?」
など、さまざまな
問いかけに対応。ルー
トは通信を使ったリア
ルタイムの交通情報と、
膨大なプローブデータ
を利用して最適なルー
ト探索を実現している

PIONEER

ドライブコールを使ってみ
ましたが、スマホ画面にNP1
の映像を映し出しながら会話
ができるため、離れていても助手席にいるかのよ
うに道案内ができるのは面白いですね。ひとりで
出張に行くときに退屈しないで済むかも! 今後
のアップデートで最新の地図データや機能が追加
されるそうなので、進化していくのも楽しみです。

遠くへのお出かけだと、子どもが飽きちゃって……

NP1、
近くの
ファミレスを
探して
！

①約200ｍの場所に●●●があります。
②約1.5㎞の場所に▲▲▲があります。
③約2㎞の場所に■■■があります。
どの番号に行きますか？

“あったらいいな”が1台に!

ク

⬆駐車中でも衝撃検知センサーでクルマを監視してくれる「駐車異常通知」
（別売の駐車監視用電源ケーブルが必要）は、衝撃を検知後、10秒間の映像
を録画してクラウドへ保存。スマホへ通知を行い、映像をすぐに確認できる

的確な案内で運転に集中
安全にもつながるＮＰ１

ドライバーは安全かつスマート

に運転したいものです︒しかしド

ライブで便利な機能を求めるたび

に機器を買い足すのは︑車内の見

た目やお財布にもスマートとは言

えません︒そんな私の望みを形に

してくれたのが﹁ＮＰ１﹂です︒

例えば
﹁スマート音声ナビ﹂
︒カ

ーナビといえば画面と音声による

案内が当たり前ですが︑交差点な

見る機会が増えていきます︒﹁ナビ

ど案内地点が多いほどナビ画面を

画面を見る＝クルマの前方を見る

時間が減る﹂ということは︑事故

のリスクが高まるということです︒

しかしスマート音声ナビの場合︑

操作はすべて音声でＯＫ︒オンラ

インデータベースの情報を元に音

声で案内してくれます︒﹁会話する

ドライビングパートナー﹂
といっ

たところでしょうか︒ラリードラ

イバーの私にとっては︑助手席に

有能なコ・ドラがいるかのように

シンプルでかつ的確に伝えてくれ︑

そのほか︑駐車中も愛車を見守

安心して運転に集中できました︒

ってくれる﹁クラウドドライブレ

コーダー﹂
︑家族と出かける際に

も重宝する﹁クルマＷｉ Ｆｉ﹂な

ど︑
〝 ク ル マ の 便 利 〟が ひ と つ に

詰まっていました！
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スマート音声ナビなら……

NP1の

⬆本体をフロントウインドウの推奨
位置に貼り付け、シガーソケットま
で配線を引き回すだけと、装着はシ
ンプル。カーナビが装着しにくい旧
車オーナーにもオススメできる。よ
りスマートに装着したいというユー
ザーのために、有料の出張取付サー
ビスも用意されている

本誌のインプレッショ
ン記事でもおなじみの
ラリードライバー。若
干20歳にして、いきな
りWRCニュージーラ
ンドにランエボⅧでデ
ビューした後、アジア
パシフィックラリーや
全日本ラリーなどを経
て、今季はX C Rスプ
リントカップにハイラ
ックスで参戦中。

番場
ファミリー

エイミちゃん

今橋彩佳
2015年よりレース活動をス
タートし、FIA-F4、86/BRZ
レース、TRDラリーカップ
などに参戦。結婚、出産を経
て2020年から再びレース活
動を再開し、2021年はインタ
ープロトシリーズに女性ドラ
イバーとして初めてシリーズ
参 戦 し、優 勝 2 回。全 日 本
EV-GPシリーズでも女性ド
ライバーとして初めて総合優
勝を果たしている。

NP1で

お出かけする!
カーナビ、
ドライブレコーダー、車載Wi-Fiなど、
“あると便利”
な
機能をひとつにしたパイオニア
「NP1」。ただ、
まったく新しいデバ
イスだけに、その実力は未知数……そこで番場彬&今橋彩佳の
レーサー夫婦に、休日のドライブでその魅力を味わってもらった
Text●番場 彬／今橋彩佳

Photo●木村博道
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