
クラウド型遠隔管理システム

FORKLORE ［フォークロア］は、株式会社豊田自動織機が提供する
IoT技術とクラウドコンピューティングを活用したサービス群です

ドライブレコーダーとIoT技術で実現する、安全管理のデジタル化

「Logistics & Forklift」、
トヨタ L&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、本カタログの内容は予告なく変更することがあります。

豊田自動織機 トヨタL&FカンパニーはISO9001、ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの
トヨタ L&F 取扱い販売店または下記までご連絡ください

所在地／〒44 4 - 1 3 9 3　愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
株式会社 豊田自動織機　トヨタL&Fカンパニー

「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております

お客様相談センター
全国共通・フリーダイヤル　　   0120-35-0275
オープン時間／月曜～金曜（除く祝祭日）　9：00～12：00　13：00～17：00

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com

04533060　2108Ⓐ

専用ドライブレコーダー（ユピテル法人向け製品）

｢ドラレコConnect」ご利用にあたっては、別売の専用ドライブレコーダー及び付属品のご注文、設置、設定が必要です。
詳しくは、お近くのトヨタL&F販売店にご確認ください

フォークリフト専用
ドライブレコーダー FDR-820 ※特別指定販売店モデル

本体ユニット

メインユニット センサーユニット

■ 録画待機時間設定機能で、キーON後すぐに記録開始
■ 録画延長機能で、フォークリフトを降りる際の動作まで記録
■ SDカードカバーによるロック機構で、カード盗難対策　　
■ Wi-Fi通信を活用した記録データの自動取得
■ 大音量スピーカー＆動作確認LEDで録画、送信状態を確認
■ 国内生産で、アフターフォローも安心　

Wi－Fi環境は
お客様で

ご準備ください

詳しい商品情報は
こちらから

ユピテル製ドライブレコーダーFDR-820及び付属品をトヨタL&F販売店へご注文ください

FORKLORE利用申込書、初期情報登録シートをEメールにて送付いたします。
ご記入のうえ、FORKLORE事務局までEメールにてご返送ください

ドラレコのご注文

FORKLOREご利用お申込み

トヨタL&F販売店が、ドライブレコーダー及び付属品の設置、設定を行います
※Wi-Fi接続に必要な情報をご準備ください

ドラレコの設置・設定

ご利用開始

FORKLOREサイトのURL及びユーザーＩＤとパスワードをメールにてご案内いたします。
メール本文に記載の手順に従ってログインしてくださいFORKLOREログイン

サ
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カメラ（2つまで）

付属品（FDR-820とは別売）

無線LANユニット SDカード

STARVIS搭載
防水周囲カメラ

防水周囲
カメラ

サブカメラ
(広角カメラ)



映像データで現場は変わる

安全管理に関するお悩み解決にご活用いただけます

ドライブレコーダーが衝撃（事故や危険運転）を感知すると、現場管理者へ自動通知されます。衝撃発生時の
映像データは、Wi-Fi通信でクラウドサーバーに保管されており、どこにいても迅速な確認が可能です。また、
クラウドに蓄積された映像データをシステムが分析し、現場の安全管理・改善に役立つ情報を見える化します

感知

通知

通知

分析

映像確認

映像確認

すぐに通知

いつでも・どこでも

安全運転レポート

ドラレコの情報を分析し、現場改善をサポート

ドラレコConnectの料金体系

活用例 ［ 事故の再発防止 ］

※1： システムの設定画面にて、急発進、急旋回、衝撃について任意の閾値を設定できます
※2： ARマーカー（システム上で作業者ごとに付与）を印刷いただき、作業中の映像に映しこませることで、作業者を識別できます

危険運転や事故映像をタイムリーに通知

●ＳＤカードの抜き差しは手間…
●離れた場所からも確認したい…
●スマホからも確認したい…

クラウド保管により、自在にアクセス可能

●現場の安全対策を徹底したい…
●危険運転が気になる…
●作業者毎に確認したい…

安全運転の状況を自動集計し、レポート化

●すぐに状況確認したい…
●いつのキズか分からない…
●作業者から接触報告がされない…

各時間帯における
電源オン台数をグラフ化します

車両毎の電源オン時間、正味作業時間、
停止時間をグラフ化します

現場に貼付したARマーカーを映像から
読み込み、車両位置をマッピングします

ドラレコが衝撃を感知すると、システムから即通知(e-mail)※1

WEB上で確認できるため、ＳＤカードの抜き差しが不要

一定期間の安全運転成績(衝撃件数)を集計※2

クラウド型遠隔管理システム

■ 動画確認画面

■ 安全成績画面

■ 稼動台数 ■ 稼動状況 ■ 車両位置マッピング

※イメージ図

専用ドライブレコーダー及び
付属品の購入と
車両への取り付け

必要に応じて、
従量課金制オプション
サービスのご利用が可能

基本サービス料
（1台あたり）

+
サイト使用料

（1ユーザーあたり）

ドライブレコーダーの
ご購入

  ❶   ❷   ❸   ❹   ❺

+

映像情報は、事故原因の効率的な特定にお役立ていただけます。また、安全運転レポート機能を活用することで、
対策実施後の効果検証が可能になります

ドラレコ
Connectの
料金体系や
詳細情報は、
こちらから

衝撃の
前後10秒間
を記録

安全成績
グラフ

衝撃
データ件数
前後、上下、左右、

急旋回

稼動台数把握 稼動状況把握 車両位置検知
（オプション）+

稼動
台数

月間累積
稼動時間

車両台数の適正化に活用 車両集中箇所の把握・動線の効率化に活用
時間帯
0時～24時

車両
名称

ドラレコConnect
月額利用料

ドラレコConnect
オプション費用

事故を感知
すると管理者へ
メール通知

事故状況の
映像確認

現場確認
（事故処理）

映像による
原因特定と対策

安全対策後の
効果検証

※実際の画面と異なる場合があります ※実際の画面と異なる場合があります

※実際の画面と異なる場合があります

※実際の画面と異なる場合があります
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