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新製品『リニア PCM レコーダー VRP-1』発売に関するお知らせ 

（当社連結子会社：株式会社エルモ社） 

 

当社の連結子会社である株式会社エルモ社は、平成 29 年 3 月 27 日(月)、警察等 法執行機関向

けリニア PCM 方式のボイスレコーダー”VRP-1”を発売することをお知らせいたします。 

 

VRP-1 は警察等 捜査機関にて使用されている改ざん防止機能（以下 WORM : Write once read 

many）付き SD カードに対応した国内唯一の新型ボイスレコーダーです。WORM SD カードは、書

き込みが一度限り、書き込まれたデータは消去も書き換えもできないことから高いセキュリテ

ィ性があり、法執行機関における証拠保全を目的とした記録に使用されております。 

既に複数の捜査機関への納品が決まっている他、イギリス、台湾、オーストラリアなど、国

内警察と同様な証拠保全が求められている各国への販売も順次進めていく予定です。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

【 主な製品の特長 】 

 

1) 改ざん防止機能付き WORM カードに対応 

2) イヤホンジャック 5 個搭載 

3) スタンバイ聴取機能 

4) リニア PCM 形式採用(注) 

5) シンプル設計・簡単操作 

  注：リニアとは非圧縮を意味し、リニア PCM 形式では臨場感のある高音質で録音できます。 

 

 詳細につきましては、添付資料『株式会社エルモ社プレスリリース：警察等 法執行機関向けボイ

スレコーダー発売のお知らせ「リニア PCM レコーダー VRP-1」』をご参照ください。 

以上 
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警察等 法執行機関向けボイスレコーダー発売のお知らせ 

リニア PCM レコーダー VRP-1 (ブイ アール ピー ワン) 
2017 年 3 月 27 日(月)より発売  本体価格：オープン 

テクノホライゾングループ（JASDAQ：証券コード 6629）の株式会社エルモ社（本社：名古屋市瑞穂区明

前町 6-14 代表取締役社長：林 数馬）は、2017 年 3 月 27 日(月)、警察等 法執行機関向けリニア PCM

方式のボイスレコーダー”VRP-1”を発売いたします。 

 

VRP-1 は警察等 捜査機関にて使用されている改ざん防止機能（以下 WORM : Write once read many）

付き SD カードに対応した国内唯一の新型ボイスレコーダーです。WORM SD カードは、書き込みが一度

限り、書き込まれたデータは消去も書き換えもできないことから高いセキュリティ性があり、法執行機関に

おける証拠保全を目的とした記録に使用されております。 

 

既に複数の捜査機関への納品が決まっている他、イギリス、台湾、オーストラリアなど、国内警察と同

様な証拠保全が求められている各国への販売も順次進めていく予定です。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【 主な製品の特長 】 

 

1) 改ざん防止機能付き WORM カードに対応 

一度だけ書き込むことができ、書き込まれたデータは消去も書き換えもできない、データの改ざん防止

を目的とした WORM（Write once read many）カードに対応しております。 

※対応 SD カード SD WORM カード、PGS WORM カード 

 

2) イヤホンジャック 5 個搭載 

本体側面にイヤホンジャックを 5 個搭載。録音データ再生時に 5 人同時にイヤホンやヘッドホンで聴く

ことができます。また、5 つのイヤホンジャックのうち 1 つは独立した音量設定が可能となっており、外部

スピーカーへ接続して使用することも可能です。 

 

3) スタンバイ聴取機能 

スタンバイ状態(録音しない状態)でも集音した音声をイヤホンで聴くことができます。 
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4) リニア PCM 形式採用 

臨場感のある高音質で録音できる非圧縮のリニア PCM 形式を採用。 

無指向性マイクを搭載しており、レコーダーの向きにかかわらず全方位的に集音します。 

 

5) シンプル設計・簡単操作 

業務用途における即応性や操作性向上を最優先としてボタンやスイッチ類を大きく配置、各種機能や

設定を最低限必要なものに絞り込みました。 

 

■VRP-1 本体 主な仕様 

録音形式 リニア PCM(WAV) 44.1kHz/16bit 

録音レベル調整 内蔵マイク/外部マイクに適用。調整範囲 0dB～47.5dB 

再生音量調整 イヤホン出力 5 系統、スピーカーに適用。調整範囲 -63.5dB～0dB 

特殊音量調整 イヤホン出力 5 系統の内 1 系統のみに適用。調整範囲 -48dB～+12dB

マイク 内蔵(ステレオ) ／ 周波数特性：50～16000Hz、感度-40dB±3dB 

スピーカー 内蔵(モノラル) ／ Φ15mm 丸型ダイナミックスピーカー 

内蔵メモリ 4GB：約 5 時間 30 分 

外部メモリ 
WORM カード* または SD/SDHC カード(32GB まで) 
*WORM カードとは SD WORM カードと PGS WORM カードを指します。 

ライン入力 1 (ステレオ) Φ3.5mm ジャック 

マイク入力 1 (ステレオ) Φ3.5mm ジャック 

イヤホン出力 5 (ステレオ) Φ3.5mm ジャック 

USB コネクタ 
microUSB PC 接続用 /  
AC アダプタによる電源供給 (充電機能なし) 

電源 
アルカリ単三電池またはニッケル水素電池×2 
DC 5V(USB 給電) 

電池寿命 録音時：約 5-7 時間 

サイズ 146mm x 54mm x 24.4mm（突起部含まず） 

質量 125g (電池含まず) 

付属品 簡易取説、保証書、アルカリ単 3 乾電池(2 本) 

動作温度 0℃～40℃ 

-ELMO ロゴは㈱エルモ社の登録商標または商標です。 

-SD WORM は米国および他の国々で登録された Western Digital Technologies, Inc.またはその関連会社（「WD」）

の商標です。 

-その他の会社名および製品・サービス名などは各社の登録商標または商標です。 

-本プレスリリースの内容は、予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。  

 

 

 

 

【この件に関するお問合せ先】 

株式会社エルモ社 マーケティング本部 開発営業部 

電話：052-811-5241  FAX：052-824-4400  住所：愛知県名古屋市瑞穂区明前町 6-14 

e-mail：online-info@elmo.co.jp    URL：http://www.elmo.co.jp/products/security/vrp1/ 
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