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このたびは、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用の前に
この説明書をお読みのうえ正しくお使いください。また、お読みになったあともいつでも見られるところに
置いてください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください
お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただき
たい事項を記載してあります。
正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。
なお、本書には弊社製品に接続される機器についての運用も含めた注意事項を説明しています。記載内容を無視して誤った使
い方をしたときに生じる危害や、
損害／破損／故障／トラブルにについては、弊社の保証対象には含まれません。
、
あらかじめご了承ください。

「表示の説明」本書に使われている表示と絵記号の意味
警告表示の意味

警告

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。

注意

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的障害の発生が考えられ
る内容を示しています。

絵記号の意味

の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告、注意を促す内容を示します。
（例：

感電注意）

してはいけない事項（禁止事項）を示します。
（例：
しなければならない行為を示します。
（例：

分解禁止）

プラグをコンセントから抜く）

警告
本製品の電源は、必ず弊社指定のものを使用してください。
強制

指定以外の電源を使用すると、入力電圧や端子の極性が異なることがあるため、火災や発煙・発火
など本製品の故障の原因となります。

本製品の分解や改造はしないでください。
分解禁止

電源プラグを
抜く

電源プラグを
抜く

火災や感電・けがの原因となります。修理は、弊社または販売店にご依頼ください。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに本製品の電源スイッチをオフにして電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社または販売
店にご連絡ください。

強い衝撃を与えないでください。
落としたり、ぶつけたりして衝撃が加わると破損・発熱・発火・故障の原因となります。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社または販売
店にご相談ください。

本体やケーブルの上に物を置かないでください。
禁止

故障や火災・発火・発熱の原因となります。

液体の入った容器など、水のかかる場所に置かないでください。
禁止

発熱・発火・感電などの原因となります。

ケーブル類を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
強制

ケーブル部分を持って引き抜くと感電や断線の原因となります。

落雷による事故防止のため、近くで雷が発生したときは電源スイッチをオフにしてＡＣコンセン
トから電源プラグを抜いてください。
電源プラグを
抜く

本製品の取り付け、取り外しをするときは、本製品および周辺機器の電源スイッチをオフにして
ＡＣコンセントから電源プラグを抜いてください。
電源プラグを
抜く

電源ケーブルがACコンセントに接続されたまま取り付け、取り外しを行うと、故障や感電の原因とな
ります。

注意
液体や異物などが内部に入ったら、すぐに本製品の電源スイッチをにして、ＡＣコンセントか
ら電源プラグを抜いてください。
電源プラグを
抜く

電源プラグを
抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社または販売店
にご相談ください。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
ほこりがたまって発熱・発火などの原因になります。
ときどき電源プラグを抜き、ほこりなどを除去してください。
ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

実施

本製品やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってケガをする恐れがあります。
強制

湿気や水漏れ、極端な高温・低温の場所、振動の多い場所に配置しないでください。
本製品の破損や発熱・発火・感電・故障などの原因となりますので、つぎのような場所には
禁止

配置しないでいでください。

●振動、ほこり、湿気の多い場所
●水・雨水などで濡れやすい場所

●直射日光の強い場所や熱器具の近く
●振動の多い場所
●不安定な場所
●漏電の危険がある場所

お手入れ
溶剤や水を使用しないで、必ず乾いた布などで乾拭きしてください。
禁止

電源プラグを
抜く

本製品の塗装面はベンジンやシンナーなどの溶剤や水などで拭かないでください。
退色の原因や通通孔から内部に溶剤や水などが入り、故障・発熱・発火の原因となります。

お手入れの際は本機の電源スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてくだ
さい。感電の危険があります。

本製品の廃棄方法について

強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方
自治体にお問い合わせください。

製品の概要
本機は、４台のカメラから入力された４つの映像信号を１つの映像信号として処理し
４分割画面としてモニタ−に映したり、ＶＴＲに記録するための装置です。
また、４分割画面表示の他に、特定のカメラから入力された映像をフルサイズ画面で
映したり、静止画で映すことができます。
本機は、デジタルテレビで培われた回路技術をベ−スに、高画質・高機能を維持しつつ
低コスト化を実現、業務用として十分に耐えうる性能と品質を兼ね備えています。

主な機能
１．４分割画面/フルサイズ画面の交互順次切換とフルサイズ画面のみの順次切り換え
が選択できます。（オ−トスイッチャ−機能）
切換時間は、最大６０秒まで可変可能です。
２． ４分割画面/フルサイズ画面のときに静止画で映すことが可能です。（１入力画面）
３． 入力映像信号の自動検出
信号線が断線・切断された場合や接続されたカメラなどからの信号が出力されなく
なったときに、モニタ−画面上に当該入力番号を点滅表示で知らせます。
４．表示機能
画面上に日付・時刻などの表示または非表示の切換も可能です。
また、カメラ番号などのタイトルを最大８文字まで入力可能です。もちろん表示または
非表示の切換もできます。
５．２系統のビデオ出力端子を用意しています。

設置と接続の前に
●周辺機器を接続する前に、必ず本機の電源スイッチをオフにしてください。
●本製品は精密な機器です。本書巻頭の「安全にお使いいただくために必ずお守りくださ
い」を必ず参照してください。
●次のような場所には置かないでください。故障の原因となることがあります。
−熱い場所（スト−ブなどの暖房機の近く）、極端に寒い場所
−不安定な場所、振動の多い場所
−湿気の多い場所
−風通しの悪い場所、ほこりの多い場所

各部の名称と操作方法
１．前面パネル
POWER

MODE

1

QUAD

AUTO

STILL

FULL

MANU

SHIFT

2

3

CHANNEL
SET

4

CH+

CH-

INC

DEC

5

6

7

①ＰＯＷＥＲ
本機の電源スイッチです。オンにすると電源が入り、スイッチ上端のランプ（緑色）が点灯
します。電源をオンしたときは４分割画面になります。
②ＱＵＡＤ／ＦＵＬＬ
このボタンを押す毎に、４分割画面とフルサイズ画面が交互に切り換わります。このときに
表示される画像は、ＭＡＮＵ時に選択されていた画像です。
③ＡＵＴＯ／ＭＡＮＵ
このボタンを押す毎に、ＡＵＴＯ表示とＭＡＮＵ表示の切り換えができます。
本機後面パネルのビデオ信号入力端子にビデオ信号を入力させた状態で操作してくだ
さい。

ＡＵＴＯ選択時 − ４分割画面とフルサイズ画面を順次切り換えて表示します。画面上に
ＡＵＴＯの文字が表示されます。
切り換え時間の間隔は、最大６０秒まで設定できます。
ＭＡＮＵ選択時 − ＡＵＴＯで選択されていた画像が表示されます。
注意）ＡＵＴＯ選択時は、ＱＵＡＤ／ＦＵＬＬボタンを押しても受け付け
ません。
④ＳＴＩＬＬ（ＳＨＩＦＴ）
このボタンを押すと、４分割画面およびフルサイズ画面にかかわらず表示された画像を静
止画像にします。
[ＳＨＩＦＴ] ボタンは、ＭＡＮＵ項目の設定で使用します。（後述）
●４分割画面を表示しているときの静止画像の選択
「ＳＴＩＬＬ」ボタンを押すと、ＣＨ１入力画像の上部に ＳＴＩＬＬの文字が点滅して表示さ
れます。
この状態で、[ＣＨ＋] または [ＣＨ−] ボタンを押して静止させる画像を選択します。
選択された画像の下部には ＳＴＩＬＬ の文字が表示されます。
もう一度 [ＳＴＩＬＬ] ボタンを押すと静止画像は解除されます。
●フルサイズ画面を表示しているときの静止画像の選択
[ＳＴＩＬＬ] ボタンを押すと、そのときの表示画像が静止画像になります。
もう一度 [ＳＴＩＬＬ] ボタンを押すと静止画像は解除されます。
ＡＵＴＯ選択時は、ＳＴＩＬＬを選択した画像が静止画像になります。

⑤ ＳＥＴ
このボタンを押すと、タイトルや日時などの設定画面に切り替わります。[ＳＥＴ] ボタンを押すと
メニュ−設定画面となりＭＡＩＮ ＭＡＮＵが表示されます。
●ＭＡＩＮ ＭＡＮＵの表示
ＭＡＩＮ ＭＡＮＵ
１．ＴＩＴＬＥ
２．ＴＩＭＥ／ＤＡＴＥ
３．ＤＷＥＬＬ ＴＩＭＥ
４．ＢＯＲＤＥＲ
５．ＥＸＩＴ
初期状態は、１．ＴＩＴＬＥが選択されています。 [ＳＨＩＦＴ] ボタンを押す毎に、つぎの項目に移動
します。
設定を終えたら、５ＥＸＩＴを選択し [ＳＥＴ] ボタンを押して終了します。
⑥ ＣＨ+（ＩＮＣ）
このボタンで表示させる画像を選択します。
[ＣＨ+] ボタンを押す毎に、チャンネルが番号の小さいほうから大きいほうに順次に切り換わり
（ＣＨ１＞ＣＨ２＞ＣＨ３＞ＣＨ４＞ＣＨ１＞）、選択されたチャンネルの画像が表示されます。
[ＩＮＣ] ボタンは、ＭＥＮＵ設定画面で選択した項目の設定・変更をおこなうときに使用します。
例えば、日付を選択して [ＩＮＣ] ボタンを押すと日付が増加します。
（１４＞１５＞１６＞）
⑦ ＣＨ‑（ＤＥＣ）
このボタンで表示させる画像を選択します。
[ＣＨ‑] ボタンを押す毎に、チャンネルが番号の大きいほうから小さいほうに順次に切り換わり
（ＣＨ＞４ＣＨ３＞ＣＨ２＞ＣＨ１＞ＣＨ４＞）、選択されたチャンネルの画像が表示されます。
[ＩＮＣ] ボタンは、ＭＥＮＵ設定画面で選択した項目の設定・変更をおこなうときに使用します。
例えば、日付を選択して「ＤＥＣ」ボタンを押すと日付が減少します。
（１６＞１５＞１４＞）

２．後面パネル

VIDEO INPUT

CH1

CH2

CH3

VIDEO OUTPUT

CH4

VCR

MON

②

DC IN

③④

①

① ＤＣ ＩＮ
本機の電源入力端子です。
別売のＡＣアダプタまたは集中電源供給ユニットを使用してください。
●プラグは最後まで押し込んでください。
注意

指定のＡＣアダプタまたは電源ユニットを使用してください。
ＡＣアダプタは、交流１００ボルトの電源でお使いください。
指定以外のものを使用したり、異なる電源電圧で使用すると
火災・感電の原因となります。

② ＶＩＤＥＯ ＩＮＰＵＴ
ビデオ信号の入力端子で、それぞれ独立した４系統の入力です。

③ ＶＩＤＥＯ ＯＵＴＰＵＴ（ＭＯＮ）
ビデオ出力端子です。専用モニタ−またはテレビに接続します。
出力信号は、本機でデジタル処理された映像信号です。
④ ＶＩＤＥＯ ＯＵＴＰＵＴ（ＶＣＲ）
ビデオ信号の出力端子です。
主に録画用として、ビデオデッキ（タイムラプスビデオデッキ）に接続します。
ＢＮＣ型端子について
本機は業務用として開発されたもので、ビデオ入出力端子はＢＮＣ型を採用しています。
接続ケ−ブルは、ＢＮＣプラグ付の同軸タイプ（３Ｖ−２Ｖ相当品以上）のご使用をお勧めいたし
ます。
出力端子に、一般のテレビやビデオデッキを接続され、かつ本機の近傍に設置される場合は
ＢＮＣ／ＲＣＡ−Ｊ型変換コネクタおよびＲＣＡケ−ブルをお使いください。
本機には付属品として、つぎのものを同梱しています。
ＢＮＣ／ＲＣＡ−Ｊ型変換コネクタ（１個）
ＲＣＡケ−ブル×1.5ｍ
(１本）
●付属品と同様の品は、別売り品としてご用意しています。弊社または販売店にお問い合わせ
ください。

各種機能の設定方法
１．ＴＩＴＬＥの設定
本機後面パネルのビデオインプット端子に入力されるそれぞれの画面にタイトルをつけます。
[SET] ボタンを押すとＭＡＩＮ ＭＡＮＵが表示されます。
このとき、1.TITLE SET が選択されます。(
マ−クで選択表示）
もう一度 [SET] ボタンを押すと、ＴＩＴＬＥ ＳＥＴメニュ−が表示されます。それぞれのメニュ−項目
は [SHIFT] ボタンで選択できます。
ＴＩＴＬＥ ＳＥＴ
１．
２．
３．
４．
５．
６．

ＤＩＳＰＬＡＹ：ＯＦＦ
ＣＡＭＥＲＡ１ ： ＣＨ１ＶＩＤＥＯ
ＣＡＭＥＲＡ２ ： ＣＨ２ＶＩＤＥＯ
ＣＡＭＥＲＡ３ ： ＣＨ３ＶＩＤＥＯ
ＣＡＭＥＲＡ４ ： ＣＨ４ＶＩＤＥＯ
ＥＸＩＴ
※上記ＣＡＭＥＲＡ１〜４のタイトルは、設定例です。

● ＤＩＳＰＬＡＹ
ＣＡＭＥＲＡのタイトルを画面上に表示・非表示の設定をします。
1.DISPLAY を選択し [INC] または [DEC] ボタンを押す毎に ＯＮ／ＯＦＦが交互に切り換わります。
ＯＮ ：タイトルを表示する。
ＯＦＦ：タイトルは表示しない。（非表示）
● ＣＡＭＥＲＡ
ＣＡＭＥＲＡ１は、ＶＩＤＥＯ
ＣＡＭＥＲＡ２は、ＶＩＤＥＯ
ＣＡＭＥＲＡ３は、ＶＩＤＥＯ
ＣＡＭＥＲＡ４は、ＶＩＤＥＯ

ＩＮＰＵＴ端子（ＣＨ１）に入力される画像です。
ＩＮＰＵＴ端子（ＣＨ２）に入力される画像です。
ＩＮＰＵＴ端子（ＣＨ３）に入力される画像です。
ＩＮＰＵＴ端子（ＣＨ４）に入力される画像です。

それぞれのＣＡＭＥＲＡ番号にタイトルを入力します。
ＣＡＭＥＲＡ番号を選択すると、タイトルの入力位置が点滅します。
[INC] または [DEC] ボタンを押して、文字を選び [SET] ボタンを押して確定します。
確定後に次の文字の入力位置が点滅します。この状態で [SHIFT] ボタンを押すと入力を終了
し次の項目へ移動します。
文字入力を継続する場合は [INC] または [DEC] ボタンを押して文字を選びます。
タイトルは、８文字まで入力できます。
●ＴＩＴＬＥ ＳＥＴ設定の終了
[SHIFT] ボタンを押して、6.EXIT を選択します。
[SET] ボタンを押して、ＭＡＩＮ ＭＡＮＵに戻ります。

入力可能な文字の種類

▲

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ Ｚ
[ ̲ ] − ＋
＋ 、 − ． ／
↓ ↑ ← → ▼

▲

▼

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
＝ ＼ ？
： ▲

2.ＴＩＭＥ／ＤＡＴＥの設定
日付および時間の設定をおこないます。
[SET] ボタンを押すと、ＭＡＩＮ ＭＡＮＵが表示されます。このとき、1.TITLE SET が選択されます。
[SHIFT] ボタンを押して、2.TIME/DATE SET を選択します。
もう一度 [SET] ボタンを押すと、ＴＩＭＥ／ＤＡＴＥ ＳＥＴメニュ−が表示されます。
それぞれのメニュ−項目は [SHIFT] ボタンで選択できます。

ＴＩＭＥ／ＤＡＴＥ
１．ＤＩＳＰＬＡＹ ： ＯＮ
２．２００２／０５／０５ １０：１０：４５ ＳＵＮ
３．ＭＯＤＥ ： ＹＹＹＹ／ＭＭ／ＤＤ
４．ＥＸＩＴ
●ＤＩＳＰＬＡＹ
日付および時間を画面上に表示・非表示の設定をします。
1.DISPLAY を選択し「INC」または「DEC］ボタンを押す毎に ＯＮ／ＯＦＦが交互に切り換わります。
ＯＮ ：日付および時間を画面上に表示する。
ＯＦＦ：日付および時間は表示しない。（非表示）
●日付および時間の設定
２．の日付および時間の設定をおこないます。
[SHIFT] ボタンを押して、２．日付・時間表示を選択します。同時に、西暦の下２桁が点滅します。
[INC] または [DEC] ボタンで西暦を合わせます。
[INC] ボタンを押すと数字は増加し [DEC] ボタンを押すと減ります。
西暦を合わせたら [SET] ボタンを押してください。
つぎの項目（月）に移動します。
合わせ方は、西暦の合わせ方と同じです。以後、日・時間も同様に合わせます。

●日付および時間の表示モ−ドの設定
日付・時間を画面に表示する配列を選択します。[SHIFT] ボタンを押して、3.MODE を選択します。
表示モ−ドは、つぎの３種類が用意されています。[INC] または [DEC] ボタンを押して選択します。
設定
表示
・YYYY/MM/DD → 2002/05/05 MON 10:10:45
・MM/DD/YYYY → 05/27/2002 MON 10:10:45
・DD/MM/YYYY → 27/05/2002 MON 10:10:45
●ＴＩＭＥ／ＤＡＴＥ設定の終了
[SHIFT] ボタンを押して、４．ＥＸＩＴを選択します。[SET] ボタンを押して、ＭＡＩＮ ＭＡＮＵに戻り
ます。

3.ＤＷＥＬＬ ＴＩＭＥの設定
これはＭＡＮＵ／ＡＵＴＯボタンでＡＵＴＯを選択したときに、順次画像の切り換わる
時間の間隔を設定します。
[SET] ボタンを押すと、ＭＡＩＮ ＭＡＮＵが表示されます。このとき、1.TITLE SET が選択されて
います。[SHIFT] ボタンを押して、3.DWELL TIME SET を選択します。
もう一度 [SET] ボタンを押すと、ＤＷＥＬＬ ＴＩＭＥメニュ−が表示されます。
それぞれのメニュ−項目は [SHIFT] ボタンで選択できます。

ＤＷＥＬＬ ＴＩＭＥ
１．０１ ＳＥＣ
２．ＭＯＤＥ ： Ａ
３．ＥＸＩＴ
●順次切り換え間隔の設定
このとき、1. 01 SEC が選択され秒数値が点滅します。
[INC] または [DEC] ボタンを押して秒数を設定します。 [INC] ボタンを押し続けると
秒数値が連続的に増加し、[DEC]ボタンを押し続けると連続的に減少します。
切り換え間隔は、１〜６０秒の範囲で設定できます。
●ＭＯＤＥの設定
ＡＵＴＯ選択時、画面の順次方式の選択を行います。
[INC] または [DEC] ボタンを押して、ＡまたはＢを選択します。
Ａ選択時：４分割画面とフルサイズ画面が交互に切り換わります。
Ｂ選択時：フルサイズ画面のみ順次切り換わります。
ＣＨ１→ＣＨ２→ＣＨ３→ＣＨ４→ＣＨ１の順で切り換わります。
●ＤＷＥＬＬ ＴＩＭＥの終了
[SHIFT] ボタンを押して、4.EXIT を選択します。
[SET] ボタンを押して、ＭＡＩＮ ＭＥＮＵに戻ります。

4.ＢＯＲＤＥＲ設定
４画面分割表示において、各表示画像の境界枠の有無や色を設定します。
[SET] ボタンを押すと、ＭＡＩＮ ＭＡＮＵが表示されます。このとき、1.TITLE SET が選択
されます。 [SHIFT] ボタンを押して、4.BORDER SET を選択します。
もう一度 [SET] ボタンを押すと、ＢＯＲＤＥＲメニュ−が表示されます。
それぞれのメニュ−項目は [SHIFT] ボタンで選択できます。
ＢＯＲＤＥＲ
１．ＢＯＲＤＥＲ ＴＹＰＥ：ＷＨＩＴＥ
２．ＥＸＩＴ

●境界枠の設定
このとき、1.BORDER が選択されます。
[INC] ボタンまたは [DEC] ボタンを押して境界枠を設定します。
ＮＯＮＥ 選択時：境界枠は付けません。
ＷＨＩＴＥ選択時：境界枠が白色になります。
ＢＬＡＣＫ選択時：境界枠が黒色になります。
●ＢＯＲＤＥＲ設定の終了

[SHIFT] ボタンを押して、２．ＥＸＩＴ を選択します。
[SET] ボタンを押して、ＭＡＩＮ ＭＡＮＵに戻ります。

5.ＥＸＩＴ
ＭＡＩＮ ＭＡＮＵを終了します。
[SET] ボタンを押すと、1.TITLE SET が選択されています。
[SHIFT] ボタンを押して、5.EXIT を選択します。
もう一度 [SET]ボタンを押すと、ＭＡＩＮ ＭＡＮＵを終了します。

製品仕様
撮像方式 ： ＮＴＳＣ方式に準拠 （モノクロ・カラ−）
映像入力 ： コンポジット信号 １Ｖp‑p ７５Ω （ＢＮＣコネクタ ４入力）
映像出力 ： コンポジット信号 １Ｖp‑p ７５Ω （ＢＮＣコネクタ ２出力）
出力画像 ： ４分割画面表示、フル画面表示、４分割画面・フル画面順次表示
（４分割画面／フル画面およびフル画面順次時の切替時間は、１〜６０秒で設定可能）

表示文字 ： 画面タイトル − 文字表示数は８文字まで（英数字・記号）、オフ表示可能
日付 ・ 時刻 − ３種類のモ−ドから選択、オフ表示可能
YYYY/MM/DD DAY H/M/S
MM/DD/YYYY DAY H/M/S
DD/MM/YYYY DAY H/M/S

境界表示 ： 白色・黒色・無表示の何れかを選択可能（４分割画面表示のとき）
特殊表示 ： NO VIDEO

（入力信号が無い状態、ブル−バック画像になり画像上に表示）

VIDEO LOSS (入力信号が途絶えた状態、ブル−バック画像になり画像上に点滅表示）
STILL

（静止画像選択時、画像左上部に点滅表示、選択画像上には点灯表示）

周囲温度 ： ０〜４５°Ｃ
周囲湿度 ： ５〜８５％ （結露のないこと）
電源電圧 ： ＤＣ５Ｖ（４．５〜５．０Ｖ以内）／２Ａ
消費電力 ： 約１０Ｗ
外形寸法 ： ２１８（Ｗ）×４３（Ｈ）×２２８（Ｄ）mm 但、突起物は含まない。
重

量 ： １．７５kg

付 属 品 ： 取扱説明書（保証書を含む）
変換コネクタ（BNC‑P/RCA‑J) ×１個、映像用RCAケ−ブル（１．０m）×１本
オプション ： ＡＣアダプタ（スイッチング方式）、ＡＣ１００〜１２０Ｖ（５０／６０Ｈｚ）／０．３Ａ
●ラックへの取付けに際して
フロントパネルの左右側面にアングル取付用の孔を設けてあります。
位置寸法は、外形寸法図をご覧ください。
●製品の仕様および外観などは改良のため予告無く変更することがあります。
●この製品は、弊社で定めた品質管理規定に基づいて提携先の韓国工場で製造し、日本国内
で機能・特性などの性能検査を実施し出荷しています。

保証規定
１．保証書に「お買い上げ年月日」「販売店」が記入されているかご確認ください。万一記入のない場合は
直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
２．この取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で故障した場合は保証期間内に
限り無料修理をいたします。保証期間は、お買い上げ後２年間です。
３．保証期間内で次の場合には、有料修理となります。
（イ）保証書の提示がない場合。
（ロ）保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合および保証書の字句を書き替えられた
場合。
（ハ）使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
（ニ）お引き渡し後の輸送・落下・水ぬれ等による故障および損傷。
（ホ）火災・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の天災地変等による故障。
（ヘ）使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
（ ト）お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
４．本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
５．修理などに関してご不明な点がありましたら、弊社・代理店または販売店へお問い合わせください。
６．保証は日本国内においてのみ有効です。
７．保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
● この保証は、本書に記載された範囲内での使用・操作のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間
経過後の修理についてご不明な点がありましたら、弊社または販売店へお問い合わせください。

修理について
弊社製品の修理につきましては、以下の事項をご確認の上、弊社・代理店または販売店へご依頼いた
だくか、または下記の修理窓口までお願い致します。
なお、故障の程度により、先に代替品を送付させていただきく場合もありますので、事前にご連絡くださ
い。
● 送付される場合は、発送時の費用はお客様負担、修理後の返却費用は弊社負担とさせていただき
ます。
● 修理品には、現在の状態をお書き添えください。
● 保証期間中は保証規定に記載された範囲での使用・操作のもとにおいて無償で修理いたします。
● 修理品のお問い合わせについて

受付窓口

弊社または下記の産業機器修理窓口
有限会社 リバ−ピア
電話番号 ０３−３６１４−４１２１
E‑mail
support@ riverpia.co.jp

有限会社 ケンエンジニアリング
電話番号 ０４３−２７６−６１２３
ＦＡＸ
０４３−２７３−３８０８

● 修理品の送付先
住所 千葉県花見川区幕張町５−４０８−１７
有限会社 ケン・エンジニアリング
産業機器修理 宛
電話番号 ０４３−２７６−６１２３
ＦＡＸ
０４３−２７３−３８０８

※修理品を送付される場合は、郵送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材を使用してください。
また、紛失等のトラブルを避けるため、宅配便や書留郵便小包でのご送付をお願いいたします。

保証書

持込修理
品番
お
客
様

製造番号

ＶＤＥ−４０１Ａ
お名前

様

ご住所 〒
電話番号

お買い上げ日
年

販売店名・住所・電話番号
月

保証期間 ２年間

電話番号（

）

お買い上げ月から上記期間中故障が発生した場合には、保証規定の記載内容で
修理をお約束するものです。詳細は、本書の保証規定をご参照ください。

有限会社 リバ−ピア
〒１３１−００４４ 東京都墨田区押上２−３６−９

