
 

 

 

 

  
 
 

360°   マルチビジョンシステム 
 

360°   OMNI   VUE 
 

 
セットアップガイド 

 

 

本書は、360°   マルチビジョンシステム「OMNI   VUE」のセットアップのしかたを
「取付・接続編」と「公差補正編」の⼆つに分けて説明しています。 

ご使⽤の前に、このセットアップガイドを良くお読みいただき、適切な取り付け・
補正を⾏ってください。 
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360°   OMNI   VUE   とは 
まるで空から⾞を⾒下ろすように、⾞の周囲   360°   を⼀⽬で⾒ることができる安全運転⽀援
システムです。 

4   つの⼩型広⾓   185°   カメラ映像を合成した俯瞰ビューによって、運転者の視界を補助しま
す。 

製品の特⻑ 

スマート画像処理技術（歪み補正） 

視野⾓   ⽔平   185°・垂直   142°、30   万画素の⼩型広⾓カメラ   4   台の映像を合成します。広⾓
カメラで発⽣する歪みは、独⾃の映像合成技術で⾒やすい映像に補正して表⽰します。 

⾒やすく鮮明な映像 

最低照度   0.5Lux   の暗視式カメラを採⽤し暗い場所にも強く、また強い⽇差しの下では特殊
カメラレンズセンサーにより逆光を補正し、⾒やすい映像を表⽰します。 

汎⽤性 

後付けタイプのため、多様な⾞体（バス・トラック・キャンピングカー・建設機械・特殊⾞
など）に取り付けることができます。 

死⾓をカバー 

上から⾒下ろす俯瞰ビュー映像とリアカメラの映像により、死⾓もクリアに。巻き込みや接
触の危険が少なくなり⾞庫⼊れも安⼼です。 

サイドビューモードでは、壁際への幅寄せや狭い道路でのすれ違い時など、死⾓を映像で表
⽰して安全な運転を⼿助けします。 

多彩な表⽰モード 

運転状況に応じて、6つの
ビューモードを選択できます。 
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安全上の注意 
使⽤する⽅や他の⼈々への危害や損害を未然に防⽌するために、必ずお守りいただくことを
説明しています。作業前に必ず本書をよく読み、本書の指⽰に従ってください。 

 
誤った取扱いをしたときに⽣じる危害や損
害の程度を、区別して説明しています。 
 

警告 ︓ 

⼈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 ︓ 

⼈が傷害を負う可能性が
想定される内容および物
的損害のみの発⽣が想定
される内容を⽰していま
す。 

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区
別して説明しています。 
 

 

注意（しなければならない）
の内容です。 

 

禁⽌（してはいけない）の内
容です。 

 

実⾏（必ず⾏っていただく）
の内容です。 

 

 

警告 

 

● 本機を次のような場所に取り付けない 
交通事故やけがの原因となることがあります。 

○ 前⽅の視界を妨げる場所 
○ ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所 
○ 同乗者に危険を及ぼす場所 

● エアバッグの動作を妨げる場所には、本機の取り付けと配線をしない 
交通事故の際にエアバッグが正常に動作せず、けがの原因となることがあります。 

● 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源をとらない 
電源コードの電流容量をオーバーし、⽕災や感電の原因となることがあります。 

● 故障や異常のまま使⽤しない 
制御不能や発⽕、交通事故の原因となることがあります。 

● 分解や改造をしない 
事故、⽕災、感電、故障の原因となることがあります。 

● 次の場所にアース配線を接続しない 
制御不能や発⽕、交通事故の原因となることがあります。 
※ステアリング、シートレール、ブレーキ系統、燃料タンクなどのボルトやナット 
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● 作業前に、輪⽌めを確実に設置する 
⾞両が動き出し、交通事故やけがの原因となることがあります。 

● 作業前に、バッテリーの⊖端⼦を外す 
ショートによる感電やけがの原因となることがあります。 

● 作業前・作業中は、周囲を整頓する 
作業中のけがの原因となることがあります。 

● ⾞体に⽳を空けて取り付ける場合は、パイプ類、燃料タンク、電気配線
などの位置を確認し、⼲渉や接触を避ける 
周囲の部品が破損し、⽕災や感電の原因となることがあります。 

● ⽳を空けた箇所にはサビ⽌めや浸⽔防⽌を施す 
周囲の部品が破損し、⽕災や感電の原因となることがあります。 

● コード類は、運転操作の妨げとならないように引き回し、テープなどで
まとめておく 
ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに絡むと事故の原因となることがあ
ります。 

 
 

注意 

 

● 振動の多い所など、確実に固定できないところには取り付けない 
本機が外れて、事故やけがの原因となることがあります。 

● 直射⽇光やヒーターの熱⾵などが直接あたるところには取付けない 
本機の内部温度が上昇し、⽕災や故障の原因となることがあります。 

 

● 取り付けや取り付け位置の変更は、専⾨技術者に依頼する 
事故や⽕災の原因となることがあります。お買い求めの販売店に依頼してください。 

● エアバッグ装着⾞に取り付ける場合は、⾞両メーカーに作業場の注意事
項を確認してから作業を⾏う 
エアバッグが誤動作する原因となることがあります。 

● 必ず付属品や指定の部品を使⽤する 
指定以外の部品を使⽤すると、機器内部の部品を傷めたり、しっかりと固定できずに外
れたりして、事故や故障の原因となることがあります。 

● コード類の結線終了後は、コード類をクランプや絶縁テープで固定する 
コード類が擦り切れてショートし、事故や⽕災の原因となることがあります。 

● コード類は、⾞体やネジ部分、シートレールなどの可動部に挟み込まな
いように引き回す 
断線やショートにより、事故や感電、⽕災の原因となることがあります。 
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 取付・接続編 

同梱品を確認する 
取り付け作業を始める前に、同梱品を確認してください。 

同梱品⼀覧 

品名 数量 外観 

本体梱包箱・カメラ梱包箱 各1 

 

フロント・レフト／ライトカメラ接続⽤ 
延⻑ケーブル（9   m） 

3 

 

リアカメラ接続⽤延⻑ケーブル（18   m） 1 

 

 
本体梱包箱およびカメラ梱包箱の内容は、次の通りです。 

本体梱包箱 

品名 数量 外観 

本体（ECU）  1 

 

メインケーブル 1 

 

映像出⼒⽤ケーブル 
（ケーブル⻑︓1.5   m） 

2 
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リモートコントローラー 
（ケーブル⻑︓2   m）  

1 
  

トリガー線延⻑ケーブル 2 
  

 

カメラ梱包箱 

品名 数量 外観 

185°   広⾓カメラ  4 

 

カメラカバー 4 

 

3×18   ⽫ドリルねじ 8 

 

3×10   ボルト＆ナット 4組 

 

ねじ⽳埋め⽤シート 1 
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各カメラおよび本体の取り付け 

取り付け 
1. 各カメラの取り付け位置を決める 

適切な取り付け位置、⾼さ、⾓度は⾞種によって異なります。取り付け後に、適切
な映像が表⽰されているか確認してください。 

注意 

 

● ⾛⾏中に脱落しないよう、確実に取り付ける 
他⾞に危険を及ぼし、交通事故の原因となることがあります。 

● ⾞体の前後や左右から突出しない位置に取り付ける 
⾛⾏中に他⾞に接触し、交通事故の減員となることがあります。 

● カメラの視野内に、サイドミラーやミラーアームなどが⼊ら
ない位置に取り付ける 
映像に死⾓が増え、交通事故の原因となることがあります。 

● ストップランプやウインカーなど、強い光源の近くは避ける 
強い光で映像が不鮮明となり、交通事故の原因となることがあります。 

フロントカメラ 

フロントグリル部、⾞体の左右センター位置に取り付けます。 

リアカメラ 
リアエンドパネル部、⾞体の左右センター位置に取り付けます。 

左右センター位置への取り付けが出来ない場合は、センターから   ±20cm   以内の位置
に取り付けてください。 

レフト／ライトカメラ 
両サイドミラーの下側、またはボディ両側に取り付けます。 

左右同じ位置・⾼さに取り付けてください。 

 

※ 各カメラはボディーが映るように（画⾯の約   10%   ほど）取り付けてくださ
い。 
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※ フロントおよびリアカメラは、可能な限り⾞体の左右センター位置になるよ
う取り付けてください。取り付け位置が左右センター位置から離れるほど、
公差補正作業が困難になります。 

※ 各カメラの⾼さを合わせると、俯瞰ビューでの歪みが軽減されます。 

カメラ取付推奨位置 

※取付位置は、実際の⾞両により異なります。 
 

 
2. 付属の   3   ×   18   ⽫ドリルねじで、⾞両にカメラとカバーを取り付けます。 

3. 本体を取り付ける 
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警告 

 

● 本体が脱落しないよう、確実に取り付ける 
事故やけがの原因となることがあります。 

● 視界の妨げとならない位置に取り付ける 
事故やけがの原因となることがあります。 

● エアバッグの作動や運転操作の妨げとならない位置に取り付け
る 
事故やけがの原因となることがあります。 

 
 
本体は⾞内に取り付けます。 

横幅   200   mm   ×   ⾼さ   50   mm   ×   奥⾏   200   mm   以上の平らな⾯を確保してください。 

メインハーネスおよび「公差補正キット」が接続できるよう、本体前⾯に   50   mm   以
上の空間を確保してください。 

 

付属の   3   ×   10   ボルト＆ナットで本体を取り付けます。 
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接続 

警告 

 

● 各機器は正しく接続する 
誤った接続は、⽕災や事故の原因となることがあります。 

● ⾞内に配線を通すときは、乗降時に配線を引っかけたり、ドアなどに挟
まれたりしないように注意する 
断線による故障や⽕災、事故の原因となることがあります。 

● 作業終了後、ブレーキ、ハザード、ウィンカーなど、本機の接続に関連
する各電装品が正常に動作することを確認する 
正常に動作しない場合、故障や⽕災、事故の原因となることがあります。 

 

本体にメインケーブルを差し込み、各ケーブルを接続してください。 

取り付け・配線を終えたら、各電装品の動作確認を⾏ってください。 

動作確認後、次項の『 公差補正編 』に従って公差補正を⾏ってください。 
 
 
 
 
 
 

別売モニター 
CM-700H 

 

別売録画機 
DR-120R 
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 公差補正編 
公差補正とは 

360°   OMNI   VUE   を取り付けた⾞両の前後にトライアングルパターンシートを設置し、4   つ
のカメラそれぞれで撮影した映像に発⽣する歪みを、実際の映像に近い状態に補正する作業
です。 

公差補正を実施するには、「公差補正キット」が必要です。 

準備 

公差補正キットの内容物 

トライアングルパターン
シート（2   枚） 

公差補正ボックス コネクティングケーブル SD   メモリーカード ※ 

※ SD   メモリーカードには、公差補正に必要なソフトウェアやデータを収録しているの

で、削除しないでください。 

公差補正を実施する環境 

● 照明など、明るさの変化が少ない⼯場やピット内であること（照明による光の反射
を最⼩限にするために無光をお勧めします。） 

● 舗装された⾞場等の平坦な場所であること 

● 360°   OMNI   VUE   のカメラに余計なものが映らない、整理された場所であること 

● ⾞両の前後左右それぞれに   2m   以上のスペースを確保すること 
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トライアングルパターンシートの設置 
1. ⾞両の前後にトライアングルパターン

シートを置く 

● トライアングルパターンシートの
向きを間違えないこと（三⾓形の
向きに注意） 

● トライアングルパターンシート中
央の＊印が、⾞両の中⼼線上にあ
ること 

● ⾞両の前後左右の余⽩が次の条件
を満たしていること 

○ G1︓30〜50cm 

○ G3︓30〜50cm 

○ G2=G4︓25〜50cm 

● ⾞両の操舵⾓が進⾏⽅向を向いて
いること 

 

2. 公差補正ボックスをコネクティングケーブルを使って本体と接続する 

 

接続後、SD   メモリーカードを公差補正ボックスに挿⼊します。 
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カメラ画像の表⽰状態確認 
前後左右のカメラそれぞれが、次件条を満たしている必要があります。カメラの表⽰映像を
切り替えて、要件が満たされていることを確認します。 

カメラの切り換え⽅ 

リモートコントローラーの スイッチを押します。 

押すごとに、モニターに映す映像のカメラを、前、後、左、右の順に切り換わ
ります。 

フロント／リアカメラの表⽰要件 
● ⾞両のバンパー部分（⻩⾊部）が、

画像の約   10%   ほど映っていること 

● チェックパターンの中⼼を基準に、
左右の三⾓形が均等に表⽰できてい
ること 

● 左右の三⾓形を結ぶ線とバンパー
（⻩⾊部）が平⾏であること 

 フロント／リアカメラの映像 

レフト／ライトカメラの表⽰要件 
● ⾞両の右／左サイド部分（⻩⾊部）

が約   10%   ほど表⽰していること 

● 左右それぞれの前後の三⾓形が⾞両
と平⾏に表⽰できていること 

● 左右それぞれの前後の三⾓形を結ぶ
線と右／左サイド部分（⻩⾊部）が
平⾏であること 

 レフト／ライトカメラの映像 
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フロント、リア、レフト、ライトそれぞれのカメラ映像が、各場所での表⽰要件が満たされ
ていることを確認したら、各カメラの映像を   SD   メモリーカードに保存します（後の公差補
正に使⽤します）。 

カメラ映像の保存⽅法 

リモートコントローラーの スイッチを   2   秒以上押す 

各カメラの映像が、SD   メモリーカード内の［Image］フォルダに保存されま
す。 

 

● 保存される画像は   BMP   形式で、front、rear、right、reft   という名前の   4   ファ
イルです。 

● データの保存には、約   3   〜   5   分掛かります。 

 

カメラ映像を保存したら、トライアングルパターンシートを⽚づけます（汚さないようにご
注意ください）。 

続いて、OmniVUE2D   補正⽤ソフトウェアをパソコンにインストールした後に、公差補正を
実施します。 
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OmniVUE2D   補正⽤ソフトウェアによる公差補正 
OmniVUE2D   は、360°   OMNI   VUE   専⽤の補正⽤ソフトウェアです。 

以下の条件を満たすコンピューターにインストールして使⽤してください。 

推奨動作環境 

CPU︓Intel   Core2Duo   2.4   GHz   以上 

メモリー︓4GB   以上 

OS︓Windows   XP/7/8 

ハードディスク容量︓20MB   以上 

ディスプレイ解像度︓1600×1024   以上 

インストールと起動 

1. キット内の   SD   メモリーカードに保存されている   Setup.msi   をダブルクリックする
と   OmniVUE2D   Calibration   2   Setup   ウィザードが起動します。 

表⽰される画⾯の指⽰に従ってインストールを完了します。 

インストールが完了すると、デスクトップに   360   OmniVUE   Calibration   2   のショート
カットアイコンが作成されます。 

2. 360   OmniVUE   Calibration   2   をダブルクリックすると   OmniVUE   2D   Calibration   Tool 

が起動します。 
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各部の名称 

 

タイトルバー︓① 

ソフトウェアバージョンを表⽰します。 

ボタン︓② 

［Config   Load］︓SD   メモリーカード内のコンフィグファイルを読み込みます。 

［Image   Load］︓SD   メモリーカード内に保存した前後左右のカメラ画像を読み込みます。 

［Apply   AVM］︓調整した前後左右のカメラ画像をつなげたプレビュー画⾯を表⽰します。 

［Save   LUT］︓公差補正を終えたデータを保存します。 

［Exit］︓OmniVUE   2D   Calibration   2   を終了します。 

カメラ映像 
A. フロントカメラ映像を表⽰ 

B. リアカメラ映像を表⽰ 

C. レフトカメラ映像を表⽰ 

D. ライトカメラ映像を表⽰ 
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公差補正⼿順 

各種ファイルの読み込み 

1. ［Config   Load］ボタンをクリックして   SD   メモリーカード内の［Config］フォルダ
内にある   sbQConfig.bin   を選択し、［Load］ボタンをクリックします。 

2. ［Image   Load］ボタンをクリックして   SD   メモリーカードを選択して［Load］ボタ
ンをクリックします。このとき、各ドロップダウンメニューは次のように設定して
ください。 

● Marker   Type︓EQUILATERAL_TRIANGLE 

● Calibration︓FULL_TOPVIEW 

 

前後左右のカメラ画像が読み込まれます。 

 

公差補正ポイントの位置補正 

読み込まれた   4   枚の画像それぞれには、1   〜   6   の四⾓い数字が配置されています。これらの
各数字には公差補正ポイントとよぶ⻩⾊い⼗字のマーカーがあり、画像の読み込みと同時
に、画像に映るトライアングルパターンシートの三⾓形の各頂点へ⾃動で配置されます。 

18 



位置補正が必要な公差補正ポイント 

各画像のすべてのマーカーが三⾓形の各頂点にきちんと配置されている状態が正しいのです
が、画像によってはトライアングルパターンシートの三⾓形からずれた位置にマーカーが配
置されてしまうことがあります。 

マーカーがずれている マーカーの位置が正しい 

 
 

「RIGHT」のマーカーは正しい位置にあるが、「Left」のすべてのマーカーは、左右どちら
の三⾓形からもずれてしまっている。 

このような場合は、次の案内に従って、ずれているマーカーを正しい位置に補正します（ブ

ルーのガイドラインが、三⾓形を形成する太線の外側に合うように各マーカーを位置補正し
ます）。 

各マーカーは、下図のようにそれぞれの三⾓形を時計回りに付与されるように配置してくだ
さい。 

 

フロント／リアカメラの画像 レフト／ライトカメラの映像 
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位置補正のしかた 

位置を補正したい数字のマーカーをクリックして、位置補正し
たいマーカーを選ぶ（⾚いマーカーが拡⼤表⽰されます）。 

マーカーが⼤きくずれているときは、マウスをドラッグして
マーカーを⽬的の頂点近くに移動します。 

マーカーを微調整したいときは、キーボードの上下左右キーを
押してマーカーの中⼼が頂点と重なるように微調整します。 

ヒント 
各カメラ画像をダブルクリックすると、その画⾯だけを拡⼤表⽰します。マーカーの位置を
微調整する際に便利です。 
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公差補正プレビューウィンドウでの操作 

公差補正プレビューウィンドウを表⽰する 

各カメラ画像での公差補正ポイントの
位置補正が終わったら［Apply   AVM］
ボタンをクリックして、公差補正プレ
ビューウィンドウ（以降、プレビュー
画⾯）を表⽰します。 

 

 

 

「calibration   error」が表⽰されたときは 

表⽰されたメッセージで問題のあるカメラ画像を確認
し、プレビュー画⾯を閉じてから、該当するカメラ画
像の公差補正ポイントを再調整してください。その
後、再び［Apply   AVM］ボタンをクリックして、プレ
ビュー画⾯を表⽰します。 

 

※ 再調整してもメッセージが消えない場合は、シルバーアイカスタマーサポートセン
ター（裏表紙に記載）へお問合せください。 
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各部の役割 

 

プレビュー画⾯左側の編集パネル 

右側に表⽰している画像を調整します。詳しくは以降の説明をご参照ください。 

画像周辺のボタン 
次の各ボタンは、画像の最適化をする際に使⽤します。詳しくは以降の説明をご参照くださ
い。 

 
【移動ボタン】画像の前後左右にあるボタンをクリックすると
⽮印の⽅向に画像が移動します。 

 
【回転ボタン】画像左下の各ボタンをクリックすると、⽮印⽅
向に画像が回転します。 

    
【拡⼤／縮⼩ボタン】画像右下の各⽮印ボタンをクリックする
と、画像が拡⼤または縮⼩します。 
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ブラインド部分の調整 

ここでは、カメラに映らないブラインド部分を調整します。 

下図の画像の⾚い部分   2   か所は、カメラに映らない部分です。⾚い部分が⾒えなくなるよう
に で調整してください。 

 
調整前 

 
調整後 

各ビューモードの最適化 

各ビューモードの表⽰画像の最適化を実施し
ます。 

 
例︓リアカメラの表⽰ 

ビューモードの切り換え⽅ 

編集パネルの［Select   a   view］リストから各モードを選ぶと、右
側の画像が切り替わります。［Select   a   view］リストに表⽰され
る   8   つモードすべてを、次の各カメラの条件に従って調整しま
す。 
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フロント／リアカメラ 
モード︓VIEW_FRONT、VIEW_FRONT_FULL、VIEW_REAR、VIEW_REAR_FULL 

● 左右の三⾓形がなるべく⼤きく映るように で調整します。 

● 遠くの⽬標物が⽔平に⾒えるよう、画像の上側に映る⽬標物を基準に⽔平具合を 

で調整します。 

● ⾞両のボディが画⾯の下側に約   10%   くらい映るように で調整します。 

調整前 調整後 

レフト／ライトカメラ 

モード︓VIEW_LEFT、VIEW_LEFT_FRONT、VIEW_RIGHT、VIEW_RIGHT_FRONT 

● 前後の三⾓形が画像内に収まり、なるべく⼤きく映るように で調整し
ます。 

● 遠くの⽬標物が⾞両の側⾯と平⾏に⾒えるよう、画像の外側に映る⽬標物を基準に
垂直具合を で調整します。 

● ⾞両のボディ側⾯が画⾯の左または右側に約   10%   くらい映るように で調整
します。 

  

調整前 調整後 
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パーキングガイドの挿⼊ 
リアカメラの表⽰映像にパーキングガイドを挿⼊します。 

1. 編集パネルの［Select   a   view］リストから［VIEW_REAR］および 

［VIEW_REAR_FULL］を選ぶ 

2. ［Parking   Line   Assistance］をクリックして、SD   メモリーカード内の［Park   Guide 

xxx.bmp］を選ぶ 

● パーキングガイドが読み込まれます。 

● パーキングガイドは、お好みの⻑さを選択してください。 

 

3. ⾞両の全⻑（mm）を［Overall   length］に⼊⼒して、キーボードの   Enter   キーを押す 

⾞両の全⻑に合わせて、パーキングガイドラインの間隔が最適化されます。 
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俯瞰ビューイメージの調整 

ここでは、俯瞰映像の⾞両表⽰サイズを調
整します。 

例︓俯瞰表⽰ 
 

1．トライアングルマーカーのサイズ⼊⼒ 

トライアングルパターンシートのトライアングルマー
カーのサイズを、編集パネルの［Surround   View 

Property］に⼊⼒します（mm）。 

● 乗⽤⾞⽤︓1000   mm 

● ⼤型⾞⽤︓1500   mm 

 
 

2．⾞両の⼨法の⼊⼒ 
1. 編集パネルの［Select   a   View］リストで［sbQ］を選ぶ 

2. ［Mask   Type］リストから、［Blending   Auto］を選ぶ 

3. ［Overall   width］に⾞両の全幅を、［Overall   length］に⾞
両の全⻑を   mm   で⼊⼒して、キーボードの   Enter   キーを押
す 
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3．⾞両画像の挿⼊ 

俯瞰ビューイメージ中央の⿊い部分に⾞両の画像を挿⼊します。 

ご注意 

● 挿⼊する⾞両の画像は別途、ご⽤意いただく必要があります。読み込める画像は 

RGB   24bit   BMP   形式で、ファイルサイズは   500KB   以内です。 

● 作成した画像は、SD   メモリーカードに保存します。 

1. 編集パネルの［Select   a   View］リストで［sbQ］を選ぶ 

2. ［Load   Car   Image］をクリックして、SD   メモリーカード内の
⾞両画像を選ぶ 

選んだ画像が読み込まれます。 

ヒント 

● ［Mask   Type］リストで［Predefined］が選ばれている
と、⾞両画像を読み込めません。他の項⽬に変更して
ください。 

3. 中央の⿊い部分に合わせて、⾞両画像サイズを調整する 

4. ⾞両画像の位置とサイズが決まったら［Apply］をクリックする 

公差補正データの更新 
1. ［Save   LUT］ボタンをクリックして、公差補正データを保存する 

保存先として、SD   メモリーカードを選びます。SD   メモリーカード内には、3   つの
フォルダ（［Lut］、［Param］、［OSD］）が⾃動で⽣成され、それぞれのフォル
ダには更新に必要なファイルが格納されています。 

2. 公差補正ボックスを、コネクティングケーブルを使って本体と接続する 
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接続後、公差補正データを保存した   SD   メモリーカードを公差補正ボックスに挿⼊
します。 

3. リモートコントローラーの を押す 

公差補正データの更新がはじまります（更新には   3、4   分掛かりま
す）。 

データの更新は次の   4   項⽬を実施します。 

● SVM   View   Data 

● Cam   View   Data 

● OSD   Data 

● Logo   Data 

各項⽬*のステータスが   “Success”   となったら、更新が完了です。 

*︓「OSD   Data」や「Logo   Data」など、更新を必要としないときは   ”Failed”   と表⽰
します。 

ご注意 

● 更新中は、360°   OMNI   VUE   の電源をオフにしないでください。 
 

更新が終わったら、公差補正ボックスやコネクティングケーブル等のツール類を本
体より取り外してください。 
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保証書 
保証期間   ︓お買い上げ⽇より   1   年間 

品名   ︓360°   OMNI   VUE 

製造番号   ︓ 

 

ご購⼊⽇   ︓     年    ⽉    ⽇ 

ご⽒名   ︓ 

ご住所   ︓〒 

電話番号   ︓ 

 

販売店名 

住所 

電話 

ファックス 

 

この保証書は   360°   OMNI   VUE   セットアップガイドの記載内容に基づく正常な取付・接続お
よび使⽤において製造上の理由による故障や不具合が発⽣した場合に、お買い上げ⽇以降   1  

年以内で本製品の無償修理をお約束するものです。ご購⼊の際、販売店名、製造番号を直ち
にご記⼊のうえ、⼤切に保管してください。但し、お客様の使⽤上の不注意、改造、不当な
修理、天災地変による故障や損傷、⽇本国外でのご使⽤、あるいは本書の提⽰が無い場合は
保証期間内であっても有償修理となります。 

お客様にご記⼊いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点
検活動のために記載内容を利⽤させていただく場合がございます。ご了承ください。 
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〜   safety   product   〜 

株式会社   シルバーアイ 
シルバーアイカスタマーサポートセンター 
〒222-0033 
神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-2 
KDX   新横浜214   ビル5F 
TEL:045-548-8952 FAX:045-548-8953 
受付︓ 10:00   〜   12:00 13:00   〜   17:00 

（⼟・⽇・祭⽇・当社休⽇を除く） 
http://www.silver-i.co.jp/ 

Ver.   1.0 
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