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編集データを本体への取込方法

クイックスタートガイド
取扱説明書は、下記 URL より参照してください。
https://www.elmo.co.jp/products/

ご使用前に必ず本書の安全上のご注意をお読みください。
詳しい設定・説明は、取扱説明書をお読みください。

●編集ソフトウェアをパソコンにインストールする
1．｢SynCVASDesigner.msi ｣をパソコンへ インストールします。
「SynCVASDesigner.msi 」 をダブルクリックして起動し、
セットアップウィザードに従って、インストールしてください。

同梱品

AC アダプタ

本体

電源プラグ

六角レンチ

固定用両面テープ

ゴム足×2

クイックスタートガイド（保証書付）

AC アダプタの組立方法

端子の使用方法

AC アダプタの溝に押込みながら、矢印の方向へスライドしてください。

３．インストール完了後、｢SynCVASDesigner ｣を起動すると
編集画面が表示されます。

※編集・設定方法については
取扱説明書を参照してください。

* 「SynCVASDesigner.msi」は、付属しておりません。
販売店・弊社営業からご提供させて頂きます。

※固定されると「カチッ」と音がします。
電源プラグを外す場合は、ロックボタンを押しながら、矢印と逆方向へ
スライドさせ、引き上げてください。

●パソコンから本体 （TPC07） へ 編集データを移動する
1．編集画面の上部より、”データ出力”を選択することで
本体で利用可能なデータが作成されます。
出力先を「USB メモリ」に指定して、編集データを
USB メモリへコピーしてください。
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２．編集データを保存した USB メモリを
本体の USB ポートに挿入します。

端子名称

LAN（PoE 対応）
DC IN
USB ポート
SD カード

キ リ ト リ

品質保証書

設置方法
A 設置台に固定しない場合
付属のゴム足を、スタンドに貼り付けてください。

C 設置台に固定する場合
様

お名前

①付属の六角レンチでネジを外し、スタンドを外します。

USB ポート
ご住所

②スタンド底面のネジ穴を使用して、設置台と固定してください。
（※固定用ネジは付属しておりません。）

品名・型名

３．自動で以下のメッセージが、本体に表示されるので
”ファイル取込”を選択します。

③スタンドと本体を、ネジで取り付けます。

EBISS-TPC07

機体番号
ご購入日

年

月

日

②
本保証書は弊社の品質管理のもとに製造され諸検査に合格して
出荷されたものであることを証明するものであります。

B 設置台に固定する場合 （両面テープ）
付属の両面テープをスタンドに貼り付けてください。
本機と設置台を固定することができます。

保証期間 ： 1 ヶ年

③
3 秒程で、編集データで作成した画面が表示されます。
作成画面が表示されるまで、USB メモリを抜かないで下さい。

株式会社 エルモ社
名古屋市南区塩屋町一丁目3 番地4

☎052-811-5135

販売店名及び住所

①

スタンド
■商標・ライセンスについて
は株式会社 エルモ社の登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

※保証内容につきましては
裏面をごらんください。

安全にお使いいただくために－必ずお守りください
この「安全上のご注意」は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を
示しています。
ご使用前によく読んで大切に保管してください。
次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または

警告 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う

注意 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。

図記号の意味
名称：注意
意味：注意（しなければならないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに
文章や絵で示します。
名称：禁止
意味：禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章
や絵で示します。
名称：風呂場・シャワー室での使用禁止
意味：本製品を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起
こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
名称：接触禁止
意味：接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的
な禁止内容が描かれています。
名称：分解禁止
意味：本製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図
の中に具体的な禁止内容が描かれています。
名称：強制
意味：強制（必ずすること）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で
示します。
名称：電源プラグ・AC アダプタをコンセントから抜け
意味：使用者に電源プラグをコンセントから抜くよう指示するもので、図の中に具
体的な指示内容が描かれています。

【保証規定】
1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満１年間無料修理を致しますので、
お買い上げ店か取扱説明書に記載されている弊社サービス機関にお申し出ください。
尚、お買い上げ店または弊社サービス機関にご持参いただくに際しての諸費用は、
お客様にご負担願います。また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法
によって一部ご負担いただく場合があります。
2. 次の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
(1)使用上の誤り（取扱説明書以外の誤操作等）により生じた故障
(2)弊社の指定する修理取扱い所以外で行われた修理、改造、分解掃除等による故障および損傷
(3)火災、塩害、ガス害、地震、風水害、公害、落雷、異状電圧およびその他の天災地変等による故
障および損傷
(4)お買い上げ後の輸送、移動、落下、保管上の不備等による故障および損傷
(5)本保証書の添付のない場合
(6)販売店名、ご購入年月日等の記載事項を訂正された場合
3. 本製品の故障に起因する付随的損害については補償致しかねます。
※ご注意
1. 本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の
権利を制限するものではありません。
2. 本保証書の表示について、ご不明な点は取扱説明書に記載されている弊社サービス機関にお問
い合わせください。
【保証書取扱い上のご注意】
1. 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及び購入年月日等が記入されているかどうかをご確認く
ださい。もし、記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げ店へお申し出ください。
2. 本保証書は紛失されましても再発行致しませんので、大切に保存してください。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
【アフターサービスについて】
1. 部品の保有期間等アフターサービスに関する事項については、取扱説明書に記載されておりま
すのでご覧ください。又は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

注意

警告

安全上のご注意

移動させる場合は、必ず電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。
外部の接続コードを外したことを確認の上、行ってください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
お手入れの際は、安全のため必ず電源プラグ・ACアダプタをコンセントから
抜いて行う。感電の原因となることがあります。

電源プラグ・ACアダプタを熱器具に近づけない。
コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

万一、機器を落としたり、キャビネットなどを破損したりした場合は、すぐに電源プラグ・ACア
ダプタをコンセントから抜く。
それから販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

この機器を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグ・ACア
ダプタをコンセントから抜く。
火災の原因となることがあります。
電源プラグ・ACアダプタを抜くときは、電源コードを引っ張らない。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
必ずプラグを持って抜いてください。
キャスター付きの台に機器を設置する場合には、キャスター止めをする。
動いたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

電源プラグ・ACアダプタのコードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼く
ださい。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります

湿気やほこりの多い場所に置かない。
火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと、発熱したり、ほこりが付着して、火災の原因となること
があります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。
電源プラグは根元まで差し込んでも、ゆるみがあるコンセントに接続しない。
発熱して、火災の原因となることがあります。
販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。
風通しの悪い狭い所に機器を押し込まない。
機器の設置は壁から１０ｃｍ以上の間隔を置く。
熱がこもり、火災の原因となることがあります。
屋外で使用しないでください。
感電・火災の原因となることがあります。

この機器に乗ったり、重いものを乗せない。
特に、小さなお子様のいる使用環境ではご注意ください。
倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど、
油煙や湯気・水滴が当たるような場所に置かない。
火災・感電の原因となることがあります。

万一、煙が出ている、変なにおいや音などがするとき、すぐに電源プラグ・ACアダプタをコン
セントから抜く。
異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙などが出なくなるのを確認して、
販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
万一、機器の内部に水などが入った場合は、
すぐに電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。
ただちに販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
万一、異物が機器の内部に入った場合は、すぐに電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜
く。
ただちに販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。（特にお
子様のいるご使用環境ではご注意ください。）

この機器のキャビネット、カバーは外さない。
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は、販売店
にご依頼ください。
この機器を改造しない。
火災・感電の原因となります。
ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
電源プラグ・ACアダプタは必ず付属品を使用する。
火災・感電の原因となります。
この機器に水や異物を入れたり、濡らしたりしない。
火災・感電の原因となります。
電源プラグ・ACアダプタを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張った
り、加熱したりしない。
コードが破損して、火災・感電の原因となります。
電源プラグ・ACアダプタの上に重いものを乗せたり、コードを本機の下敷にしない。
コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。（コードの上を敷物などで覆うことにより、そ
れに気付かず、重い物を乗せてしまうことがあります。）
風呂場・シャワー室では使用しない。
火災・感電の原因となります。
電源プラグの刃や取付面にほこりが付着している場合は、電源プラグを抜いてから、ほこりを
取り除く。
電源プラグの絶縁低下により、火災の原因となります。
雷が鳴り出したら本体、接続ケーブル、電源プラグ・ACアダプタなどには触れない。
感電の原因となります。
この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金
属物を置かない。
液体こぼれたり、異物が中に入った場合、火災・感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグ・ACアダプタを抜き差ししない。
感電の原因となることがあります。

免責事項について
■地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生
じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
■本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化、消失など）に関して、当社は一切の責
任を負いません。
■本書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
■当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関しては、当社は
一切の責任を負いません。
■お客様ご自身又は権限のない第三者が修理、改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
■本製品に関し、法律の定める範囲において、いかなる場合も当社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。

使用上のご注意
■本書の内容を遵守ください。本書に記載の注意・警告を守らないと事故の原因となります。
■本機の使用に際しては、必ず付属の AC アダプタをご使用ください。
■付属の AC アダプタは本機専用です。他の機種に使用しないでください。
■本機の使用方法に不明な点がある場合は、お求め頂きました販売店もしくは取扱説明書に記載の営業部にお問い合わせください。
■本機は日本国内専用機です。必ず AC100V 50/60Hz でお使いください。電源の異なる外国では使用できません。
■本機は屋内専用機です。屋外では使用できません。
■保管にあたっては直射日光のあたる所、暖房機器の近くに放置しないでください。変色、変形、故障の原因になることがあります。
■湿気やほこりの多い場所、潮風のあたる場所、振動の多いところには置かないでください。
■清掃にはシンナーやベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。塗装が剥げたり印刷が消えたりすることがあります。清掃には中性洗
剤を水で薄めたものを柔らかい布に浸し、きつく絞ってから軽く拭いて汚れを取ってください。
■本機のネットワーク機能は全てのネットワーク環境で正常動作を保証するものではありません。ご利用頂く際のネットワーク環境によっては正常
に動作しない場合があります。
保管・お手入れについて
■本機の清掃は、必ず電源を切り、乾いたやわらかい布で拭いてください。シンナーやベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。
■保管にあたっては直射日光のあたる所、暖房器具の近くに放置しないでください。変色、変形、故障の原因となることがあります。
■水気がついたら、水分をすぐに乾いた布でふき取ってください。特に塩分にはご注意ください。
■テレビ・冷蔵庫などの電気製品の上や近くに本機を置かないでください。
■砂や泥がつかないようご注意ください。修理不可能な故障となることがあります。
その他の注意について
■本製品の保証期間を超えて長時間お使いになられるとき、部品の寿命によって、性能、品質が劣化する場合があります。有償にて部品交換致し
ますので、お買い上げの販売店か、弊社ウェブサイト https://www.elmo.co.jp/ からお問い合わせください。
■著作権について
本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。著作権法上、弊社に無断では使用できません。
■本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
最新版は、表面記載のウェブサイトより取扱説明書をダウンロードしてご確認いただけます。
■本機を廃棄するときのお願い
廃棄するときには、内部メモリの初期化を行ない、全てのデータを削除してください。
＜データ消失に関する注意＞
誤操作や機器の故障などにより、メモリへの記録内容が破壊されたり、消えたりすることがあります。大切な記録内容はパソコンのハードディスク
などにバックアップを取って保存してください。
本製品は故障、弊社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じたデータの消失による損害および逸失利益などに関し、弊社では一切
その責任を負いかねますのでご了承ください。

