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SKK’s Digital Supervision (DSV) level meter incorporating state-of-the-art technology, 
has received rapid acceptance by service stations throughout Japan, making it the industry leader.
 SKK’s DSV is dedicated to service station support, and embodies multifunctional mechanisms 

that deliver quick and timely information to provide unparalleled fuel level management. 
This is a truly new generation of level meter.

業界実績No.1



LEVEL METERLEVEL METER
日・米・英・独・仏他国際特許  本質安全防爆構造

小型・薄型、コンパクトな
先進デザイン

液面異常警報
タンク上部に直読モニターを
標準装備

他社の追随を許さないSKK独自のハ
イテク技術により、コンパクト設計の中
に多彩な機能が盛り込まれています。

←厚みは、わずか７０mm

閉店後の盗難・漏えい・入水等により、タンク在庫
量が変化したとき、警報が作動してその情報が、プ
リントされます。

タンク上部液面計の直読モニターは、デジタル液
面計の精度監視モニターの役目を果たし、消防的
見地および業務上、不可欠なタンク在庫量の照合
チェックができます。また万一の停電でも直読モニ
ターで在庫確認が行えます。

同液種タンクの
トータル量表示
液種毎のトータル在庫量が
簡単に把握できます。
同じ液種の複数タンクのト
ータル在庫量を表示および
プリントします。

プリンター部（日時・液種・在庫量他）

液面異常時の表示ランプ点滅・警報
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仕　様
型　　式
計測タンク数
計測方法
精　　度
計測液種
直読モニター
タンク上部液面計取付口径

表　　示

満・減警報
液面異常・荷卸確認警報
プリンター
POS通信機能
防爆構造
電　　源
消費電力

設置場所

使用温度範囲

寸　　法

DSV-HC（デジタル指示電源部）／DSV-S（タンク上部液面計）
最大8タンク
電圧方式
±1％以内（全容量比）
ガソリン・軽油・灯油・A重油・廃油・他液種
タンク上部液面計に内蔵
３２A～１００A
量表示部　7セグメントLED　5桁
バーグラフ 全タンク同時表示（１０％単位）
ブザー・バーグラフ点滅・無電圧接点　警報レベル任意設定可
ブザー・ランプ点滅・警報印刷
感熱方式
SS－LAN対応
本質安全防爆構造  ia2G4
AC１００V±１０％　５０／６０Hz
25VA以下（オプション機器を除く）
デジタル指示電源部　屋内非危険場所
タンク上部液面計　　危険場所（タンク上部）
デジタル指示電源部　０～＋４０℃（結露しないこと）
タンク上部液面計　　－20～＋４０℃（凍結しないこと）
デジタル指示電源部　３２３（H）×２３０（W）×７０（D）
タンク上部液面計　　１１４（H）×１８０（W）×１６２（D）

PAT.

SKKのデジタル・スーパービジョンから始まったSS在庫管理システムの
新しい発想とそのシステムは、またたく間に日本全国のSSに受け入れられ、
おかげさまで、業界ナンバーワンの実績を誇っております。
機能はあくまで高品位に、情報はタイムリーにすばやくキャッチ。
的確なSSコミュニケーションを支援するシステムと多機能メカニズムを搭載した
DSVデジタル・スーパービジョンは、人にやさしく機能する新しいコンセプトを
もった新次元の液面計です。

Number One and Only One, DSV.
SKK’s Digital Supervision (DSV) level meter incorporating 
state-of-the-art technology, has received rapid acceptance by service stations 
throughout Japan, making it the industry leader.
SKK’s DSV is dedicated to service station support, and embodies multifunctional 
mechanisms that deliver quick and timely information to provide unparalleled fuel 
level management. This is a truly new generation of level meter.

様々な情報を引き出す
プリンター機能
知りたい情報を必要な時、いつでも引き出せます。
例えば、元売名・給油所名・年月日・液種名・在庫量
を、また定時自動プリント機能で、毎日の決まった
時刻の在庫量が確認できます。さらに、各種の警報
が作動した場合、その情報を素早くプリントします。

表示部は高輝度LED採用
表示部には明るく見やすい高輝度LEDを採用。ま
た、タンク在庫量はバーグラフ表示を採用しており、
それぞれの在庫量が一目で確認できます。

ブザーと点滅で知らせる
満・減警報
液面レベルが満または減警報ラインに達した時、
自動的にブザーとバーグラフの点滅でお知らせし
ます。オーバーフロー事故防止、またローリー車の
配送手配が計画的に行えます。

POS通信機能を標準装備
POS通信機能を標準装備しています。POSへタン
ク在庫量を送ることにより、在庫管理・配送管理が、
より合理化されます。

DSVはカンタン操作
各タンク在庫量の表示やプリント等の操作はスイ
ッチひとつ押すだけの簡単操作です。

誤った荷卸しにも確認警報作動
タンクローリー車から荷卸しをする際、指定したタ
ンク以外のタンクに荷卸しすると、警報ブザーとラ
ンプの点滅・プリントでお知らせします。



TECHNOLOGY & GENTLY
テクノロジーをともないながら、人にやさしく機能する。

1.屋外デジタル指示計 DM型
高輝度表示で、屋外でもたいへん見やすくなっています。
荷卸確認警報・満警報機能付。

3.オイルリークモニター（二重殻地下貯蔵タンク漏えい検知システム）
デジタル・スーパービジョンが２４時間、二重殻地下貯蔵タンクの漏えいを
監視します。

2.セイフティーリミッターシステム（オーバーフロー防止補助装置）
荷卸し時の、万一のオーバーフロー事故を未然に防止します。

4.DSV-DATA管理システム クラウドレベビジョン
インターネット回線などを使用して配送元へタンク在庫量データを
リアルタイムに送ることができ、各施設のタンク在庫を一括管理できます。

5.スーパートランスフューザー（既設地下貯蔵タンク油移送システム）
在庫量の多いタンクから少ないタンクへ油を自動移送し、タンク在庫を
有効に活用できます。

6.ハイパーDCD単独荷卸し支援システム（夜間荷卸支援機能）
給油所におけるドライバー単独荷卸しを支援する給油所側の設備です。
単独荷卸しに必要な地下貯蔵タンクの在庫量・液種等の各データをデジタ
ル液面計からDCD通信ユニットを介してローリー車コンピュータへ伝送し、
より安全・確実に荷卸しを行うシステムです。

7.油中ポンプ用下限信号出力ユニット
油面の下限レベルを監視し、油中ポンプの空転を防止します。

１１.4－２０mA出力ユニット
一般設備の計装盤等へ液量を電流値に変換して出力します。

9.水検知機能システム
地下貯蔵タンク内に溜まる水を監視し、水のレベルが一定量を超えると
ブザー・ランプとプリントでお知らせします。

8.警報自動通報装置
液面計の各異常警報を最大6ヶ所まで自動的に通報します。

１０.屋外ブザーBOX
荷卸し時、満警報をブザーでお知らせします。

デジタル・スーパービジョンは、地下貯蔵タンクの在庫管理機能だけでなく、オプション周辺機器類を接続することにより、機能が
大幅に拡張でき、給油所の運営がよりいっそう合理化・省力化されるとともに、セルフ化や夜間配送等の支援機能をも備えています。
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1. 屋外デジタル指示計
　 DM型

2. セイフティーリミッター
　 システム

3. オイルリークモニター

5. スーパートランスフューザー

4. DSV-DATA管理システム
　 クラウドレベビジョン

6. ハイパーDCD
　 単独荷卸し支援
　 システム

7. 油中ポンプ用
　 下限信号出力
 　ユニット

8. 警報自動通報装置

9. 水検知機能システム

１０. 屋外ブザーBOX１１. 4－２０mA
　  出力ユニット



デジタル指示電源部

セイフティーリミッタ－付き
屋外デジタル指示計 屋内

エア配管

遠方注油口

特殊自動弁

エアー供給圧
０.４～０.７KMpa

コンプレッサー

屋外デジタル指示計
デジタル指示電源部

タンク上部液面計

地下貯蔵タンク

屋内

※別途専用カタログを用意しております。

屋外デジタル指示計

セイフティーリミッター付き屋外デジタル指示計
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荷卸し時の在庫量確認／夜間配送支援機能

1.屋外デジタル指示計 DM型
●表示部は昼間の屋外でも視認性が良い高輝度LEDを採用。

●2タンク同時荷卸しに対応。（2タンク同時表示）

●在庫量の表示はタンクセレクトスイッチを押すだけの簡単操作です。

●タンクセレクトスイッチで選択したタンク以外のタンクに誤って荷卸しす
　ると、ブザーとランプで荷卸確認警報を発します。同時に屋内のデジタル
　・スーパービジョンで、その情報をプリントします。

●タンク内の液量が満警報ラインに達すると、屋外デジタル指示計でブザー
　とランプ、および表示部の点滅で満警報発生をお知らせし、オーバーフロ
　ー事故を未然に防止します。

●満警報出力機能付SDM型も取り扱っております。

2.セイフティーリミッターシステム
●デジタル・スーパービジョンにセイフティーリミッター付き屋外デジタル
　指示計を接続して、注油口に設けた特殊自動弁を開閉するシステムです。

●特殊自動弁により荷卸し時の万一のオーバーフロー事故を防止します。

●タンクセレクトスイッチを押すと、該当タンクの特殊自動弁のみが開き、
　荷卸し可能とすることで、混油事故が防止できます。

●2タンク同時荷卸しに対応。（2タンク同時表示）

オーバーフロー事故・混油事故防止補助装置／夜間配送支援機能

型　　　　式
設  置  場  所
制  御  方  式
表示タンク数

警　　　　報

寸　　　　法
電　　　　源

仕　様
DSV－DM
遠方注油口付近の防火塀（非危険場所）
デジタル指示電源部と連動
最大8本
満警報　　　　  ブザー・ランプ
荷卸確認警報　  ブザー・ランプ
（デジタル指示電源部にてプリント）
３１０（H）×４１０（W）×１５０（D）
AC１００V　５０／６０Hz

型　　　　式
設  置  場  所
制  御  方  式
表示タンク数

警　　　　報

特殊自動弁
寸　　　　法
電　　　　源

仕　様
SL－DC
遠方注油口付近の防火塀（非危険場所）
デジタル指示電源部と連動
最大8本
満警報　　　　　　  ブザー・ランプ
オーバーフロー警報　ブザー・ランプ・バルブ閉
荷卸確認警報　　　  ブザー・ランプ
（デジタル指示電源部にてプリント）
圧力低下警報　　　　　ランプ
エア駆動方式
３８５（H）×４９５（W）×１６０（D）（屋外デジタル指示計）
AC１００V　５０／６０Hz

PAT.P



デジタル指示電源部

屋内

オイルリークセンサー

漏えい検知管

検知部

二重殻地下貯蔵タンク※別途専用カタログを用意しております。

※別途専用カタログを用意しております。

警報時のプリント例

パソコン画面

液面異常時の［リーク］表示とランプの点滅
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二重殻地下貯蔵タンク漏えい検知システム

3.オイルリークモニター
●デジタル・スーパービジョンが２４時間、二重殻地下貯蔵タンクの漏えいを
　常に監視します。

●異常を検知すると、ブザー※・ランプ・リーク表示で漏えい発生をお知らせ
　し、その情報をプリントします。（右写真）※ブザー音量は前方1mにて８０dB以上

●検知部は長年の実績を誇るフロートスイッチ方式を採用。正確性、耐久性
　は抜群です。

型　　　　式

検  知  方  法
漏えい警報
検  出  部  数
防  爆  構  造

仕　様
モニター部 DSV-OLM－HC（デジタル・スーパービジョン一体型）
検出部　　OLM－S
フロートスイッチ方式
ブザー・液面異常ランプ点滅・リーク表示・警報印刷
最大8基接続可
本質安全防爆構造

PAT.

4.DSV-DATA管理システム
　クラウドレベビジョン

タンク施設の在庫データをリアルタイムに集信して一括管理

PAT.

R

ＤＳＶ-ＤＡＴＡ管理システムにより、ローリー車による配送の
高効率化を支援します。

管理センター
配送コストの大幅な削減
●ＰＯＳシステムを利用した在庫管理とは大きく異なり、常に最新の在庫デ
　ータをリアルタイムに把握することができ、無駄のないローリー車の配車
　や積載量の決定など、燃料の持ち帰りやほかの施設への転送などが発生
　しない、理想的な配送計画を立てることができます。

事前の在庫確認が不要
●電話などによる配送前の在庫確認の手間を省くことができます。

システムはいたってシンプル
●管理センターには、パソコン・プリンターとインターネット接続または、回
　線接続装置を設置するだけです。 配送支援ソフト「クラウドレベビジョン」
　で簡単に在庫管理ができます。

各種通信サービスに対応
●管理センターとタンク施設間の通信手段として、当社が提供する通信サー
　ビス「ＤＳＶタンクデータクラウド」を使用することにより、月額通信費を
　安価に抑えることができます。 
　また、そのほかの通信サービス（ＩＳＤＮ回線／ＰＨＳ回線／一般電話回
　線）にも対応しています。

DSVタンクデータクラウド

PHS回線

一般電話回線

管理センター

当社サーバー

ISDN回線

タンク施設
在庫切れトラブルの防止
●手配忘れなどの人的ミスによる在庫切れの
　トラブルを未然に防ぐことができます。

POS通信にも対応
●すでにPOSと接続している液面計でも、
　通信ユニットを介してPOS通信できます。

設置は簡単・低コスト
●液面計に通信ユニットを接続するだけで、
　簡単・低コストでデータ管理システムに
　対応できます。

在庫量以外の各種情報集信にも対応できますので、
施設の総合的な情報管理が可能（オプション）



※別途専用カタログを用意しております。

デジタル指示電源部屋内

タンク上部液面計

地下貯蔵タンク

計量機 制御盤
下限信号
出力
ユニット

モーター駆動部

油中ポンプ

液面下限レベル

デジタル指示電源部

屋内

コントロールユニットパワーユニット

防火塀

油配管

遠方
注油口

特殊チューブ

吸油管

ポンプ
ユニット

タンク上部液面計

タンク上部液面計

配電盤

地下貯蔵タンク
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安全な荷卸しシステム／夜間荷卸支援機能

油中ポンプ用空転防止システム

7.油中ポンプ用下限信号出力ユニット
●各タンクの液面レベルを監視し、油中ポンプの空転レベルに液面が達する
　前に下限信号を油中ポンプ制御盤へ出力して、油中ポンプの空転を未然
　に防止する安全システムです。

●リレー接点出力ですので、あらゆる油中ポンプ制御盤に対応できます。

ユニット型式
出  力  点  数
制  御  方  式
出  力  方  式
接  点  容  量
下限信号レベル
ユニット電源
ユニット寸法

仕　様
DSV－SPL
最大8点
デジタル指示電源部と連動
リレー無電圧接点出力（a接点またはb接点を選択）
最大DC３０V ２A ／ AC１００V  ０.４A
ユニット内部で各タンク毎に設定
AC１００V   ５０／６０Hz
２００（W）×２５０（H）×８０（D）

PAT.

6. ハイパーDCD単独荷卸し支援システム
●給油所におけるドライバー単独荷卸しを支援する給油所側の設備です。
　単独荷卸しに必要な地下貯蔵タンクの在庫量・液種等の各データをデジ
　タル液面計からDCD通信ユニットを介してローリー車コンピュータへ伝
　送し、より安全・確実に荷卸しを行うシステムです。

●ローリー車側の配送効率を大幅にアップさせます。また給油所側の荷卸し
　立会いも不要でので、販売に専念できます。

●混油防止・オーバーフロー事故防止の補助等、安全な荷卸し作業が行え、
　必要に応じて屋内のプリンター（オプション）で荷卸し情報をプリントで
　きますので安心です。またセイフティーリミッターシステムを接続すると、
　さらに安全な荷卸しシステムとなります。　

型　　　式
電　　　源
使 用 温 度
設 置 場 所
寸　　　法
重　　　量
ケース材質

ハイパーDCD通信ユニット（無線受信部）仕様
NM-DCD-R
DC5V  10VA（電源はDCDボックスより供給）
－10～＋50℃
使用時：DCDボックス内、非危険場所、未使用時：ローリー車運転席内
240（W）×160（H）×90（D）
約2Kg
SPHC

型　　　式
電　　　源
使 用 温 度
設 置 場 所
寸　　　法
重　　　量
ケース材質

液面計用通信ユニット（無線送信部）仕様
NM-SS-T
AC100V±5％  10VA
－10～＋50℃
屋内非危険場所　壁取付
220（W）×290（H）×67（D）アンテナ高さ含まず
約2.5Kg
SPHC

型　　　式
電　　　源
使 用 温 度
設 置 場 所
寸　　　法
重　　　量
ケース材質

DCDボックス仕様
NM-DCD-B
AC100V±5％  30VA
－10～＋50℃
屋外非危険場所  注油口付近屋外防火塀に取付
400（W）×590（H）×150（D）屋根突出部含まず
約15Kg
SPHC

PAT.

タンク上部液面計

有線

アンテナ 注油口

車載コンピュータ・
DCD通信ユニット
接続ケーブル

車載コンピュータ

ハイパーDCD通信ユニット

ハイパーDCD通信ユニット
（移動時は車内に保管）

液面計用
通信ユニット

デジタル液面計指示電源部

通信ケーブル

プリンター
（オプション）

SS-LAN

無線 DCDボックス

HYPER 
DCD 
COMMUNICATION 
UNIT

屋内 屋外

既設地下貯蔵タンク用自動油移送システム／配送コストの大幅削減・セルフ支援機能

5.スーパートランスフューザー
●在庫量の多いタンクから少ないタンクへ自動的に油を移送し、同油種複数
　タンクの在庫量を均一化します。

●地下貯蔵タンクの在庫を有効に活用できるため、タンクローリー車の配送
　回数の減少・大型トレーラー配送など、配送コストが大幅にダウンします。

●特定計量機の油切れによる車の誘導、入れ替えが不要になります。

●土間ハツリ工事なしで設置できますので、営業に支障が出ません。

●システムの安全な運用のため、二重三重の安全機構を設けています。

構  成  機  器
（屋外設置）

制  御  方  式

移  送  方  式

防  爆  構  造

仕　様
コントロールユニット（非危険場所設置）
パワーユニット　　　（非危険場所設置）
ポンプユニット　　　（危険場所設置）
デジタル指示電源部と連動
2タンク一方向・相互移送
3タンク一方向移送他
ポンプユニット　耐圧防爆構造　　　　

PAT.



※別途専用カタログを用意しております。

DSV関連機器

自動通報に使用できる通信回線は2タイプ
●通信回線は、一般電話回線とNTTドコモのFOMA携帯電話の2タイプが
　使用できます。

自動通報できる警報は最大４警報
●液面計の漏えい警報等を最大４警報まで自動通報できます。

通報先は最大６ヶ所
●通報先は最大６ヶ所まで設定できます。さらに通報先毎に警報の種類（音
　声通報、タダ電通報、メール通報の３種類）を選択することができます。　
　※光回線およびFOMA携帯電話の回線を使用する場合、「メール通報」は
　できません。

バックアップ電池内蔵
●装置にはバックアップ電池が内蔵されています。
　施設内の停電時や無停電電源装置のバッテリー切れ等でも
　作動し、停電時には停電通報を行うこともできます。
　完全充電時で約2時間連続動作が可能です。

各回線別システム構成図

一般電話回線接続タイプ／DSV-ALM-A 携帯電話回線接続タイプ／DSV-ALM-M

メール送信
システム

メール通報

警報自動
通報装置

警報自動
通報装置

※FOMA携帯電話でも接続でき
　ない機種があります。機種選定
　をする際は、動作確認済みの機
　種一覧表がありますので、最寄
　りの当社支店・営業所にお問い
　合わせください。

液面計など

音声通報または
タダ電通報

音声通報または
タダ電通報

携帯電話網

各警報

各警報

一般電話
回線網

最大４警報
（無電圧接点）

最大４警報
（無電圧接点）

液面計など

デジタル
指示電源部

屋内

タンク上部液面計

地下貯蔵タンク

バリアユニット

水検知フロート

6

水混入事故の防止に威力を発揮

無人施設等の液面計の各異常警報を管理者に自動通報

9.水検知機能システム

8.警報自動通報装置

●タンク内に水が混入したとき、ブザー・ランプとプリントでお知らせします。

●検知部は長年の実績を誇るフロートスイッチ方式を採用。正確性・耐久性
　は抜群です。

構  成  機  器

水検知警報
接　続　数
防  爆  構  造

ブザーで満警報をお知らせします

１０.屋外ブザーBOX
●荷卸し時に液面が満警報ラインに達したとき、屋外に設置されたブザーと
　ランプでお知らせします。

１１.4－２０mA出力ユニット
●デジタル・スーパービジョンの液量データを4－２０mAの電流信号に変
　換して出力します。

●4－２０mA電流出力は液量に対してリニアな信号です。

仕　様

仕　様

型　　　　式
設  置  場  所

警　　　　報
型　　　　式
電流出力点数
分  解  能  力
負  荷  抵  抗
電　　　　源

仕　様

一般設備の計装盤等への液量データ伝送に最適

バリアユニット　（屋内非危険場所設置）
水検知部　　　　（タンク内危険場所）
タンク上部液面計一体型
ブザー・ランプ・プリント
最大8本
本質安全防爆構造　

DSV－B
遠方注油口付近の防火塀（非危険場所）
ブザー・ランプ　各タンク共通出力
ブザー停止スイッチ付

DSV－MA
最大8点
1／２５６（フルスケールに対して）
最大５００Ωまで
AC１００V　５０／６０Hz

PAT.



カタログNo.122　 27C011C

警告
1. 本製品による各種漏えい点検機能の点検結果は、
　 必ずしもタンクなどからの漏えいや入水などの有
　 無を保証するものではありません。漏えいの有無に
 　つきましては、地下貯蔵タンク内･外部の周辺環境
　 （スラッジ・鉄粉・錆などの固着など、地下水・粘土
 　質・小石などに覆われた地層など、本製品の不具合
　 など）や、外的要因（地震、気象条件など）、その他、
 　当社において知見し得なかった、本製品による漏え
　 い検知に影響をおよぼす一切の要因による影響に
 　よっては、正確な漏えい判定が困難または不可能な
　 場合がありますので、別途圧力検査などによる漏え
 　い検査を必ず実施してください。
　 なお、本製品の点検結果に起因もしくは関連する
　 直接損害、間接損害、特別損害、拡大損害、逸失利
 　益、その他一切の損害について、当社は責任を負い
　 かねますのであらかじめご了承ください。
2. 本製品による各種漏えい点検機能の点検結果によ
　 り、「異常なし」と判定された場合は、その時点におい
 　てタンクなどからの漏えいが確認できなかったこと
　 を示すものであり、次の検査までの間、タンクなどか
 　らの危険物の漏えいや入水などが生じないことを
　 保証するものではありません。これに起因もしくは
 　関連する直接損害、間接損害、特別損害、拡大損害、
　 逸失利益、その他一切の損害について、当社は責任
 　を負いかねますのであらかじめご了承ください。
3. 本製品の各種漏えい点検機能につきましては、漏え
　 い検知の支援機能となっています。本機能による漏
 　えい検査実施の有無やその結果にかかわらず、タン
　 クなどからの万一の漏えいや入水などの発生を考
 　慮して、別途圧力検査などによる漏えい検査を必ず
　 実施してください。
4. 本製品の電圧・電流信号はタンクの在庫量指示専用
　 の信号となっており、また、各警報無電圧接点信号な
　 どは各種警報報知専用の信号となっています。
 　これらの信号を、システムの都合上、やむを得ずポ
　 ンプ・電磁弁・電動弁・エア弁・発電機システムなど
 　の制御等に使用する場合は、本製品の故障や誤作
　 動等により同信号が正常に発せられなかった場合
 　を考慮し、必ず、本製品とは別途、機器や装置による
　 上記制御機器等の強制停止や異常警報発報などの
 　補助制御信号を設けた二重の安全設計を行ってく
　 ださい。（ただし、当社がシステムの一部として使用
 　する場合を除く）万一の誤作動などにより、オーバー
　 フロー事故、在庫切れ事故、生産ラインや製造設備
 　の誤停止事故、発電機システムの強制停止による電
　 力の遮断事故、発電機エンジンの焼き付き事故など
 　の原因となります。
5. 本製品の保証期間は納入から１年間とし、保証期間
　 内に本製品に不具合（作動不良、漏えいや入水の発
 　生を検知し得なかった場合など）が生じた場合は、
　 当社は無償で本製品の修理または交換を行います。
 　但し、不具合の発生が当社の責めによらない場合は
　 この限りではありません。
　 なお、上記の製品保証以外については、当社の責任
 　の有無にかかわらず、いかなる場合においても下記 
　 （1）（2）（3）に起因もしくは関連する直接損害、間接
　 損害、特別損害、拡大損害、逸失利益、その他一切の
 　損害について、当社は責任を負いかねますのであら
　 かじめご了承ください。
　 （1） 本製品の使用や不具合
　 （2） 本製品と当社もしくは他社の製品(ソフトを含む)
　     などを接続、連携や併用等行った際の使用や不
        具合
　 （3） 上記の使用や不具合により漏えいや入水を検知
        し得なかった場合
　 ここでいう「製品(ソフトを含む)などを接続、連携や
　 併用等」とは、下記①②などのあらゆる接続、連携や
　 併用等を意味するものとします。
　 ① 本製品と当社の製品(ソフトを含む)やサービス
　     (役務等)などの接続、連携や併用等
　 ② 本製品と他社の製品(ソフトを含む)やサービス
　     (役務等)などの接続、連携や併用等
6. 各製品を安全にお使いいただくために、ご使用の
　 前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただいた上
 　で、大切に保管してください。


