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クイックスタート

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:

クイックスタート 
1 カバーを上にスライドするよう

に押し上げて開きます。
2 microSD カードを挿入します。
3 電池を入れます。
4 スライド式の録画スイッチを前

へスライドさせると録画がスタ
ートします。後ろへスライドさせ
ると停止します。
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クイックスタート

HDMI

S/N:S/N:
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S/N:S/N:
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カメラの概要
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カメラの図解
A 電池残量表示
B メモリ使用状況表示
C GPS ステータス表示
D 録画状態表示
E 録画スイッチ
F 録画スイッチ ロック
G Bluetooth ボタンおよび

ステータス表示
H 回転レンズ
I マイク端子
J 電池スロット
K 電池ラッチ
L メモリカード初期化ボタン
M USB ポート
N 1-2 スイッチ
O Connect View スロット
P microSD カードスロット
Q HDMI ポート
R マイク
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カメラの概要
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防水ケースの図解
T ステータスボタン 
U TRail ロック
V TRail
W カバーラッチ
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設定

設定
Android または iOS デバイス (Google Play および iTunes App ストアで入手
可能) に Contour Connect モバイル アプリをダウンロードするか、Contour 
Storyteller を PC/Mac にダウンロードします。お使いのカメラの登録、最新 
GPS アシスト・ファイルの取得、カメラ上の時間の更新、カスタム設定の方法
など、設定に関する情報は下記リンクをご参照ください。

Go tohttp://contour.com/startPlus2
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設定

充電方法
+ カバーを上にスライドさせて開き、電池を挿入します(2 ページを参照) 。
+ 付属の USB ケーブルを使用して、カメラを PC/Mac に接続します 

(上記参照) 。
+ 電池残量 LED が緑色になったら充電完了です。完全な充電には最長 3 

時間かかります。

S/N:
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設定

microSD カードのフォーマット
データの読み込みや書き込みが正しく行われるよう、microSD カードの初期
化は録画前に済ませてください。注意：カードを初期化すると、そのカード内の
データはすべて消去されます。
録画スイッチがオフの位置にあることを確認します。カメラ背面のカバーを開
き、ビープ音が鳴るまでフォーマットボタンを長押しします (3〜4 秒間) 。初期
化中は microSD カードの LED が点滅し、完了すると緑色に点灯したままに
なります。

 充電が完了するま
で、microSD の初期
化 (フォーマット) は行
わないでください。ま
た、microSD の初期化
中に電池を取り外さな
いでください。

Contour+2 で使用できるメモリカード：
+ 最大容量 2GB までの SDSC (標準容量) microSD カード。
+ 最大容量 32GB までのクラス 4、 6、または 10 の SDHC  

(大容量) microSD カード 。
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設定

カメラのステータス
カメラ背面のステータスボタンを押すと、電池残量やメモリ使用状況、GPS ス
テータスの表示に切り替わります。カメラの電源はステータスボタンを再度押
して切るか、15 秒後に自動的にオフになります。

電池残量 LED

緑：50% 以上
黄：20% 〜 50%
赤：20% 以下
赤の点滅：電池残量が残り
わずかです。 
LED 消灯：電池残量が完
全になくなり、充電が必
要です。 

メモリ使用状況 LED

緑：50% 以上
黄：20% 〜 50%
赤：20% 以下
赤の点滅および 
連続ビープ音：microSD  
カードの容量がいっぱい
か、適切に初期化されてい
ないため、カードの読み込
みができない状態です。 

GPS ステータス LED

緑の点滅：衛星を検索中。
緑の点灯：GPS の位置情
報が確定し、データの記録
開始が可能です。
LED 消灯：GPS システムが
動作していません。
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設定

最長収録時間は、画質、microSD カードの容量、解像度、電池残量、温度に
よって異なります。

カメラ設定の調整
1-2 スイッチ
Contour+2 では 2 種類の録画設定を選んであらかじめセットしておくと、背面
にある 1-2 スイッチでいつでも切り替えることができます。それぞれの設定は 
Contour Storyteller か、お手持ちの Android または iOS デバイスにインスト
ールした Contour Connect モバイルアプリで選択できます。
カメラの設定
調整可能なカメラ設定の例：解像度およびフレームレート、露出度、シャープ
ネス、コントラスト、音声レベル、ホワイトバランス、GPS サンプルレート、GPS 
パワー、自動電源オフ 。
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設定

録画

+  録画開始：赤い四角のマークがかくれるように録画スイッチ ロックを動か
してロック解除してから、録画スイッチを前にスライドさせます。カメラの電
源が入り、ビープ音が 1 回鳴って、録画ステータス LED が赤に点灯したら
録画が始まります。 

+  録画停止：録画スイッチを後方へスライドさせて、元の位置まで戻します。
ビープ音が 2 回鳴って録画ステータス LED が消灯すれば、録画は停止し電
源もオフになります。

+  録画スイッチ ロック：録画スイッチの上にある小さなスイッチは、録画スイ
ッチが不用意に切り替わらないようロックするものです。録画スイッチを前
後に動かす場合は、赤い四角のマークがかくれるようにロック スイッチを
動かしてロックを解除します。録画スイッチが意図せずオンまたはオフに切
り替わるのを防ぐには、赤い四角のマークが見えるようロック スイッチをず
らします。

停止 開始
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設定

カメラをヘルメットやゴーグルに固定して使用する際、使用者の視線が想
定より下を向く傾向があります。最適な位置を見つけるために、何度かテス
ト撮影を行うことをお勧めします。

カメラの固定
最高のショットは、あなたの創造性にかかっています。Contourの様々なマウ
ントを使えば、あらゆる場所にカメラが固定でき創造性の幅が広がります。

Contour+2 は広角レンズを採用しているため、遠くの物体が映像ではより小
さく見えますのでご注意ください。
位置合わせ
カメラの照準を合わせます。水平になるまでレンズを回し (270°まで) ます。 

Contour Connect モバイルアプリを使用すれば、Android または iOS デバイ
スに Bluetooth で接続し、映像のライブプレビューを見ることができます。
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設定

接着式マウント
接着式マウントを取り付ける前に、取り付け箇所の汚れを落として乾かします。
少量のアルコールで表面をきれいに拭いてから、常温の室内でマウントを接
着することをお勧めします。接着剤が定着するまで 24 時間置いてからお使い
ください。 

防水ケース
+  カメラをケースの奥までしっかりと入れてカバーを閉じ、確実にロックして

ください。
+  ケース背面のステータスボタンを押してカメラのステータスボタンをオン

にします。
+  ケース上のスライド式スイッチで、録画の開始/停止を操作できます。
+  TRail マウントを使用する際は、確実に固定するため、TRail ロックをマウン

ト側に留めてください。
防水ケースのメンテナンス & 保管
使用の度に、密閉ゴムに破損がないか点検してください。密閉ゴム部分は清
潔に保ってください。取り外す際に先のとがった物を使用しないでください。
防水ケースをしまう際は、密閉ゴムが破損しないようラッチを外した状態で、
直射日光の当たる場所を避けて保管してください。海中で使用した後は、ケー
スを真水に 1 時間ほど浸しておきます。 
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使用方法

GPS の使用
Contour+2 は GPS レシーバーを搭載しており、撮影時の位置、速度、高度も映
像と一緒に記録できます。
使い方 

ステータスボタンか Bluetooth ボタンを押す、または録画を開始すると、GPS 
レシーバーがオンになり、位置の測定がはじまります。お使いの Contour+2 の
位置情報が確定すると GPS データの記録が開始されます。

位置情報の確定
1 日の最初の位置情報確定には最低 40秒間かかります。悪条件下ではそれ以
上かかる場合もあります。1度、位置情報が確定したら、その日のそれ以降の位
置情報はもっと簡単に取得できます。 

Contour+2 は、GPS システムが位置情報を確定する前でも、録画を行なう
ことができます。ただし、GPS データは Contour+2 の位置情報が確定する
まで取得できません。
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使用方法

ステータスボタンを押すと GPS が数分間作動するので、撮影前に GPS データ
を取得しておくのに便利です。位置情報が確定すると、点滅していた緑の GPS 
ステータス LED が点灯したままになります。LED の緑のライトが点滅している
場合は、まだ測定中であることを示しています。
カメラを Contour Storyteller または Contour Connect モバイルアプリに接続
し、GPS アシスト・ファイルをカメラにインストールすれば、最初の位置確定に
かかる時間を短縮できます。このファイルには GPS の現行データが含まれる
ため、GPS システムの最初の位置情報確定がより迅速になります (一般的に
10 秒以下) 。GPS アシスト・ファイルは 1 度インストールすると 14 日間有効で
す。その後は再び Contour Storyteller または Contour Connect モバイルアプ
リに接続し、新たな GPS アシスト・ファイルを取得してください。
Contour+2 が位置情報を確定してから通常 2〜4 時間は、電池が切れていな
い限り、新たな位置情報を数秒以内に取得することができます。ステータスボ
タンを押すか、録画スイッチを前にスライドさせてください。電池を取り外し
ていたり、電池残量が足りない場合は、位置情報を最初から取得し直す必要
があります。
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使用方法

GPS 機能を最大限に高めるには
位置情報の取得には、屋外の開けた場所が最も適しています。位置情報の取
得機能を高めるポイント：

+ 屋外に出る。GPS は屋内や頭上に遮蔽物のある環境ではうまく機能しません。

+  高層建造物や断崖など、空や地平線をさえぎる物を避ける。

+ 衛星信号が乱反射するような天然または人工の谷状の地形を避ける。

+ 葉が繁った木の下は避ける。

+ 位置情報が確定するまでカメラの位置を変えない。

+ カメラの録画スイッチ周辺 (GPS アンテナのある箇所) が衣類や他の機器、
ユーザーの体などで隠れないようにする。

+ カメラのアンテナを妨害するような電子ノイズを発する機器が周囲にない
ことを確かめる。

+ カメラを Contour Storyteller または Contour Connect モバイルアプリに接続
すると、最新の GPS アシスト・ファイルをカメラにインストールできます。



1716 Contour+2ユーザーマニュアル

使用方法

GPS システムのトラブルシューティング
適切な環境であれば (14 ページ『位置情報の確定』を参照) 、Contour+2 にお
ける最初の位置確定は 10 秒以内で完了します。2 分たっても確定されない場
合には、以下の手順に従ってください：

+ Contour Storyteller または Contour Connect モバイルアプリに接続し、カ
メラに最新の GPS アシスト・ファイルをインストールする。

+ Contour+2 を持って、屋外の頭上に遮蔽物のない場所に出る。

+ ステータスボタンを押して離す。

+ GPS ステータス LED が 10 秒間緑に点滅してから消えます。2 分間待ってか
らステータスボタンをもう一度押して GPS ステータス LED が緑に点灯す
ることを確認します。

+ GPS ステータス LED が緑に点滅する場合には別の場所に移動してからこ
の操作を繰り返します。
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使用方法

その他の機能
Bluetooth

Contour+2 は Bluetooth 2.1 + EDR 経由でお手持ちの iOS および Android デ
バイスに接続できます。また、カメラにはあらかじめ Connect View がインスト
ールされています。Bluetooth を介して接続した端末から、映像の確認、録画前
のカメラ ステータス確認、カメラ設定の調整、録画のリモコン操作を行なうこ
とができます。Bluetooth 搭載カメラの使用についての詳細は、  
http://contour.com をご覧ください。
外部マイク
Contour+2 では標準仕様の内蔵マイクに加え、底部の 2.5mm 端子で外部マイ
クを接続したり、飛行機や自動車の通信システムから音声を取り込むこともで
きます。
外部マイクや通信システムの多くは 3.5mm 端子を要するため、Contour+2 には
小型のアダプタが付属しており、3.5mm から 2.5mm への変換が可能です。
マイク端子はカメラの底部にあり、小さなゴム製カバーで保護されています。カ
バーを引いてはずし、マイクのプラグまたはアダプタを差し込みます。外部マイ
クの感度は Contour Storyteller または Contour Connect モバイルアプリから
設定できます。
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使用方法

Contour+2 は様々なタイプのマイクに対応しますが、それぞれのマイクが最適
に作動する条件はマイクの種類によって異なります。これは電源ポートではあり
ません。要電源のマイクを使用する際は、外部電源を用意する必要があります。
ライブストリーミング / 再生
Contour+2 では、背面にある HDMI ポートから HD ビデオのストリーミング  
(生中継) が可能です。これは、カメラをワイヤレス送信機や他の HDMI 対応デ
バイスに接続し、映像をリアルタイムで放送する機能です。

+ HDMI ケーブルで、カメラの HDMI ポートとビデオモニター、レコーダー、ま
たは送信機をつなぎます。

+ ステータスボタンを押すか、録画スイッチを前にスライドしてカメラの電源
を入れると、HDMI ポートを通じてビデオのストリーミングが開始されます。
ストリーミングは映像の録画中も続きます。 

+ ビデオを再生するには、HDMI ケーブルをカメラの HDMI ポートと HDMI 
表示につなぎます。ステータスボタンを 2 秒間押し続けて再生モードに切
り替えます。ステータスボタンと録画スライダーを使って、カメラから直接動
画を選択して再生します。

+ ライブストリーミングおよび再生機能のの詳細は、http://help.contour.com 
をご覧ください。 
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使用方法

カメラからファイルを直接ダウンロードする
Contour Storyteller でカメラからビデオをダウンロードするほかに、 
Contour Storyteller を使わず手動でダウンロードする方法もあります。
+ 付属の USB ケーブルでカメラを PC または Mac に接続します。
+  カメラは取り外し可能デバイスとして表示されます。
+  コンピューター上でカメラを探します。
+  ビデオおよび静止画像ファイルは\DCIM\100MEDIA ディレクトリに入り、
 - ビデオファイルはコンピュータにコピーでき、あらゆる .MOV  

   ビデオプレーヤー (例：QuickTime、Windows Media Player  
   (Windows 7 のみ)、Storyteller、VLC) で再生できます。

 - Storyteller は静止画像 (.JPG) を認識しません。静止画像は  
   microSD カードから直接表示またはコピーする必要があります。

カメラのお手入れ
Contour+2 に特別なお手入れは不要ですが、コンディションを最適に保つた
めのポイントがいつくかあります。
+ カメラの拭き掃除には、糸くずの出ない布を湿らせて使います。
+ カメラは湿気のない場所に保管してください。
+ カメラの背面カバー内に汚れや水分が入らないよう注意してください。
+ Contour Storyteller または Contour Connect モバイルアプリにカメラを

接続し、ファームウェアの更新があるか定期的に確認してください。
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使用上の注意と製品保証

2120 Contour+2ユーザーマニュアル

使用上の注意と製品保証
この『製品に関する重要情報ガイド』に
は、Contour+2 カメラの規制、安全、取り扱い、処分
およびリサイクルの情報に加え、1 年間限定保証の
内容が記載されています。
警告:以下の安全の手引きに従わなかった場合、火
災や感電、その他の損傷または損害の原因となる
場合があります。

電池と取り扱い 

リチウムイオン電池は取り扱いを誤ると危険物に
なる恐れがあります。リチウムイオン電池を分解し
たり、つぶしたり、穴を開けたりしないでください。
電池を水に浸さないでください。使用しない間は、
乾燥した涼しい場所に保管してください。熱を発
する物の近くや直射日光のあたる場所で電池を
使用したり放置しないでください。Contour+2 は 
3.7V、1050mAh の充電式リチウムイオン電池を使
用します。Contour+2 専用でない他の電池は使用
しないでください。専用以外の電池を使用した場
合は、Contour, Inc. が提供する保証が無効となる
場合があり、また、火災や爆発の原因となる恐れが
あります。 

充電
充電には Contour USB ケーブルのみを使用し、
コンピューターの高出力 USB ポートや、USB 
2.0 または 1.1 標準に対応するその他のデバイ
ス、Contour ウォールチャージャー、車、充電器を
電源としてください。 

廃棄について
Contour+2 カメラやリチウムイオン電池を火中
に投入しないでください。電池の廃棄は、居住地
域の法規制に従って行ってください。
ストラップの使用： 
カメラがヘルメットやゴーグルに固定されている
場合、強風時や高速運動中の使用、またはカメラ
がマウントから外れてストラップのみでぶら下が
り、怪我や損害の原因になりそうな状況で使用す
る場合は、ストラップをカメラにつながないでく
ださい。カメラをストラップで留めることにより、
使用者は CONTOUR, INC. およびその関連会社、
代理店、従業員、役員、または取締役員が、ストラ
ップの使用に関する責任を一切負わないことに
同意するものとします。

Contour+2 カメラを使用する前に、以下の安全に
関する情報および操作方法を全てお読みになり、怪
我などに十分ご注意ください。詳しい操作方法およ
び最新の『製品に関する重要情報ガイド』はこちらで
ご覧いただけます：http://contour.com/support
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操作には以下の 2 つの条件が適用されます： 

+ 本製品が有害な電波干渉を引き起こさないこと。
+ 不適切な動作の原因となる可能性のある電波干渉

を含む、あらゆる電波干渉の受信に対応すること。
警告： 

本製品に関する法規制遵守の責任者が明示的に承
認していない変更や改造を加えた場合は、本製品を
使用する権利を剥奪される可能性があります。注：
本製品は、FCC 規則第 15 章に基づくクラス B デジ
タル機器の制限事項に準拠するよう試験・確認され
ています。これらの制限事項は、住宅での使用にお
ける有害な電波干渉に関して、適切な保護対策を提
供するためのものです。

本製品は無線周波エネルギーを生成・使用し、ま
たそれらを放出する可能性のあるものであり、指
示に従わずに設置・使用すると、無線通信に有害
な干渉を引き起こす場合があります。干渉の発
生を確実に避けられる特別な設置方法はありま
せん。本製品の電源を入れ切りした際、ラジオや
テレビの電波受信に有害な干渉が起こった場合
は、以下の対策を用いて干渉の解除を試みること
をお勧めします：
+  受信アンテナの方向や位置を変える。
+  本製品と受信機の位置を離す。
+  本製品と受信機を別々のコンセントに差し込む。
+  販売業者やラジオ/テレビ技師に相談する。

Contour+2 カメラに表記されている 
CE の記号は、本製品が電磁両立性 
(EMC) 規格および ITE の Limits and 

Methods of Measurement of Radio Interference 
Characteristics (無線妨害特性に関する制限と測
定方法) に準拠していることを示すものです。

このマークは、本製品が米国内の家庭の一般ごみと共に廃棄してはならな
いことを表示するものです。廃棄物の不適切な処分により、環境や人体に
害が及ぶことのないよう、このシンボルのついた製品は一般ごみとは分別
し、責任をもってリサイクルを行うことで資源の持続可能な再使用を推進し
てください。使用済み機器を返却する際は、適切な返却用および回収用の
手段を使用するか、製品を購入した販売店にお問い合わせください。販売
店では、本製品を環境に安全なリサイクル用に受け取ることができます。

本製品の正しい廃棄方法

FCC 情報
Contour+2 カメラ
モデル：1700
本機器は FCC 規則第 15 章に準拠します。

Bluetooth 情報
FCC ID:QOQWT21A
IC ID:5123A-BGTWT21N
ACN:135 810 098
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カナダ市場
クラス B 機器は、カナダ干渉発生機器規定 
(Interference-Causing Equipment Regulations) を
すべてを満たしています。Cet appareil numerique 
de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

修理または改造
ユーザー独自の判断で Contour+2 カメラの
修理または改造を試みることはおやめくださ
い。Contour+2 の外側のねじを外したり分解す
ると、保証適用外の破損が生じる場合がありま
す。Contour+2 カメラには、microSD カードと電
池を除き、ユーザーが独自に交換できる部品はあ
りません。
RoHS

Contour+2 カメラは、欧州連合の R0HS 指令 
2002/95/EC および、欧州での販売用に他国で採
用されている可能性のある類似の規制に準拠し
ています。
CONTOUR, INC. 限定保証 Contour, Inc.  
(以下「製造者」) は本製品を正規に購入されたエン
ドユーザー (以下「購入者」) に 1 年間 (以下「保証
期間」) の製品保証を提供し、Contour+2 カメラ (
第三者ソフトウェアを除く) および付属品 (以下「製
品」) が適切に設置・使用され、意図された目的およ

び環境で使用された場合において、原材料およ
び仕上がりに不具合がないことを保証します。本
保証は、次のような製品には適用されません：(i) 
変更されたもの、修理または改造を施されたも
の (ii) 事故かそれに類似した状況、または意図的
で乱暴な扱い、過失によって破損または破壊さ
れたもの。製品に不具合があり、製造者に問い合
わせた上、指示を受けた場合は、購入元または製
造者に返品してください。本限定保証に基づき、
購入者は送料自己負担で製品を製造者に送り、
製造者はアフターサービスが完了した後、返送料
金を負担して製品を購入者に送り返すものとしま
す。購入者のみに対する補償および製造者の全
責任は、本限定保証に基づき、製造者による製品
の修理、あるいは交換、購入価格からリベート分
を差し引いた金額の返金のいずれかの選択によ
って履行されるものとします。製造者はデータ損
失 (製造者にアフターサービスのため返品され
た製品内のデータを含む) について保証するも
のではなく、かかる損失に関して一切の責任を負
いません。購入者は、製品の使用によって発生し
た事故、負傷、破損、死亡、損失、違法行為、その他
の賠償について全責任を負い、該当の使用方法
がそれらの事態の原因となることが製造者によ
って予測可能であったかに関わらず、製造者は一
切の責任を負わないものとします。
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特定目的に対する商品の適格性または適合性に関
する黙示的保証は、適用される明示的保証の期間
内に限定されます。権利侵害のない黙示的保証を
含む、その他のあらゆる明示的または黙示的条件、
表明および保証については免責となります。司法管
轄地域によっては、黙示的保証の有効期間制限を認
めない場合もあります。その場合には、上記の制限
が購入者に適用されないこともあります。本保証は、
購入者に特定の法的権利を付与するものであり、購
入者はさらに司法管轄地域によって異なるその他
の権利も有する場合があります。
製品に付属する第三者ソフトウェアは現状のまま提
供されます。購入者は、ソフトウェアの品質、性能、精
度、効果に関する全リスクに対して責任を有し、不具
合があった場合には、製造者ではなく購入者が、必
要なアフターサービスまたは修理の費用を負担す
るものとします。 
法律で禁止されない範囲において、製品の使用ま
たは使用不能に関連して発生したデータの損失、
収益の損失、利益の損失、または特別損害、間接損
害、結果損害、偶発的な損害、懲罰的損害賠償のす
べてに対し、発生の原因や責任の根拠を問わず、仮
にかかる損害が発生する可能性を製造者が把握し
ていた場合においても、製造者は一切の責任を負
いません。いかなる場合でも、製造者の責任負担
が、購入者により製品に支払われた金額を超えるこ
とはありません。

上記の制限は、本契約によって提供される保証ま
たは補償が本質的な目的に適っていない場合も
適用されます。司法管轄地域によっては、偶発的
な損害または結果損害に関して免責や制限を認
めない場合もあります。その際には、上記の制限
または免責事項が購入者に適用されないことも 
あります。 
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Contour 免責事項 
Contour, Inc. (以下「Contour」) 製品の使用に関与
または従事するすべての購入者、ユーザー、ならび
にあらゆる人物や団体は、以下の条項に同意する
ものとします：

+  Contour は、その製品の使用において、高いリスク
を伴う行為、不注意な行為、および/または危険な
行為を促進・推奨するものではありません。

+  Contour は Contour 製品、または違法の可能性の
ある映像の、あらゆる使用・誤使用に関して一切
の責任を負いません。

+  Contour は、当社製品を用いた撮影中、撮影試行
中、または撮影した映像の編集中に発生したいかな
る違法行為に対しても責任を負いません。

+  Contour 製品は地域、州、連邦、国の法規に適合し
たスポーツ活動の録画を主な目的としています。

Contour ハンズフリーカメラと関連ソフトウェア、な
らびにその他の Contour 製品は、著作権、国際条
約、および以下を含む多くの特許によって保護され
ています：米国特許：D616006 および D621435そ
の他の特許は米国および各国で登録済みまたは
出願中です。 

適用特許の一覧は、contour.com でご覧いただ
けます。

本文書に記載されたあらゆる商標および登録商標
は、街頭する所有者の所有物として認められていま
す。Contour+2 は、米国ワシントン州シアトル市にあ
る Contour, Inc. の製品です。 
http://contour.com ©2012 Contour, Inc. 
All rights reserved.
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お問い合わせ

ユーザーサポート
カメラまたは付属品のアフターサービスが必要になった場合は、当社の技術
サポートチームにお問い合わせの上、必要に応じてトラブルシューティングお
よびRMA 番号 (返品証明) をご要請ください。その際には、購入証明を提示し
ていただく場合があります。

お持ちの製品を Contour に送る場合は、必ず事前にお問い合わせいただき、 
Contour から直接 RMA番号または返品証明を取得してください。製品の交換
または修理については、Contour 社の独自の判断によって行ないます。 

E メール：support@contour.com

ウェブサイト：http://contour.com/support


