How to Attach the "Dome Cover Sheet" onto Compatible Products*
* WV-SFN531, WV-SFN310A, WV-SFN311A (as of December 2015)
Read the following descriptions together with the Operating Instructions of the
dome cover and the Operating Instructions of the camera.

Step1

Remove the enclosure from the camera

● Push the sheeted side of the
dome cover into the gap between
the enclosure hooks and the dome
cover, and attach the 3 parts one
at a time.
● If there are fingerprints or dirt on
the inside of the dome cover, wipe
it clean with a soft cloth.

Use the bit included with the camera to loosen the 2 screws that secure the
enclosure, and then remove the enclosure from the camera body.

Step2

Enclosure hooks
(3 parts)

Clear dome cover

Step3

Dome cover
(WV-CF5SA)

Notched area

Enclosure
stoppers
(2 parts)

Push the plastic on the
bottom of the dome
cover sheet into the
hooks so that they
clamp the dome cover.

Remove the clear dome cover

1. Remove the dome cover sheet from
the enclosure.
● Keep the removed dome cover
sheet for future use.
2. The clear dome cover is locked using
the enclosure hooks (3 parts).
Remove one hook at a time while
pushing the clear dome cover
inwards.

Dome cover sheet

Dome cover sheet

Enclosure hook

Enclosure

Enclosure hook
Enclosure
Dome cover
(WV-CF5SA)

● A gap may form between the dome cover
and the dome cover sheet.
This will be resolved once attaching the
enclosure to the camera and will not affect
the performance of the camera.

Enclosure

Mount the dome cover (WV-CF5SA)

1. Remove the cover film from the outside of the dome cover. Keep the removed
cover film for future use. Take care not to damage the outside or inside of the
dome cover.
2. Align the notched area of the dome cover to the stoppers (2 pcs.) of the
enclosure, and then mount the dome cover.
● After mounting the dome cover, reattach the cover film. Be careful not to
directly touch nor damage the dome cover.
3. Align the notched area of the dome cover sheet to the stoppers (2 pcs.) of the
enclosure, and then mount the dome cover.
● Attach the dome cover sheet with the spongy surface facing the front.

Step4

Attach the enclosure to the camera.

Secure the camera to the enclosure with the 2 enclosure fixing screws.
The recommended tightening torque of the enclosure fixing screws is 0.59 N・m
{6 kgf・cm}.
● If a "screen adjustment" is necessary after replacing the dome cover, refer to
the Operating Instructions.
● Remove the cover film after installation is complete.
● If there are fingerprints or dirt on the dome cover, wipe it clean with a soft cloth.
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「ドームカバーシート」付き機種※への取り付けかた

※ WV-SFN531, WV-SFN310AJ , WV-SFN311A (2015 年 12 ⽉現在)

ドームカバーの取扱説明書、カメラ本体の取扱説明書とあわせてお読みください。

Step1

エンクロージャーをカメラ本体から取り外す

カメラに付属されているビットを使って２本のエンクロージャー固定ねじを緩め、
カメラ本体からエンクロージャーを取り外します。

Step2

クリアドームカバーを取り外す

①ドームカバーシートをエンク
エンクロージャー
ロージャーより取り外します。 の⽖（３か所）
●ドームカバーシートは再度取り
付けますので⼤切に保管して
ください。
② クリアドームカバーはエンク
ロージャーの⽖(3 か所)で固定
されています。クリアドーム
カバーを内側に押し⼊れながら
⽖から 1 か所ずつ外します。
クリアドームカバー

Step3

● ドームカバーシートのシート
⾯をエンクロージャーの⽖と
ドームカバーの隙間に押し
⼊れるようにして 3 か所順に
取り付けてください。
● ドームカバーの内側に指紋
などの汚れが付いている場合
は、柔らかい布でふき取って
ください。

切り⽋き部分

エンクロー
ジャー
のリブ
(２か所)

エンクロージャーの⽖

エンクロー
ジャーの⽖

ドームカバー
(WV-CF5SA)

エンクロージャー

Step4

エンクロージャー

●ドームカバーとドームカバーシートの間に

エンクロージャー

① ドームカバーの外側に付いている保護フィルムをはがしてください。はがした
保護フィルムは再度取り付けますので保管してください。ドームカバーの外側、
内側に傷が⼊らないように取り扱いに注意してください。
② ドームカバーの切り⽋き部分をエンクロージャーのリブ（2 か所）に合わせて
取り付けます。
● ドームカバーの取り付け後、保護フィルムを再度貼り付けてください。ドーム
カバーの表⾯を直接触ったり、傷つけたりしないようにご注意ください。
③ ドームカバーシートの切り⽋き部分をエンクロージャーのリブ（2 か所）に合
わせて取り付けます。
● ドームカバーシートはスポンジ⾯が⼿前に⾒える⽅向で取り付けてください。

ドームカバー
(WV-CF5SA)

ドームカバーシート
底⾯のプラスチック
部を⽖に挟み込む
ように押し⼊れます

ドームカバーシート

ドームカバー（WV-CF5SA）を取り付ける

ドームカバーシート

隙間ができる場合があります。
エンクロージャーをカメラ本体に取り付け
ると、この隙間は解消するため、カメラの
性能には影響ありません。

エンクロージャーをカメラ本体に取り付ける

2 本のエンクロージャー固定ねじを使って、カメラ本体とエンクロージャーを
固定します。エンクロージャー固定ねじの推奨締付トルクは 0.59 N・m
｛6 kgf・cm｝です。
● ドームカバー交換後、
「画⾯の調整」が必要な場合は、取扱説明書
操作・設定編を参照してください。
● 設置完了後、ドームカバー表⾯の保護フィルムを取り外してください。
● ドームカバーの表⾯に指紋などの汚れが付いている場合は、柔らかい布で
ふき取ってください。

