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ヘッドアップ ･ディスプレイ HBX-67 取り扱い説明書

ご紹介

との度は､本製品をご購入いただき誠にありがとうございました｡

本製品は､GPS対応のヘッドアップ ･ディスプレイです｡車の速度を投影し､目線をずらすこと

なくスピードデータを取得することができます｡12/24Vの車に全部対応できます｡
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付属品 :滑り止めマット(一校L電源ケーブル (一本Lディスプレイ補強フイルム (一枚 )

使用ガイド

-､ 給畳方法

11車のインストルメントパネル上､見やすい位葺に滑り止めマットを貼ります｡その上に HUDホ

ルダ･-を設蓋します｡

2]付属の電源ケーブルを車のシガーソケットにさし､もう一端を本体の電源ポーートにさします｡電

源がつくと､GPS信号の捜索は自動的に始まります｡GPS信号インディケーターは赤から緑にな

るとGPS信号と成功に連動することができます｡

3]本体から射したライトが車の前ガラスに映える位量を確認し､その位置におしぼりと静電防止清

潔布でガラスを無塵の状態にしておき､それでフイルムの1層を抜いてガラスに貼ります｡貼付

後､物差しなど平滑なもので気泡を全部押し出します｡最後に2層を抜きます｡

4】警告時速設定ダイアルを回しながら､10-180の時速範囲から希望の値を選定し､ダイアルの

回しを止まります｡2秒後､表示部は実際の運転速度に戻ります｡

5]運転速度が設定した時速をオ-バ-した時､音声スイッチがオンにしている場合､運転速度オ-

バ-インディケータ-は赤になり､その同時に､ビープとの警告音声も響きます｡音声スイッチ

がオフにしている場合､警告音声がありませんb速度オーバー音声スイッチを使い､その音声の

オンとオフが選択できます｡

二､ 時連枝正方法
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lj警告8搬 定ダイアルを本体奥の方法に押すと､107の基準速度が表示されます0

2]その時､ダイアルを上下回してこの基準速度を設定することができます｡もし表示速度は車=･'･

--タとの誤差は:Tラス10キロの場合､L07を97に設定すれば速度の誤差が校正できます｡

三､ 任用中のこ注意

1】前ガラスがすべて二層なので､投影は多少二重反射があります｡コーティングが濃くなればな

るほど二重反射が軽減します｡コ一一テインクが浅い場合は反射フイルムの使用を薦めます…

21本製品はGPSペ-スT･､地下 トンネルなどGPS信号が弱い場所にある場合､信号が取れなくな

る可能性があL)ます.その時､GPS信号インディケーターは赤になり､速度表示は0となります｡

3]光感知センサが配畳しているので､使用環境の光強度により､速度表示の明るさを自動的に変化

することは可能です｡たとえば､夜は自動的に明るさが弱くなったりする目に優しい機能となっ

ています｡

4】長時間放置して再度使用する場合､GPS信号の初回認識が 5分間までかかる場合がありますの

で､ご了承ください｡頻繁な使用では通常 1分間以内認識できます｡

保証証 明



Operating Instructions

1. Upon first use, or after long periods of storage please allow up to 5 minutes to find
a GPS signal. During frequent use, a GPS signal will be found in under one minute.

2. Place unit in a suitable location on dash, use the provided sticky mat to prevent the
unit sliding around. Plug in and power up the unit, it will automatically start searching
for a GPS signal, the satellite indicator light will turn from red to green when a strong
signal is found. The display will only show the speed when the signal light LED is in
the green status. If the signal is lost, the indicator will turn red and the speed will
show O.

Inbuilt light sensor

DC power inputSpeed alert

selection dial

GPS signal
indicator

Over speed
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Instructions
This system has been designed for simple DIY installation and can be installed into any
vehicle with a 12/24V electrical system, by plugging into the vehicles cigarette lighter
or accessory sockets.
This Head Up Display (HUD) system uses GPS signals to calculate the vehicle speed,
therefore it will not work inside buildings, underground carparks or tunnels where a GPS
signal is unavailable.
Please read these instructions fully before installation.

This system Includes:
• Head up display unit
• DC Power cable with accessory plug
• Anti-slip mounting pad
• Transparent screen film x2

Speed alert sound

toggle switch

3. Stick the transparent film onto a suitable position on the windscreen so the HUD
image is projected onto this film, enabling a clear forward view of the speed display
from the drivers seat position. The transparent film will allow clear vision in direct
sunlight, and also prevent reflection outside of your vehicle at night time. Use of the
transparent film is recommended.

4. Speed alert setting: rotate the dial on the side of the unit to select a speed - ranging
between 10 and 180kmh. When you have selected a speed, the display will return
to current speed after approximately 2 seconds. To enable / disable the audible
speed alert warning, use the toggle switch located on the side of the unit. If you
exceed the set speed alert, the unit will beep in conjunction with the speed icon
flashing red. If the audible alert is turned off, the speed icon will still illuminate.

5. This HUD unit is fitted with an automatic light sensitive diode, automatically dimming
the screen at night, or when undercover.


