規定に関する通知

2016 年 9 月 | 3725-84463-001A

Polycom® RealPresence Centro™
重要な安全措置
システムを使用する前に以下の取扱説明書をよく読んで内容を理解してください。
• 小児の近くでシステムを使用する場合はその付近を厳しく監視してください。使用中はシステムから決して離
れないでください。
• 電気延長コードは、システムと同じかそれ以上の定格電流のものを使用してください。
• クリーニングおよび修理中、および不使用時は必ず、システムの電源を切っておきます。
• クリーニング時、システムに液体を直接噴霧しないでください。必ず、最初に静電気の起きない布に液体を塗
布してください。
• システムを液体に浸したり、液体をかけたりしないでください。
• システムを分解しないでください。衝撃のリスクを減らし、システム保証を無効にしないようにするため、サー
ビス作業または修理作業は資格のある専門家が行ってください。
• この機器は接地コンセントに接続してください。
• システムは、必ず、サージ保護された差込口に接続してください。
• システム側面の吸排気グリッドをふさがないように設置してください。
• システムや付属機器をキャビネットなど密閉された場所に設置する場合は、周囲温度が 40 ℃ ( 華氏 104°F) 以
上にならないようにしてください。機器の動作温度範囲を保つために、必要に応じて強制冷却してください。
• この製品を水の近くで使用しないでください。
• 激しい落雷中にこの製品を使用することは避けてください。雷によって感電する危険性があります。
これらの取扱説明書は所定の場所に保管してください。

特別な安全上の注意事項
プラグによる機器の切断 : この装置を接続するコンセントは、装置の近くにあり、常に使用できる状態
になっている必要があります。
現行の安全上の注意事項に従い、指示にあるすべての安全事項を守ってください。設置は、国が定める
すべての関連配線基準に従って行う必要があります。
AC 避雷器は、この機器が接続されている AC ソケットに装着するようにお勧めします。このようにすると、落雷
やその他の電気サージによる機器の破損を回避するのに有効です。
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警告
この製品はクラス A 製品です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場
合には使用者が適切な対策を講ずるように要求されることがあります。
米国およびカナダの規定に関する通知
FCC 通知
クラス A デジタル機器または周辺機器
この機器は、FCC 規定の第 15 部に準拠し、クラス A デジタル機器制限に適合していることが確認されています。
これらの制限は、商業環境で機器を使用する場合に有害な電波障害から機器を適切に保護することを目的としたも
のです。本機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、放射します。取扱説明書に従わずに設置および使用した場
合、無線通信に有害な電波障害を引き起こす場合があります。この機器を住宅地域で使用すると、有害な干渉を引
き起こす恐れがあり、その場合、ユーザが自己責任で干渉に対処する必要があります。
FCC 規定の第 15 部に従い、ユーザが Polycom Inc. の明示的な承認なしにこの機器に対して変更または修正を加
えた場合、Polycom Inc. はそのユーザがこの機器を操作する権利を無効にすることができます。
FCC 規制第 15 部
この機器は、FCC 規制の第 15 部に準拠しています。この機器の動作は、以下の 2 つの条件を満たす必要があり
ます。
1) この機器が、有害な干渉を引き起こさないこと。
2) この機器が、不要な操作が要求されるような干渉を含む、あらゆる電波障害に対応できること。
カナダ産業省 (IC)
このクラス [A] デジタル機器は、カナダの ICES-003 に準拠しています。
Cet appareil numerique de la Classe [A] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
クラス A 宣言
日本

中国
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韓国
警告 : カメラのレンズやハウジングは静電気放電に敏感な部分であるため、RealPresence Centro の動作中にはこ
れらに触れないでください。触れると機能が消失する可能性があります。
경고 :RealPresence Centro 의 동작중 ESD 에 민감한 카메라 렌즈나 카메라 하우징을 만지지 마십시요 . 카메라 렌즈나 카
메라 하우징을 만지시면 RealPresence Centro 의 기능이 손실 될수 있습니다 .

주의사항:
1.고장시 임의로 분해하지 마시고 A/S센터로 연락하십시오
2.통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오
3.습기 및 수분이 많은 장소에서는 사용을 금합니다.

台湾
警告 !
この製品はクラス A 製品です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場
合には使用者が適切な対策を講ずるように要求されることがあります。

メキシコの規定に関する通知
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EEA 規定に関する通知
CE マーク LVD と EMC 指令
この Polycom® RealPresence Centro™ システムには CE マークが貼付されています。このマークは、EEC 指令
2006/95/EC および 2004/108/EC への適合を示します。適合性宣言の完全な写しは Polycom Ltd. (270 Bath Road,
Slough UK SL1 4DX) から入手可能です。
設置手順
設置は、国が定めるすべての関連配線基準に従って行う必要があります。

危険物質に関する制限 (RoHS)
Polycom の製品は RoHS に適合しています。これは、下記の物質が排除されているか、その含有率を指定値以下
にしたものです。
鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル。詳細については、
RoHSinformation@polycom.com までお問い合わせください。
使用済み製品
使用済みの Polycom 製品は、環境を考慮した方法でリサイクルすることを推奨します。
電気・電子機器廃棄物指令 (WEEE) の要件に従って、弊社の全製品には、電池に関するガイドラインの下方に車
輪付きゴミ箱に × を付けたマークが付いています。このマークが付いた製品は、家庭用または一般用のごみとして
廃棄しないでください。使用済みの Polycom 製品の環境にやさしい廃棄やリサイクルに関するオプションや必要
事項の指示の詳細については、 http://www.polycom.com/WEEE をご参照ください。

電池に関するガイドライン
電池の使用方法
初めて使用する前にリモコンのバッテリを充電します。バッテリの USB プラグをシステムの USB 2.0 ポートに差
し込みます。バッテリの充電中は、バッテリの LED 照明が緑色に変わります。
電池を短絡させないでください。
電池の扱いや使用については、電池の製造元の指示に従ってください。
バッテリに関する注意と廃棄方法
注意 : 電池を不適切な種類のものと交換すると、電池が破裂する恐れがあります。使用済み電池の廃棄について
は、取扱説明書に従ってください。
リモコン用の電池が寿命になったら、それらを取り出して、環境にやさしい方法で廃棄やリサイク
ルを行うことができる収集場所に持参してください。電池を火中に投下したり、分別せずに一般廃
棄物として捨てたりしないでください。
電池のリサイクルや廃棄の詳細については、http://www.polycom.com/batteries をご参照ください。

セキュリティ通知
各国の国内法および規制によっては、一部のセキュリティオプションを使用できない場合があります。
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著作権情報
©2016 Polycom, Inc. All Rights Reserved.
本書のいかなる部分も、事前に Polycom, Inc. の書面による許可なくいかなる目的にも複製することはで
きません。
Polycom, Inc. は、この製品に含まれるソフトウェアに関するすべての名義、所有権、占有権を保有しま
す。このソフトウェアは、米国の著作権および国際条約規定によって保護されています。

特許情報
付属製品は、米国および諸外国の 1 つ以上の特許権によって保護されているか、Polycom, Inc. による特許
申請中として保護されています。

免責事項
このソフトウェアは「現状有姿」で提供され、その特性に関して明示または黙示のいずれの保証も行われ
ません。このような特性には、特定目的への妥当性および適合性が含まれますが、それらに限定されませ
ん。

商標情報
Polycom®、Polycom ロゴ ( 三角形のデザイン )、および Polycom 製品に関する名称および標章は Polycom,
Inc. の商標またはサービスマークであり、アメリカ合衆国およびその他の国における登録商標または慣習
法上の商標です。
その他すべての商標は、各社が権利を所有します。
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