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起動
SoundStation® IP 5000 は、
ネットワーク
に接続されるとパワーオーバーイーサ
ネット (POE)により⾃動的に電源が⼊
り、
ネットワーク設定が開始されます。
こ
の処理が終了すると、以下の図に⽰す
待機画⾯が表⽰されます。


詳細については、 SoundStation IP 5000
のマニュアルを参照してくださいこ
。の
マニュアルは以下のURLからオンライ
ンで⼊⼿できます。
http://support.polycom.com/voice
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エンドユーザーライセンス、保証、および安全に関する通知
インターネットまたは他の⼿段によって電⼦的にダウンロードさ
れるソフトウェアを含む、
ファームウェアおよびすべてのアップ
デートを含むが、
それに限定されない本製品のソフトウェア 「
( ソフ
トウェア」) は、
使⽤許諾されるものであり、
販売されるものではあ
りません。
本ソフトウェアの全体または⼀部について、いかなる⽅
法においても、
逆コンパイル、
逆アセンブル、
他のリバースエンジニ
アリング、
他のソフトウェア製品への組み込み、
または変更を⾏う
ことは禁じられています。
限定保証。Polycom はエンドユーザー (顧客) に対し、Polycom または正
規販売店から製品を購⼊した⽇付より 1 年間、通常の使⽤および
サービスにおいて本製品およびその材料に⽋陥がないことを保証
します。
Polycom はここで明⽰された保証に基づき、 Polycom の選択と負担によ
り、
⽋陥製品または部品を修理し、
⽋陥製品と交換するのに相当す
る製品または部品を顧客に発送する義務があります。
いずれの選択
も提供できない場合、Polycom は独⾃の裁量により、
⽋陥製品の購⼊⾦
額を顧客に⽀払うものとします。
交換される製品はすべて Polycom の
所有となります。
製品あるいは部品の交換には新品または再⽣部品
が使⽤されます。
Polycom は、交換または修理した製品や部品について、発送⽇より╰に
⽇間または最初の保証期間の残存期間のいずれか⻑い⽅の期間保
証します。Polycom に製品を返却する場合は、
適切に梱包して運賃前払
いで安全に返送する必要があり、
保険付きまたは荷物の追跡が可能
な⽅法で発送することを推奨します。 Polycom は、
返却した製品を受領
するまでの過程で⽣じた損失や損害に対する責任は負いません。
修
理または交換する製品は Polycom が⽋陥製品を受け取ってから 30⽇
の期間内にPolycom の負担で顧客に発送されます。
製品の損害に対す
るリスクは、
顧客の⼿元に届くまでPolycom が保持します。
免責事項。
テストおよび検査の結果、製品の⽋陥または故障が次の
理由である場合、Polycom は上記の保証の制限に基づく責任を負わな
いものとします。
• Polycom のインストール、
操作、
保守の説明に従わなかった場合
• 不正に製品を修理、
変更ま
、たは改変した場合
• 製品を通じて不正に専⽤線通信サービスへアクセスした場合
• 顧客および顧客の管理下にある個⼈が不正使⽤、
悪⽤、
過失⾏為、
削除を⾏った場合
• 第三者による⾏為、
天災、
事故、
⽕災、
落雷、
変電、
停電、
その他の被
害にあった場合
保証の例外事項。Polycom の製品で上記に規定された保証が実施され
なかった場合、顧客は保証の不履⾏について Polycom に製品の修理、
交換、購⼊⾦額の払い戻しを請求することができます。
法律の及ぶ
限り、
上記の保証および救済は限定的であり、
明⽰または暗⽰され
たその他の保証、
条項、
条件において、
商品性の保証、
条項、
条件、
い
かなる⽬的に対する適合性、
満⾜のゆく品質、
保証内容との⼀致、
無
侵害性に代わるものとし、すべては明⽰的に放棄するものとしま
す。Polycom は、
製品の販売、
インストール、
保守、
利⽤に関する法的責
任を他者に負わせたり、
委任したりすることはありません。

サービス規約。
製 品に適⽤されるサービス規約の詳細については、
Polycom 正規販売店にお問い合わせください。
ソフトウェアサポート。 Polycom では、
以下の条件がすべて満たされる
場合に、
製品で動作するソフトウェアのサポートを提供します。
• 製品が保証期間中であり、Polycom サービス契約の適⽤対象である。
• 製品がPolycom 承認パートナーのプラットフォームで動作して
いる。
• 製品のソフトウェアが最新またはその 1 つ前のメジャーバージョ
ンである (ソフトウェアバージョンは ”x.y.z" の形式で表し、最初の 2
つの数字がメジャーバージョンを⽰します)。
ソフトウェアサポートのご依頼は、
製品を購⼊したPolycom 販売店に
お問い合わせください。
限定責任。
法律の及ぶ限り、Polycom および供給者に対して契約や (過
失を含む)不法⾏為、
あらゆる偶発的、
必然的、
間接的、
特殊または懲
罰的損害賠償⾦、
収益または利益の損失、
取引上の損失、
情報または
データの損失、
販売に⽣起または関連したその他の経済的損失、
製
品のインストール、
保守、
利⽤、
パフォーマンス、
故障または障害に
おいて責任を負わないものとしますこ
。れは、Polycom および正規販売
店が以上のような損害の可能性について報告を受けていたとして
も、Polycom の裁量により、
修理、
交換、
購⼊⾦額の払い戻しをする責任
を限定できることになります。
損 害への責任に対する免責条項は、
この中で明記されたいかなる救済⼿段が本来の⽬的を達成できな
かったとしても、
何ら影響を与えるものではありません。
免責事項。
⼀部の国、
州、
地域では暗黙の保証の除外または制限、
消
費者に供給された特定の製品における偶発的、
必然的な損害に対す
る制限、
⼈⾝障害に対する責任の制限を許可しないところがありま
すよ
。って、
上記の制限または排除が限定されることがあります。
暗
黙の保証すべてが排除されない場合は、
適⽤可能な明記された保証
の期間に限定されますこ
。れにより、地域の法律に応じて特定の法
的権利が付与されます。
準拠法こ
。の限定保証および責任の限定は、⽶国カリフォルニア州
および⽶国の法律に準拠します。
ただし、国際私法の原則は排除さ
れます。"国際物品売買条約に関する国連条約0は、
この限定保証お
よび責任の限定に適⽤されないものとします。
国際および汎⽶著作
権条約に基づき無断複写・転載を禁じます。Polycom, Inc.の書⾯によ
る同意なしに、
本書の内容の全体または⼀部を複写、
複製、
送信、
多
⾔語に翻訳、
または他形式に変換することは、
その形式または⽅法
を問わず、
これを禁じます。
Polycom® およびロゴデザインは登録商標
です。SoundStation® IP 5000 はアメリカおよびその他の諸国における
Polycom, Inc.の商標です。
ユーザーまたはその依頼を受けた第三者が、
製品の識別情報、
著作
権表⽰、
その他の通知を削除することは禁じられています。
この製品に含まれるソフトウェアは、
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。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タイトル、
所有権、
占有権を保有し
ます。

安全規制情報。
この機器は、FCC規制のパート15 に準拠しています。
操作は、
以下の 2 条件に従います。
(1)この機器は有害な⼲渉を起こさない。(2)この装置は、誤動作の原
因となる電波障害を含め、
受信した電波障害を許容しなければなら
ないメ
。モ :この装置は、FCC規則のパート15に基づいてテストされ、
クラス B デジタル機器に関する制限に準拠することが認められてい
ます。
これらの制限は、住宅に設置する際に有害な電波障害から適
切に保護することを⽬的としています。
この装置は、無線周波数帯
域のエネルギーを発⽣、
利⽤するものであり、
これを放射する可能
性もあります。
取扱説明書の指⽰に従って設置および利⽤しない場
合、無線通信に有害な電波障害を引き起こすおそれがあります。
た
だし、
特定の設置⽅法において電波障害が発⽣しないという保証は
ありません。
この装置の電源のオン /オフを切り替えることにより、
この装置がラジオやテレビの受信に有害な電波障害をもたらして
いると判断される場合、
ユーザーは電波障害を是正するために次の
対策を講じてください。
• 受信アンテナの向きまたは位置を変えます。
• この装置と受信機の距離を離します。
• 受信機が接続されているものと、別系統のコンセントにこの装置
を接続します。
• 販売代理店または熟練のラジオ/テレビ技術者に相談します。
Polycom, Inc. では、本書の製品にはCEマークが付き、R&TTE指定1999/5/EC
を含むすべてのEU指令に遵守していることを宣⾔します。適合宣⾔の
完全なコピーを取得するには、Polycom Ltd (270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1
4DX, UK) までお問い合わせください。

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、ユーザは機器を操作す
る権利を失う可能性があります。
動作時の周囲条件:動作温度:+41 〜 104°F (5 〜 40°C)、相対湿度:20% 〜
85%、結露なし、保管温度:-22 〜 +131°F (-30 〜 +55°C)。
設置は、
配線に関するあらゆる国内の関連規定に従って⾏う必要が
あります。
L’installation doit être exécutée conformément à tous les règlements nationaux applicable au
ﬁlage électrique.
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。
La prise électrique à laquelle l’appareil est branché doit être installée près de l’équipement et doit
toujours être facilement accessible.
このクラス [B] デジタル機器はカナダ ICES-003 に準拠しています。
Cet appareil numérique de la classe [B] sera conforme à la norme NMB-003 du Canada.

お問い合わせ先

http://www.polycom.com

Polycom 正規販売店にお問い合わせください。

Polycom, Inc. 6001 America Center Drive, San Jose, CA 95002 USA
1725-30955-002 Rev.B

