
iMac Pro 情報 

iMac Pro の基本
iMac Pro をお使いになる前に、 「iMac Pro の基本」 ガイドをお
読みください。 このガイドは、 help.apple.com/imacpro または
iBooks Store （利用可能な場合） から入手してください。 将来参照で
きるように、 書類は取っておいてください。

安全性と取り扱い
「iMac Pro の基本」 ガイドの 「安全、 取り扱い、 およびサポート」 
を参照してください。

聴覚の損傷を避ける
聴覚の損傷を避けるため、 長期間にわたって大音量で音を聴かないよう
にしてください。 サウンドと聴覚について詳しくは、 www.apple.com/
sound （ラテンアメリカの場合は www.apple.com/la/sound） 
を参照してください。

Apple Magic Mouse 2 のクラス 1 レーザー情報
Apple Magic Mouse 2 はクラス 1 レーザー製品で、 IEC 60825-1 
A1 A2、 21 CFR 1040.10 および 1040.11 （2001 年 7 月 26 日付
けの Laser Notice No. 50 に準ずる逸脱を除く） に準拠しています。

注意 ： このデバイスに改変を加えると、 有害な放射線を浴びる危険性が
あります。 安全のため、 本製品の修理サービスは Apple 正規サービス
プロバイダのみで実施してください。

クラス 1 レーザー製品 CLASS 1 LASER PRODUCT LASER 
KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE  
CLASSE 1

クラス 1 レーザーは、 IEC 60825-1 および 21 CFR 1040 の要件に
より、 合理的に予見できる条件下では安全です。 ただし、 レーザー光線
を人の目に向けて照射しないようにしてください。

警告 ： AC コードには 3 線接地プラグ （第 3 の接地ピンがあるプラグ）
が付いています。 このプラグは接地極付きの AC コンセントにのみ適合し
ます。 コンセントに接地極がないためにプラグをコンセントに差し込めな
い場合は、 有資格の電気技師に問い合わせて、 適切に接地されたコンセ
ントに交換してください。 接地プラグの目的を無効にしないでください。

スカンジナビア諸国接地基準
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

法規制に関する情報
法規証明書の情報はデバイス上で参照できます。 Apple メニュー （）
＞ 「この Mac について」 と選択し、 「サポート」 をクリックします。 
「大切な情報」 をクリックしてから、 「法規証明書」 をクリックします。

FCC 準拠基準
このデバイスは FCC 規則第 15 部に準拠しています。 以下の 2 つの条
件に従って動作します ： （1） このデバイスが有害な電波干渉を発生させ

ることはない、 および （2） このデバイスは、 誤動作を発生させる可能
性のある電波干渉を含め、 受信したあらゆる電波干渉を許容する必要が
ある。

参考 ： 本製品はテスト済みであり FCC 規則第 15 部に規定されたクラ
ス B デジタル機器の制限に準拠していることが確認済みです。 これらの
制限は、 住宅への設置によって生じる有害な干渉からの適切な保護を目
的として規定されています。

この装置は高周波エネルギーを発生、 使用し、 また放射することがある
ため、 指示に従って設置および使用しないと、 無線通信に有害な干渉を
引き起こす可能性があります。 ただし、 干渉が生じないことが保証され
る特別な設置方法はありません。

この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を現に引き起こしてい
る場合 （装置の電源をオン／オフすれば判別できます）、 干渉を防止する
ため以下の 1 つまたは複数の対処方法を試してみることをお勧めします ：
• 受信アンテナの方向または位置を調整する。
• 当該装置を受信装置から遠くに設置する。  
• 当該装置を、 受信装置を接続している回路とは別の回路のコンセントに
接続する。  

• 販売店または経験豊富な無線／テレビ技術者に問い合わせる。

重要 ： Apple の許諾を得ることなく本製品に変更または改変を加える
と、 電磁両立性 （EMC） および無線規格に準拠しなくなり、 製品を操
作するための許諾が取り消されるおそれがあります。  

本製品は、 EMC 準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント間にシー
ルドケーブルが使用されている状況で、 EMC への準拠が実証されていま
す。 ラジオ、 テレビ、 およびその他の電子機器への干渉が発生する可能
性を低減するため、 EMC 準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント
間にシールドケーブルを使用することが重要です。

責任者 （FCC 関連専用のお問い合わせ先） ：
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC 
Cupertino, CA 95014

カナダ ISED 準拠基準
このデバイスはカナダのイノベーション ・ 科学 ・ 経済開発省ライセンス免
除 RSS 基準に準拠しています。 以下の 2 つの条件に従って動作します：
（1） このデバイスが電波干渉を発生させることはない、 および （2） こ
のデバイスは、 誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、 あら
ゆる電波干渉を許容する必要がある。

5150–5250 MHz 周波数帯での通信は、 同一チャネルの移動衛星シ
ステムへの有害な干渉の可能性を軽減するため、 屋内使用に限定されて
います。

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada 

http://help.apple.com/imacpro
http://www.apple.com/sound
http://www.apple.com/sound
http://www.apple.com/la/sound


applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’ exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l’ appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l’ utilisateur de l’ appareil doit accepter 
tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
est susceptible d’ en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour 
une utilisation à l’ intérieur afin de réduire les risques 
de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites 
mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EU 準拠基準 
Apple Inc. は、 この無線デバイスが R&TTE 指令および無線機器指
令 2014/53/EU の必須要件およびその他の関連規定に準拠しているこ
とを宣言します （該当する場合）。

EU 適合宣言書のコピー （デバイスの周波数帯および最大高周波電力を
含む） は、 www.apple.com/euro/compliance から入手できます。

Apple のヨーロッパ本部は Apple Distribution International 
（アイルランド、 コーク市、 Hollyhill Industrial Estate） です。

用途の制限
このデバイスは、 5150–5350 MHz の周波数範囲では屋内のみの使
用に制限されています。

このデバイスは EU で使用できます。

日本 VCCI クラス B 基準

ENERGY STAR® 準拠

ENERGY STAR パートナーである Apple は、 この製品の標準の構成
がエネルギー効率に関する ENERGY STAR ガイドラインを満たすものと
判断しています。 ENERGY STAR プログラムは、 省エネ製品の普及を
推進する電子機器メーカーとのパートナーシップです。 製品のエネルギー
消費の削減によりコストが削減され、 貴重な資源の保全に役立ちます。  

このコンピュータの出荷時には、 電源管理が、 ユーザによる操作が 10 
分間ないとコンピュータがスリープ状態になるように設定されています。
コンピュータのスリープを解除するには、 マウスまたはトラックパッドボタン
をクリックするか、 キーボードのいずれかのキーを押します。  

ENERGY STAR について詳しくは、 www.energystar.gov を参照
してください。

環境向上への取り組み
Apple では、 事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り
小さくするよう取り組んでいます。 詳しくは、 www.apple.com/jp/
environment を参照してください。

廃棄とリサイクルに関する情報

上のマークは、 この製品やバッテリーは家庭廃棄物として廃棄してはいけ
ないことを表します。 この製品やバッテリーを廃棄する際は、 お住まいの
地域の環境に関する条例および基準に従って廃棄してください。 Apple
のリサイクルプログラム、 使用済みパソコンの回収、 規制物質、 およ
びその他の環境に対する取り組みについては、 www.apple.com/jp/
environment を参照してください。

欧州連合—廃棄に関する情報
上記のマークは、 地域法および条例に従って製品やバッテリーを家庭内廃
棄物から分別して廃棄しなければならないことを意味します。 この製品が
寿命に達した場合は、 地方公共団体が指定する収集所にお持ちください。
製品やバッテリーを廃棄するときに分別して収集およびリサイクルすること
で、 天然資源の保全に役立ち、 人類の健康および環境を保護する方法で
確実にリサイクルされます。

内蔵バッテリー 
この周辺機器にはリチウムイオンバッテリーが内蔵されています。 リチウム 
イオンバッテリーはお客様ご自身で交換したり取り外したりしないでくださ
い。 バッテリーが損傷して、 オーバーヒートや負傷の原因になるおそれ
があります。 内蔵バッテリーは Apple または正規サービスプロバイダで
交換してください。 また、 家庭廃棄物とは別にリサイクルまたは廃棄する
必要があります。 Apple のリチウムイオンバッテリーについて詳しくは、
www.apple.com/jp/batteries を参照してください。  

http://www.apple.com/euro/compliance
www.energystar.gov
www.apple.com/jp/environment
www.apple.com/jp/environment
www.apple.com/jp/environment
www.apple.com/jp/environment
http://www.apple.com/jp/batteries


充電器の性能

ソフトウェア使用許諾契約
このコンピュータの使用は、 www.apple.com/jp/legal/sla に記載さ
れている Apple および他社のソフトウェアライセンスの諸条件に同意する
ものとします。

Apple 製品 1 年限定保証の概要
Apple は、 同梱されているハードウェア製品およびアクセサリの素材
および加工について、 お客様の当初の購入日から 1 年間保証します。
Apple は、 通常の使用による摩耗や裂傷、 および事故または誤使用に
よる損傷については保証しません。 サービスを受けるには、 Apple にお
電話いただくか、 Apple Store または Apple 正規サービスプロバイダ
まで製品をお持ちください。 利用可能なサービスのオプションは、 サービ
スを依頼される国によって異なり、 当初販売された国のみに限定される場
合があります。 お客様の所在地によっては、 電話料金および国際配送料
がかかる場合があります。 www.apple.com/jp/legal/warranty/ お
よび www.apple.com/jp/support/ に記載の利用可能なサービスに
ついての契約条件と詳細情報に従い、 お客様からこの保証に基づいた有
効な請求が提出された場合、 Apple は自らの裁量により、 お使いの 
コンピュータの修理、 交換、 払い戻しのいずれかを行います。 保証の利
点は、 お住まいの地域の消費者法に基づく権利に加えて提供されるもの
です。 この保証に基づいた請求を行う際、 ご購入を証明する詳細な書類
等が必要になる場合があります。

オーストラリアにお住まいのお客様 ： Apple の製品には、 オーストラリ
アの消費者法により、 適用外とすることができない保証が付帯されてい
ます。 お客様には、 重大な不具合に対する交換または払い戻し、 およ
び合理的に予測可能なその他のあらゆる損失や損害に対する補償を請
求する権利があります。 お客様には、 製品の品質が許容されるレベルに
達しておらず、 当該不具合が重大な不具合までには至らない場合に、 当
該製品の修理または交換を請求する権利もあります。 Apple Pty Ltd, 
PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

ブラジルにお住まいのお客様 ： お客様には、 各地域の消費者法で定めら
れた権利に加えて、 保証の内容が提供されます。 ただし、 ブラジルの消
費者保護関連法規によって提供される法的保証の文言をすでに包含して
いる 1 年保証の場合は、 この限りではありません。

ラテンアメリカにお住まいのお客様 ： ご不明な点がある場合は、
www.apple.com/la/support でサポートを提供しています。
「iMac Pro の基本」 ガイドは、 support.apple.com/es_LA/
manuals/imacpro または iBooks Store （利用可能な場合） から
ダウンロードしてください。

Apple 
1 Infinite Loop 
Cupertino, CA 95014-2084 
408-996-1010 
www.apple.com
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