
MacBook Proの基本 MacBook Proをお使いになる前に
「MacBook Proの基本」ガイドをお読みください。このガイドは、
support.apple.com/ja_JP/manuals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。将来参照できるように、書類
は取っておいてください。

安全性および取り扱い  「この製品についての重要なお知らせ」の「安全
性および取り扱い」のセクションを参照してください。「この製品につい
ての重要なお知らせ」を開くには、メニューバーからアップルメニュー
（）＞「このMacについて」と選択します。次に、「サポート」をクリック 
して「大切な情報」＞「製品についてのお知らせ」と選択してください。

高周波エネルギーの人体への影響  www.apple.com/legal/rfexposure
を参照してください。

内蔵バッテリー  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。バッテリーのリサイクルおよび交換について詳し
くは、www.apple.com/jp/batteries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、大音量で長時間使用しな
いでください。サウンドと聴覚について詳しくは、www.apple.com/
jp/soundを参照してください。
ICおよび FCC準拠基準  このデバイスはカナダ産業省ライセンス免除
RSS基準に準拠しています。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) 本製品が有害な
干渉の原因にならないこと、(2) 本製品が、予想外の動作を引き起こし
かねない干渉を含め、あらゆる干渉を許容すること。

重要：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。

EU準拠基準  Apple Inc.はここに、本デバイスが EU指令 1999/5/EC
の基本要件およびその他の関連条項に適合していることを宣言します。

EU適合宣言書
Български  Apple Inc. декларира, че това MacBook Pro е 
в съответствие със съществените изисквания и другите 
приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.

Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento 
MacBook Pro je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende 
udstyr MacBook Pro overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das MacBook Pro 
in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen 
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
1999/5/EG befinden.

Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see MacBook Pro 
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
日本語 Apple Inc.はここに、このMacBook Proが EU指令 
1999/5/ECの基本要件およびその他の関連条項に適合していることを宣
言します。

Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara que 
este MacBook Pro cumple con los requisitos esenciales y 
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή 
η συσκευή MacBook Pro συμμορφώνεται προς τις βασικές 
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ.

Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil 
MacBook Pro est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Hrvatski  Ovime, Apple Inc., izjavljuje da je ovaj MacBook Pro je 
u usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama 
direktive 1999/5/EC. 

Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki 
MacBook Pro fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi 
ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo 
dispositivo MacBook Pro è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/
CE.

Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka MacBook Pro ierīce atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to 
saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad šis MacBook Pro 
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas.

Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a MacBook Pro 
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan MacBook Pro 
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn 
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel 
MacBook Pro in overeenstemming is met de essentiële eisen 
en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette 
MacBook Pro-apparatet er i samsvar med de grunnleggende 
kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.

Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten MacBook Pro 
są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

MacBook Pro情報

http://support.apple.com/ja_JP/manuals
http://www.apple.com/legal/rfexposure
http://www.apple.com/jp/batteries
http://www.apple.com/jp/sound
http://www.apple.com/jp/sound


Português  Apple Inc. declara que este dispositivo  
MacBook Pro está em conformidade com os requisitos  
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat 
MacBook Pro este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu 
celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da je ta MacBook Pro skladne z 
bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 
1999/5/ES.

Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Pro 
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.

Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Pro 
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja  sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen.

Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna MacBook Pro 
står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG.
EU適合宣言書のコピーは次のWebサイトからオンラインで入手できま
す：www.apple.com/euro/compliance
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。
EC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。

カナダ準拠基準  
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)に準拠しています。

韓国警告基準

대한민국 규정 및 준수

미래창조과학부고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로, 
인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

シンガポール無線認定

台湾基準

警告
本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

日本準拠基準 
VCCIクラス B基準

  

ロシア、カザフスタン、ベラルーシ

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。

http://www.apple.com/euro/compliance
http://www.energystar.gov
http://www.energystar.gov


廃棄とリサイクルに関する情報

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。一部の収集所では製品を無料で引き取っています。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。

Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti:AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Brasil̶Informações sobre descarte e reciclagem 

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem 
ser descartadas no lixo doméstico.Quando decidir descartar 
este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e 
diretrizes ambientais locais.Para informações sobre substâncias 
de uso restricto, o programa de reciclagem da Apple, pontos de 
coleta e telefone de informações, visite  
www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje 

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe 
desecharse con los residuos domésticos.Cuando decida 
desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad 
con las leyes y directrices ambientales locales.Para obtener 
información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos 
de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras 
iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

バッテリーの廃棄に関する情報
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令および
廃棄基準に従ってください。

中国バッテリー基準

台湾バッテリー基準

020-5563-A
EFUP15china充電器の性能

ソフトウェア使用許諾契約
MacBook Proの使用は、次のWebサイトに記載されている 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：www.apple.com/jp/legal/sla

http://www.apple.com/br/environment
http://www.apple.com/la/environment.%20
http://www.apple.com/jp/legal/sla
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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直営店または 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。

http://www.apple.com/jp/legal/warranty/
http://www.apple.com/jp/support/
http://www.apple.com/jp/support/

