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第第第 111 章章章 ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーののの概概概要要要

ここでは、ThinkPad®Wireless Display Adapter (これ以降、『ワイヤレス・ディスプレイ・アダプター』と呼
びます) に関する製品説明、コネクターとコントロールの位置、およびシステム要件を記載します。

製製製品品品説説説明明明
ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターは、ワイヤレス接続を使用してノートブック・コンピューターを
モニターまたはプロジェクターに接続できるようにするMiracast 認定デバイスです。VGA (ビデオ・グラ
フィックス配列)アナログ・モニターとHDMITM (ハイデフィニション・マルチメディア・インターフェー
ス) モニターの両方に対応しています。ワイヤレス接続を使用できない場合は、VGAケーブルを使用し
てコンピューターをワイヤレス・ディスプレイ・アダプターに接続することで、ワークスペースをモ
ニターまたはプロジェクターに拡張できます。

オプション・パッケージには、以下が含まれます。

• ThinkPad Wireless Display Adapter
• AC 電源アダプター
• USB (ユニバーサル・シリアル・バス) 2.0 ケーブル
• 近距離通信 (NFC) タグ
• 保証・保守についての小冊子

注注注：：：NFC タグは、Lenovo® QuickDisplay プログラムと併用するときに使用します。

万一、付属品が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。ご購入を証
明するものと梱包材は保管しておいてください。保証サービスを受ける際にそれらが必要になる場
合があります。

© Copyright Lenovo 2014 1



ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーー上上上のののコココネネネクククタタターーーおおおよよよびびびコココンンントトト
ロロローーールルルののの位位位置置置
次の図は、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプター上のコネクターおよびコントロールの位置の確認
に役立ちます。

Mode

Display

Source

OUT

IN

HDMI

図1. ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの外観図

1 電源インジケーター 2 セキュリティー・ロック・スロット

3 Mode/WPS ボタン 4 電源ボタン

5 マイクロ USB 2.0 コネクター 6 HDMI コネクター

7 ヘッドセット・コネクター 8 VGA 出力コネクター

9 VGA 入力コネクター 10 吊下げスロット

11 マシン・タイプとモデル・ラベル

1 電電電源源源イイインンンジジジケケケーーータタターーー

電源インジケーターは、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの電源状況を示すために使用します。ワ
イヤレス・ディスプレイ・アダプターに電源が供給されると、電源インジケーターは赤色で 5秒間点灯し
ます。ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターがモニターに接続されると、電源インジケーターが約 5秒
間点滅してから、接続が正常に確立されます。

2 セセセキキキュュュリリリテテティィィーーー・・・ロロロッッッククク・・・スススロロロッッットトト

セキュリティー・ロック・スロットは、セキュリティー・ケーブル・ロックによってワイヤレス・ディス
プレイ・アダプターを安全に保護するために使用されます。

注注注：：：セキュリティー・ケーブル・ロックは、オプション・パッケージには含まれていません。必要に応
じて、セキュリティー・ケーブル・ロックを購入してください。

3 Mode/WPSMode/WPSMode/WPS ボボボタタタンンン

『Mode/WPS』ボタンは、ワイヤレス接続の確立、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプター設定の変更、
およびファームウェアの更新を行うために使用します。詳しくは、11 ページの『ワイヤレス・ディスプ
レイ・アダプターの構成』を参照してください。

4 電電電源源源ボボボタタタンンン

電源スイッチは、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの電源をオンまたはオフにするために使
用します。
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5 マママイイイクククロロロ USBUSBUSB 2.02.02.0 コココネネネクククタタターーー

ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターには、AC電源アダプターと USB 2.0 ケーブルが付属していま
す。マイクロUSB 2.0 コネクターは、USB 2.0 ケーブルを使用してAC電源アダプターをワイヤレス・ディ
スプレイ・アダプターに接続するときに使用します。

6 HDMIHDMIHDMI コココネネネクククタタターーー

HDMI コネクターは、HDMI ケーブルを使用して外付け HDMI モニターをワイヤレス・ディスプレ
イ・アダプターに接続するときに使用します。

7 ヘヘヘッッッドドドセセセッッットトト・・・コココネネネクククタタターーー

ヘッドセット・コネクターは、ヘッドセットまたはスピーカーを接続するために使用されます。

8 VGAVGAVGA 出出出力力力コココネネネクククタタターーー

VGA 出力コネクターは、VGA ケーブルを使用して外付け VGA モニターをワイヤレス・ディスプレ
イ・アダプターに接続するときに使用します。

注注注：：：HDMI コネクターとVGA出力コネクターを同時に使用することはできません。両方が接続されてい
る場合は、VGA 出力コネクターのみ機能します。

9 VGAVGAVGA 入入入力力力コココネネネクククタタターーー

VGA入力コネクターは、VGAケーブルを使用してノートブック・コンピューターをワイヤレス・ディス
プレイ・アダプターに接続するときに使用します。ノートブック・コンピューターをワイヤレス・ディス
プレイ・アダプターに接続するには、ワイヤレス接続またはVGA入力コネクターを使用します。

注注注：：：複数台のノートブック・コンピューターで、ワイヤレス接続とVGA入力コネクターを同時に使用す
ることはお勧めできません。同時に使用すると、VGA入力コネクターに接続されたノートブック・コン
ピューターの画面だけがモニターに表示されます。

10 吊吊吊下下下げげげスススロロロッッットトト

吊下げスロットは、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを 2 本のねじで壁に掛けるために使用
されます。

注注注：：：ねじはオプション・パッケージに同梱されていません。必要に応じて、ねじを2本購入してください。

11 マママシシシンンン・・・タタタイイイプププとととモモモデデデルルル・・・ラララベベベルルル

マシン・タイプとモデル・ラベルにより、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを識別します。Lenovo
のサポートを受ける場合に、マシン・タイプとモデルの情報は、技術担当者がお客様のワイヤレス・ディ
スプレイ・アダプターを特定して迅速なサービスをご提供するのに役立ちます。

シシシススステテテムムム要要要件件件
ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを取り付ける前に、ご使用のノートブック・コンピューターに以
下のいずれかのオペレーティング・システムがインストールされていることを確認してください。

• Microsoft® Windows® 7 (32 ビットまたは 64 ビット)
• Microsoft Windows 8 (32 ビットまたは 64 ビット)
• Microsoft Windows 8.1 (32 ビットまたは 64 ビット)
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ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターのハードウェアまたはソフトウェアの要件は、オペレーティン
グ・システムによって異なります。ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを取り付ける前に、ご使用の
ノートブック・コンピューターが、インストール済みのオペレーティング・システムの特定のハードウェ
アまたはソフトウェアの要件を満たしていることを確認してください。

• WindowsWindowsWindows 777 ののの場場場合合合: ご使用のノートブック・コンピューターで、以下の項目のいずれかを使用できる
ことを確認してください。

– Intel® Wireless Display (Intel WiDi) バージョン 4.2.29 以降
– Lenovo QuickDisplay (一部のモデルでのみサポート)
– VGA コネクター

• WindowsWindowsWindows 888 ののの場場場合合合: ご使用のノートブック・コンピューターで、以下の項目のいずれかを使用できる
ことを確認してください。

– Intel WiDi バージョン 4.2.29 以降
– VGA コネクター

• WindowsWindowsWindows 8.18.18.1 ののの場場場合合合:

– Windows 8.1 オペレーティング・システムが初期インストールされている場合、ワイヤレス・ディス
プレイ・アダプターの使用に関するハードウェアおよびソフトウェアの要件はありません。

– Windows 8.1 オペレーティング・システムがWindows 8 オペレーティング・システムから更新したも
のである場合は、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを使用できない可能性があります。その
理由の 1つとして、ノートブック・コンピューターにMiracast ドライバーがインストールされていな
いことが考えられます。ノートブック・コンピューターにMiracast ドライバーをインストールする
ことで問題を解決できるかどうかについては、Lenovo サポートまでお問い合わせください。

注注注：：：NFCリーダーを備えたノートブック・コンピューター・モデルでは、Lenovo QuickDisplay 2.0でNFC
タグを使用することで、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターに簡単にワイヤレス接続できます。

ワイヤレス接続の機能性は、ドライバーとソフトウェアのバージョンによって左右されます。ノート
ブック・コンピューターがシステム要件を満たしている場合は、次のソフトウェアまたはドライバー
も最新であることを確認することが重要です。

• Lenovo QuickDisplay
• Intel グラフィックス・ドライバー
• Intel ワイヤレス・ドライバー
• Intel WiDi ソフトウェア
• Basic input/output system (BIOS)

Lenovo QuickDisplay プログラムを更新する必要がある場合は、以下の Lenovo サポートWeb サイトにアク
セスしてください。
http://www.lenovo.com/support/WDA

Intel グラフィックス・ドライバー、Intel ワイヤレス・ドライバー、および Intel WiDi ソフトウェアを更新
する必要がある場合は、次のいずれかを実行します。

• こられのドライバーとソフトウェアを自動的に更新するには、Intel WiDi 更新ツールを使用します。
Intel WiDi 更新ツールは、Intel サポートか Lenovo サポート (http://www.lenovo.com/support/WDA) か
らダウンロードしてインストールできます。

• Intel グラフィックス・ドライバー、Intel ワイヤレス・ドライバー、および Intel WiDi ソフトウェア
を手動で更新するには、次のようにします。
1. Intel グラフィックス・ドライバーを Lenovo サポートWeb サイト (http://www.lenovo.com/support) か

らダウンロードして更新します。ノートブック・コンピューターのタイプとモデルに応じて、適切
なドライバーのバージョンは異なる場合があります。
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2. Intel ワイヤレス・ドライバーを Lenovo サポートWeb サイト (http://www.lenovo.com/support) からダ
ウンロードして更新します。ノートブック・コンピューターのタイプとモデルに応じて、適切なド
ライバーのバージョンは異なる場合があります。

注注注意意意：：：Intel グラフィックス・ドライバーと Intel ワイヤレス・ドライバーは、Intel サポートWeb サイトから
ダウンロードして更新しないでください。Intel サポートWeb サイトにあるドライバーは、Lenovo でテスト
されていません。使用すると、予期しない問題が発生するおそれがあります。

3. Intel WiDiソフトウェアを IntelサポートかLenovoサポートWebサイト (http://www.lenovo.com/support)
からダウンロードして更新します。

注注注：：：Intel WiDi ソフトウェアの更新版をインストールする前に、Basic Input/Output System (BIOS)
コード設定でグラフィック・カードとして『IntegratedIntegratedIntegrated GraphicsGraphicsGraphics』が選択されていることを確認
します。BIOS 設定にアクセスする手順については、コンピューターに付属のユーザー・ガ
イドを参照してください。

第 1 章 . ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの概要 5
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第第第 222 章章章 ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーののの接接接続続続

ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを外付けモニターに接続するには、次のようにします。
1. ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを平らな場所に置くか、次の図に示すように壁に掛けます。

図2. ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを壁に掛ける

2. オプション・パッケージからAC電源アダプターとUSB 2.0 ケーブルを取り出します。
3. モニターの電源がオフになっていることを確認します。ワイヤレス・ディスプレイ・アダプター

を USB 2.0 ケーブルで AC 電源アダプターに接続します。次に、AC 電源アダプターを電源コンセ
ントに接続します。

Dis pla y

OUT

S ource

IN

HDMI

図3. ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを電源コンセントに接続する
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4. ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを HDMI ケーブルまたは VGA ケーブルでモニターに接
続します。

HDMI

Dis p la y

OUT

S ource

IN
HDMI

図4. ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを HDMI ケーブルでモニターに接続する

Dis pla y

OUT

S ource

IN
HDMI

図5. ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを VGA ケーブルでモニターに接続する
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5. ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの電源スイッチをオンの位置にスライドします。次に、モニ
ターの電源をオンにします。

図6. ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの電源スイッチをオンの位置にスライドする

6. 接続したケーブルのタイプ (HDMI ケーブルまたは VGAケーブル) に応じて、画面上でモニターの
ソースを選択します。電源インジケーターが約 5秒間点滅します。モニターにスプラッシュ画面が
表示されるまで待ちます。これでワイヤレス・ディスプレイ・アダプターが使用できるようにな
り、電源インジケーターは赤色で点灯します。

第 2 章 . ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの接続 9
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第第第 333 章章章 ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーののの使使使用用用

このトピックでは、以下について説明します。

• 11 ページの『ノートブック・コンピューターのワイヤレス・ディスプレイ・アダプターへの接続』
• 11 ページの『ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの構成』
• 12 ページの『ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターのファームウェア更新』
• 13 ページの『Lenovo QuickDisplay での NFC タグの使用』
• 14 ページの『DLNA テクノロジーによる、Windows Media Player でのワイヤレス・ディスプレイ・

アダプターの使用』

ノノノーーートトトブブブッッッククク・・・コココンンンピピピュュューーータタターーーのののワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププ
タタターーーへへへののの接接接続続続
以前に、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターをノートブック・コンピューターに接続したことがある
場合、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターはプロジェクター・リストに表示されます。ワイヤレス・
ディスプレイ・アダプターをクリックします。すると、接続が自動的に確立されます。ノートブック・コ
ンピューターをワイヤレス・ディスプレイ・アダプターに初めて接続する場合は、次のようにします。

• WindowsWindowsWindows 777 おおおよよよびびびWindowsWindowsWindows 888 ののの場場場合合合:
1. Intel WiDi プログラムまたは Lenovo QuickDisplay プログラムを起動します。
2. 『Intel WiDi』ウィンドウまたは『Lenovo QuickDisplay』ウィンドウで、ネットワーク・リストにあ

る『ワイヤレス・ディスプレイ・アダプター』アイコンをクリックします。このワイヤレス・ディ
スプレイ・アダプターは、モニター画面に表示される名前で識別できます。

3. プロンプトが表示されたら、モニター画面に表示される個人識別番号 (PIN) コードを入力するか、
またはワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの左側にある『Mode/WPS』ボタンを押します。接
続が確立され、ノートブック・コンピューターの画面がモニターに表示されます。ワイヤレス・
ディスプレイ・アダプターからノートブック・コンピューターの接続を解除するには、『Intel
WiDi』ウィンドウまたは『Lenovo QuickDisplay』ウィンドウで、ワイヤレス・ディスプレイ・ア
ダプターのアイコンの下にある『切切切断断断』をクリックします。

• WindowsWindowsWindows 8.18.18.1 ののの場場場合合合:
1. ポインターを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。
2. ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを検索するには、『『『デデデバババイイイススス』』』➙➙➙『『『プププロロロジジジェェェクククトトト』』』➙➙➙

『『『ワワワイイイヤヤヤレレレスススデデディィィスススプププレレレイイイののの追追追加加加』』』をクリックします。
3. 検索結果で、目的のワイヤレス・ディスプレイ・アダプターをクリックします。このワイヤレス・

ディスプレイ・アダプターは、モニター画面に表示される名前で識別できます。
4. プロンプトが表示されたら、モニター画面に表示される PINコードを入力するか、またはワイヤレ

ス・ディスプレイ・アダプターの左側にある『Mode/WPS』ボタンを押します。接続が確立され、
ノートブック・コンピューターの画面がモニターに表示されます。ノートブック・コンピューター
とワイヤレス・ディスプレイ・アダプターとの接続を解除するには、『『『デデデバババイイイススス』』』➙➙➙『『『プププロロロジジジェェェ
クククトトト』』』 ➙➙➙『『『切切切断断断』』』の順にクリックします。

ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーののの構構構成成成
ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの設定は、2つのモードで構成できます。

• ManageAP モード (推奨)
• リカバリー・モード (ManageAP モードで設定を構成できない場合の代替方法)
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ManageAPManageAPManageAP モモモーーードドド

ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの設定をManageAP モードで構成するには、次のようにします。
1. ノートブック・コンピューターをWi-Fi 接続でワイヤレス・ディスプレイ・アダプターに接続しま

す。このワイヤレス・ディスプレイ・アダプターは、モニター画面の右下に表示されるManageAP
SSID 名で識別することができます。パスワードは必要ありません。

2. Web ブラウザーを開き、アドレス・バーに『192.168.16.1』と入力します。ワイヤレス・ディスプレ
イ・アダプターを設定するWeb ページが表示されます。

3. アカウント名とパスワードを入力し、OKOKOKをクリックします。デフォルトでは、アカウント名と
パスワードは両方とも admin です。

4. 必要に応じて、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの設定を構成します。

リリリカカカバババリリリーーー・・・モモモーーードドド

ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの設定をリカバリー・モードで構成するには、次のようにします。
1. スプラッシュ画面が表示されるまで『Mode/WPS』ボタンを押し続けます。
2. ノートブック・コンピューターをWi-Fi 接続でワイヤレス・ディスプレイ・アダプターに接続しま

す。ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターは、モニター画面に表示されるWi-Fi-Video-ReceiverWi-Fi-Video-ReceiverWi-Fi-Video-Receiver 名で
識別できます。パスワードは必要ありません。

3. Web ブラウザーを開き、アドレス・バーに『192.168.16.1』と入力します。ワイヤレス・ディスプレ
イ・アダプターを設定するWeb ページが表示されます。

4. アカウント名とパスワードを入力し、OKOKOKをクリックします。デフォルトでは、アカウント名と
パスワードは両方とも admin です。

5. 必要に応じて、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの設定を構成します。

ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーのののフフファァァーーームムムウウウェェェアアア更更更新新新
ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターのファームウェアを更新するには、次のようにします。

注注注：：：ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターのファームウェアの更新中は、ワイヤレス・ディスプレイ・
アダプターとノートブック・コンピューターの両方を電源コンセントに接続してください。
1. 以下のWebサイトから最新のファームウェアをご使用のノートブック・コンピューターにダウンロー

ドします。
http://www.lenovo.com/support/WDA

注注注：：：ManageAP モードおよびリカバリー・モードでは、ファームウェア・バージョンは異なります。
適切なファームウェア・バージョンをダウンロードしてください。

2. ノートブック・コンピューターをWi-Fi 接続でワイヤレス・ディスプレイ・アダプターに接続しま
す。ManageAP モードかリカバリー・モードで接続を確立できます。詳しくは、11 ページの『ワイヤ
レス・ディスプレイ・アダプターの構成』を参照してください。

3. Web ブラウザーを開き、アドレス・バーに『192.168.16.1』と入力します。ワイヤレス・ディスプ
レイ・アダプターを設定するWeb ページが表示されます。次に『フフファァァーーームムムウウウェェェアアア』タブをクリッ
クします。

4. 『新新新しししいいいフフファァァーーームムムウウウェェェアアア』フィールドの近くにある『参参参照照照』をクリックして、ダウンロードした
ファームウェアを選択します。

5. 『新新新しししいいいフフファァァーーームムムウウウェェェアアアのののアアアッッップププロロローーードドド』をクリックします。次に、画面の指示に従って、ワイヤレ
ス・ディスプレイ・アダプターのファームウェアを更新します。

ManageAP モードでワイヤレス・ディスプレイ・アダプターのファームウェアを更新できない場合は、
リカバリー・モードでファームウェアを更新するか、またはワイヤレス・ディスプレイ・アダプター
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をデフォルト設定にリセットします。ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターをデフォルト設定にリ
セットするには、次のようにします。
1. Web ブラウザーを開き、アドレス・バーに『192.168.16.1』と入力します。ワイヤレス・ディスプレ

イ・アダプターを設定するWeb ページが表示されます。次に基基基本本本設設設定定定タブをクリックします。
2. 『デデデフフフォォォルルルトトト設設設定定定ににに戻戻戻すすす』をクリックします。ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターが自動的に再起

動します。そして、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターがデフォルト設定にリセットされます。

LenovoLenovoLenovo QuickDisplayQuickDisplayQuickDisplay でででののの NFCNFCNFC タタタグググののの使使使用用用
NFCタグは、ノートブック・コンピューターとワイヤレス・ディスプレイ・アダプター間で無線通信を素
早く便利に確立するために使用されます。NFCタグは、一度に 1つの特定のワイヤレス・ディスプレイ・
アダプターにのみ割り当てることができます。

注注注：：：NFC タグがサポートされているのは、Windows 7 と Windows 8.1 オペレーティング・システム
だけです。

NFC タグを使用する前に、ご使用のノートブック・コンピューターに以下の項目がインストールさ
れていることを確認してください。

• NFC リーダー
• Lenovo QuickDisplay 1.2 (Windows 7 用)
• Lenovo QuickDisplay 2.0 (Windows 8.1 用)

注注注：：：

• Lenovo QuickDisplay プログラムは、特定のコンピューター・モデルでサポートされています。Lenovo
QuickDisplayプログラムをご使用のノートブック・コンピューターにインストールできるかどうかを確認
するには、Lenovo サポートWeb サイト (http://www.lenovo.com/support/WDA) にアクセスしてください。

• ノートブック・コンピューターに Lenovo QuickDisplay 2.0 をインストールする場合は、ご使用のコ
ンピューターに NFC リーダーが装備されていることを確認してください。装備されていないと
インストールできません。

NFCタグを使用して、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターとノートブック・コンピューター間で接続
を確立するには、次のようにします。

WindowsWindowsWindows 777 ののの場場場合合合:
1. Lenovo QuickDisplay プログラムを起動します。
2. ノートブック・コンピューターの NFC リーダーにある NFC タグをスキャンします。
3. プロンプトが表示されたら、『Mode/WPS』ボタンを押すか、モニター画面に表示される PIN コード

を入力します。すると、接続が自動的に確立されます。

注注注：：：以前に、ノートブック・コンピューターをワイヤレス・ディスプレイ・アダプターに接続したことが
ある場合は、NFC リーダーにあるNFC タグをスキャンした後に、接続が自動的に確立されます。

WindowsWindowsWindows 8.18.18.1 ののの場場場合合合:
1. ノートブック・コンピューターの NFC リーダーにある NFC タグをスキャンします。
2. プロンプトが表示されたら、『Mode/WPS』ボタンを押すか、モニター画面に表示される PIN コード

を入力します。すると、接続が自動的に確立されます。

注注注：：：

• 以前に、ノートブック・コンピューターをワイヤレス・ディスプレイ・アダプターに接続したこと
がある場合は、ノートブック・コンピューターの NFC リーダーにある NFC タグをスキャンした後
に、接続が自動的に確立されます。
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• ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの名前を変更してから NFC タグをスキャンした場合は、
Lenovo QuickDisplay 2.0 で NFC タグの名前を変更してください。

DLNADLNADLNA テテテクククノノノロロロジジジーーーににによよよるるる、、、WindowsWindowsWindows MediaMediaMedia PlayerPlayerPlayer でででのののワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィススス
プププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーののの使使使用用用
ご使用のノートブック・コンピューター (Windows 7 オペレーティング・システムを搭載) に Intel WiDi プ
ログラムがインストールされていなくても、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターでモニター上にノー
トブック・コンピューターの画面を表示したいと思うことがあると思います。このようなときは、デジタ
ル・リビング・ネットワーク・アライアンス (DLNA) テクノロジーを利用して、ワイヤレス・ディスプ
レイ・アダプターをWindows Media Player で使用することができます。ワイヤレス・ディスプレイ・
アダプターは、デジタル・メディア・レシーバー (DMR) として使用することができ、指示されたコン
テンツを渡します。DLNA は、ネットワークを介して複数台のマルチメディア・デバイス間でデジタ
ル・メディア情報を共有するための業界規格です。DLNA は、Windows 7 オペレーティング・システム
で、Windows Media Player に対応できることが確認されています。

Windows 7 オペレーティング・システム上で、DLNA テクノロジーを利用してワイヤレス・ディスプレ
イ・アダプターをWindows Media Player で使用するには、次のようにします。
1. ノートブック・コンピューターをワイヤレス・ディスプレイ・アダプターに接続します。次に、

Windows Media Player プログラムを起動します。
2. 『ススストトトリリリーーームムム』メニューから、『メメメデデディィィアアアススストトトリリリーーーミミミンンングググををを有有有効効効にににすすするるる』を選択します。する

と、ノートブック・コンピューターのメディア・ストリーミング・オプションを選択するように
指示されます。

3. 『メメメデデディィィアアアススストトトリリリーーーミミミンンングググををを有有有効効効にににすすするるる』をクリックして、デバイス・リストを表示します。
4. 『デデデジジジタタタルルルメメメデデディィィアアア受受受信信信機機機』フィールドにある『許許許可可可』をクリックします。その後、『OKOKOK』

をクリックします。
5. 表示するビデオまたは画像を右クリックし、『『『リリリモモモーーートトト再再再生生生』』』➙➙➙『『『デデデジジジタタタルルルメメメデデディィィアアア受受受信信信機機機』』』をク

リックします。ビデオまたは画像がモニターに表示されます。
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第第第 444 章章章 よよよくくくあああるるる質質質問問問ととと答答答えええ
ここでは、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを快適にご使用いただくためのヒントを紹介します。

ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーでででははは、、、どどどのののバババーーージジジョョョンンンののの IntelIntelIntel WiDiWiDiWiDi ををを使使使用用用すすするるる必必必要要要がががああありりりままますすすかかか???

Intel WiDi バージョン 4.2.29 以降を使用してください。

ノノノーーートトトブブブッッッククク・・・コココンンンピピピュュューーータタターーーをををWi-FiWi-FiWi-Fi ネネネッッットトトワワワーーークククとととワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーににに同同同時時時ににに
接接接続続続すすするるるここことととはははででできききままますすすかかか???

ノートブック・コンピューターをWi-Fi ネットワークに接続してから、ワイヤレス・ディスプレイ・アダ
プターに接続してください。

最最最新新新ののの IntelIntelIntel グググラララフフフィィィッッックククススス・・・ドドドララライイイバババーーー、、、IntelIntelIntel ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・ドドドララライイイバババーーー、、、おおおよよよびびび IntelIntelIntel WiDiWiDiWiDi ソソソフフフトトトウウウェェェ
アアアはははどどどこここでででダダダウウウンンンロロローーードドドででできききままますすすかかか???

最新の Intel グラフィックス・ドライバー、Intel ワイヤレス・ドライバー、および Intel WiDi ソフトウェア
は、http://www.lenovo.com/support でダウンロードできます。コンピューターに適したバージョンは、お使
いのノートブック・コンピューターのタイプとモデルに応じて異なる場合があります。

ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーののの設設設定定定ペペペーーージジジにににあああるるる『『『AutoAutoAuto PBCPBCPBC』』』とととははは、、、どどどううういいいううう意意意味味味ででですすすかかか???

『AutoAutoAuto PBCPBCPBC』ラベルを有効にすると、『Mode/WPS』ボタンを押す必要がなくなるか、ノートブック・
コンピューターをワイヤレス・ディスプレイ・アダプターに初めて接続するときに PIN コードを入力
する必要がなくなります。

ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーははは、、、高高高帯帯帯域域域幅幅幅デデデジジジタタタルルル・・・コココンンンテテテンンンツツツ保保保護護護 (HDCP)(HDCP)(HDCP) テテテクククノノノロロロ
ジジジーーーででで使使使用用用ででできききままますすすかかか???

はい。HDMI モニター対応の HDCP 改訂版 2.0 および HDCP 改訂版 2.1 で使用できます。

ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーののの最最最大大大解解解像像像度度度はははいいいくくくつつつででですすすかかか???

ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの最大解像度は、毎秒 30 フレーム (30 FPS) で 1920 x 1080
ピクセルです。

こここのののワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーでででははは、、、どどどのののよよようううなななワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・セセセキキキュュュリリリテテティィィーーー機機機能能能をををサササ
ポポポーーートトトしししててていいいままますすすかかか???

このワイヤレス・ディスプレイ・アダプターでは、Wi-Fi プロテクト・アクセス II (WPA2) やキー・サイズ
が 128 ビットの Advanced Encryption (AES) をサポートしています。

ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーででで使使使用用用ささされれれるるるHDMIHDMIHDMI コココネネネクククタタターーーははは何何何ででですすすかかか???

HDMI 1.3 コネクターです。

ワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーののの出出出力力力電電電源源源ははは何何何ででですすすかかか???

ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターは、マイクロUSB コネクターを介して電力を出力します。電源
出力仕様は、以下の通りです。
5 ボルト、1 アンペア
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第第第 555 章章章 問問問題題題判判判別別別
この章では、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターのトラブルシューティング情報について記載し
ます。ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを使用しているときに以下の問題が発生した場合は、
該当する回答を参照してください。

• ノノノーーートトトブブブッッッククク・・・コココンンンピピピュュューーータタターーーににに IntelIntelIntel WiDiWiDiWiDi ソソソフフフトトトウウウェェェアアアをををイイインンンススストトトーーールルルででできききままませせせんんん。。。

この問題を解決するには、次のように行います。
1. ご使用のノートブック・コンピューターが、

http://supportkb.intel.com/wireless/wireless-display/templates/selfservice/intelwidi/#portal/1026/article/2511 に
記載されている Intel WiDi のシステム要件を満たしているかどうかを確認します。

2. ノートブック・コンピューターにインストールされている以下のドライバーが最新かどうか
を確認します。

– Intel グラフィックス・ドライバー
– Intel ワイヤレス・ドライバー

3. BIOS 設定で、グラフィック・カードとして『IntegratedIntegratedIntegrated GraphicsGraphicsGraphics』が選択されているかどうかを確
認します。BIOS 設定にアクセスする手順については、コンピューターに付属のユーザー・ガ
イドを参照してください。

問題が解決しない場合は、Lenovo に連絡してテクニカル・サポートを受けてください。
• ノノノーーートトトブブブッッッククク・・・コココンンンピピピュュューーータタターーーにににRealtekRealtekRealtek Wi-FiWi-FiWi-Fi ドドドララライイイバババーーーはははイイインンンススストトトーーールルルささされれれててていいいてててももも、、、IntelIntelIntel WiDiWiDiWiDi

のののシシシススステテテムムム要要要件件件ををを満満満たたたすすすここことととがががででできききままませせせんんん。。。

• ご使用のノートブック・コンピューターのオペレーティング・システムに応じて、次のようにして
ください。

– WindowsWindowsWindows 777 ののの場場場合合合: Lenovo QuickDisplay プログラムをインストールします。Lenovo QuickDisplay プ
ログラムは、ノートブック・コンピューターの特定のモデルでサポートされています。Lenovo
QuickDisplay プログラムをご使用のノートブック・コンピューターにインストールできるかどう
かを確認するには、Lenovo サポートWeb サイト (http://www.lenovo.com/support/WDA) にアクセス
してください。

– WindowsWindowsWindows 888 ののの場場場合合合: オペレーティング・システムを Windows 8.1 に更新します。次に、
http://www.lenovo.com/support で、グラフィック・ドライバーと Realtek ドライバーを最新バージョン
に更新します。

– WindowsWindowsWindows 8.18.18.1 ののの場場場合合合: http://www.lenovo.com/support で、グラフィック・ドライバーと Realtek ドライ
バーを最新バージョンに更新します。

• 最最最新新新ののの IntelIntelIntel WiDiWiDiWiDi ソソソフフフトトトウウウェェェアアアををを使使使用用用しししてててももも、、、ノノノーーートトトブブブッッッククク・・・コココンンンピピピュュューーータタターーーをををワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププ
レレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーににに接接接続続続ででできききままませせせんんん。。。

この問題を解決するには、次のように行います。
1. Intel グラフィックス・ドライバーとWi-Fi ドライバーが最新であることを確認します。
2. ノートブック・コンピューターのデバイス・リストから、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプター

を削除します。次に、ノートブック・コンピューターを再起動します。
3. 次のような状況が生じると、動的電波周波数選択 (DFS) の問題が発生することがあります。

どのWi-Fi ネットワークにも接続していないのに、ノートブック・コンピューターをワイヤレス・
ディスプレイ・アダプターに接続できる。ノートブック・コンピューターがWi-Fi ネットワークに
接続されると、接続が停止する。
この問題を解決するには、次の DFS 問題を解決するためのトラブルシューティング・ヒントを
参照してください。

• DFSDFSDFS 問問問題題題ががが発発発生生生しししままましししたたた。。。
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DFS 問題を解決するには、次のようにします。
1. IT 管理サポートに連絡して、アクセス・ポイントを 2.4 GHz 帯域のWi-Fi チャネルでまたは 5

GHz 帯域の非 DFS チャネルで設定します。
2. 次のようにして、2.4 GHz 帯域のWi-Fi チャネルを使用するようにノートブック・コンピュー

ターを設定します。
a. 『デデデバババイイイスススマママネネネーーージジジャャャ』ウィンドウを開きます。
b. ノートブック・コンピューターのネットワーク・アダプターを右クリックします。次に、

『『『プププロロロパパパテテティィィ』』』をクリックします。
c. 『プププロロロパパパテテティィィ』フィールドで、『優優優先先先バババンンンドドド』を選択します。次に、『値値値』メニューから『優優優

先先先 2.42.42.4 GHzGHzGHz バババンンンドドド』を選択します。DFS 問題が解決します。
• WindowsWindowsWindows 8.18.18.1 オオオペペペレレレーーーテテティィィンンングググ・・・シシシススステテテムムムででで、、、ノノノーーートトトブブブッッッククク・・・コココンンンピピピュュューーータタターーーをををワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププ

レレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーににに接接接続続続ででできききままませせせんんん。。。

Windows 8.1 オペレーティング・システムが初期インストールされておらず、Windows 8 オペレーティ
ング・システムから更新した場合は、オペレーティング・システムにMiracast ドライバーがない可能性
があります。ノートブック・コンピューターにMiracast ドライバーをインストールすることで問題を解
決できるかどうかを確認するには、Lenovo サポートまでお問い合わせください。

• ノノノーーートトトブブブッッッククク・・・コココンンンピピピュュューーータタターーーととと、、、以以以前前前ににに接接接続続続しししたたたここことととがががあああるるるワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーー
とととののの間間間でででワワワイイイヤヤヤレレレススス接接接続続続ををを確確確立立立ででできききままませせせんんん。。。

ご使用のノートブック・コンピューターのオペレーティング・システムに応じて、次のようにして
ください。

– WindowsWindowsWindows 777 ののの場場場合合合:
1. 『『『コココンンントトトロロローーールルルパパパネネネルルル』』』➙➙➙『『『デデデバババイイイスススとととプププリリリンンンタタターーー』』』の順にクリックします。次に、デバイ

ス・リストでワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを削除します。
2. ノートブック・コンピューターをワイヤレス・ディスプレイ・アダプターにもう一度接続

します。
– WindowsWindowsWindows 888 おおおよよよびびびWindowsWindowsWindows 8.18.18.1 ののの場場場合合合:

1. ポインターを画面の右上または右下に移動してチャームを表示します。
2. 『『『設設設定定定』』』➙➙➙『『『PCPCPC設設設定定定ののの変変変更更更』』』➙➙➙『『『PCPCPCとととデデデバババイイイススス』』』➙➙➙『『『デデデバババイイイススス』』』の順にクリックします。

次に、プロジェクター・リストでワイヤレス・ディスプレイ・アダプターを削除します。
3. ノートブック・コンピューターをワイヤレス・ディスプレイ・アダプターにもう一度接続

します。
• 外外外付付付けけけモモモニニニタタターーーやややプププロロロジジジェェェクククタタターーーのののデデディィィスススプププレレレイイイががが大大大きききすすすぎぎぎるるるかかか小小小さささすすすぎぎぎままますすす。。。

外付けモニターまたはプロジェクターのディスプレイが大きすぎるか小さすぎるときは、ディスプレイ
のサイズを調整します。Intel WiDi プログラムを起動し、『『『設設設定定定』』』➙➙➙『『『画画画像像像とととサササウウウンンンドドド』』』➙➙➙『『『トトトリリリ
ミミミンンングググののの調調調整整整』』』の順にクリックします。サイズを 0 (最小) ～ 15 (最大) の間で選択して、ディスプ
レイを調整します。

• 外外外付付付けけけモモモニニニタタターーーやややプププロロロジジジェェェクククタタターーー上上上ででで、、、デデディィィスススプププレレレイイイがががぼぼぼやややけけけるるるかかか、、、ポポポイイインンンタタターーーののの速速速度度度ががが遅遅遅いいいででですすす。。。

ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターでは、帯域幅が高いWi-Fi ネットワークが必要とされるため、
次のいずれかがこの問題の原因として考えられます。

– ノートブック・コンピューターに装備されているのがシングル・バンドWi-Fi モジュールである。こ
のモジュールは、ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターには適していません。ノートブック・
コンピューターを VGA ケーブルでワイヤレス・ディスプレイ・アダプターの VGA 入力コネク
ターに接続するか、またはデュアル・バンドWiFi ネットワークをサポートする別のノートブッ
ク・コンピューターに変更します。

– ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターが 2.4 GHz 帯域で占めているチャネルで混雑状態が発生し
た。ワイヤレス・ディスプレイ・アダプターと同じチャネルを使用している他のデバイスが存在す
る可能性があります。2.4 GHz 帯域か 5 GHz 帯域で別のチャネルを使用できます。
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• ノノノーーートトトブブブッッッククク・・・コココンンンピピピュュューーータタターーーををを 555 GHzGHzGHz帯帯帯域域域のののみみみででで接接接続続続すすするるるよよようううににに設設設定定定しししたたたららら、、、Wi-FiWi-FiWi-Fi ネネネッッットトトワワワーーークククののの
リリリススストトトにににワワワイイイヤヤヤレレレススス・・・デデディィィスススプププレレレイイイ・・・アアアダダダプププタタターーーががが表表表示示示ささされれれなななくくくなななりりりままましししたたた。。。

ノートブック・コンピューターで2.4 GHz帯域と5GHz帯域の両方を使用するように設定してください。
• DLNADLNADLNAデデデバババイイイススス間間間ででで一一一部部部のののデデデジジジタタタルルル・・・メメメデデディィィアアアををを共共共有有有ででできききままませせせんんん。。。

DLNA では、デジタル・メディア・フォーマットをサポートできません。

第 5 章 . 問題判別 19
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付付付録録録 AAA サササーーービビビスススおおおよよよびびびサササポポポーーートトト

以下は、ご使用製品の保証期間中または存続期間中に有効な技術サポートの説明です。Lenovo 保証条件
の詳しい説明については、Lenovo 保証規定を参照してください。

オオオンンンララライイインンン技技技術術術サササポポポーーートトト
オンライン技術サポートは、製品の存続期間中に以下のサイトから入手できます。
http://www.lenovo.com/support

製品取り換えの援助または欠陥のあるコンポーネントの交換も、保証期間中は可能です。さらに、オプ
ションが Lenovo コンピューターにインストール済みの場合は、機械設置場所でサービスを受けることが
できる場合もあります。Lenovo 技術サポート担当が、最善の代替手段を判別するお手伝いを致します。

電電電話話話技技技術術術サササポポポーーートトト
スマートセンターを介したインストールと構成サポートは、オプションの営業活動が中止されてから 90
日後まで使用可能です。その期間が過ぎると、サポートはキャンセルされるか、Lenovo の判断によっ
て有料で使用可能です。追加サポートも低料金で使用可能です。

Lenovo 技術サポート担当に問い合わせる前に、次の情報をご用意ください: オプションの名前と番号、購
入を証明する書類、コンピューターの製造元、モデル、シリアル番号とマニュアル、正確なエラー・メッ
セージ、問題の説明、およびご使用のシステムのハードウェアとソフトウェア構成情報。

ご使用のコンピューターについて電話をかけている間に、技術サポート担当が問題の説明を求める場
合があります。

電話番号は、予告なしに変更される場合があります。Lenovo Support の最新の電話番号リストは、
http://www.lenovo.com/support/phone に掲載されています。お客様の国または地域用の電話番号が一覧に表
示されていない場合は、Lenovo 販売店または Lenovo 営業担当員にお問い合わせください。
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付付付録録録 BBB LenovoLenovoLenovo 保保保証証証規規規定定定
L505-0010-02L505-0010-02L505-0010-02 08/201108/201108/2011

『Lenovo 保証規定』は、以下の部分で構成されます。

第第第 111 章章章 --- 共共共通通通条条条項項項

第第第 222 章章章 --- 各各各国国国固固固有有有ののの条条条項項項

第第第 333 章章章 --- 保保保証証証サササーーービビビススス情情情報報報

第第第 222 章章章には、特定の国について、第第第 111 章章章の条項を変更または置き換える条項が明記されている場合が
あります。

第第第 111 章章章 --- 共共共通通通条条条項項項
この『Lenovo 保証規定』は、お客様が再販売の目的でなく自己使用の目的で購入する Lenovo ハード
ウェア製品にのみ適用されます。他の言語版の『Lenovo 保証規定』は、www.lenovo.com/warranty でご覧
いただけます。

本本本保保保証証証ののの適適適用用用対対対象象象

Lenovo は、お客様が購入された各 Lenovo ハードウェア製品が保証期間中の通常の使用において材料およ
び製造上の欠陥がないことを保証します。製品の保証期間は、お客様の納品書または領収書に記載さ
れた購入日または Lenovo が別途指定した日から開始します。お客様の製品に適用される保証期間お
よび保証サービスの種類は、以下の『第第第 333 章章章 --- 保保保証証証サササーーービビビススス情情情報報報』に定めるとおりとします。本保証
は、製品を購入された国または地域においてのみ適用されます。

本本本保保保証証証ははは、、、おおお客客客様様様ににに提提提供供供ささされれれるるる保保保証証証のののすすすべべべてててををを規規規定定定しししたたたももものののででで、、、法法法律律律上上上ののの瑕瑕瑕疵疵疵担担担保保保責責責任任任、、、商商商品品品性性性ののの保保保証証証ままま
たたたははは特特特定定定目目目的的的適適適合合合性性性ののの保保保証証証ををを含含含むむむすすすべべべてててののの明明明示示示もももしししくくくははは黙黙黙示示示ののの保保保証証証責責責任任任まままたたたははは保保保証証証条条条件件件ににに代代代わわわるるるももものののとととししし
ままますすす。。。国国国まままたたたははは地地地域域域ににによよよっっってててははは、、、明明明示示示まままたたたははは黙黙黙示示示ににによよよるるる保保保証証証ののの排排排除除除ががが許許許可可可ささされれれななないいい場場場合合合がががああありりり、、、当当当該該該排排排他他他
性性性はははおおお客客客様様様ににに適適適用用用ささされれれななないいいここことととがががああありりりままますすす。。。こここののの場場場合合合、、、当当当該該該保保保証証証ははは法法法律律律ののの定定定めめめるるる範範範囲囲囲おおおよよよびびび期期期間間間のののみみみににに適適適
用用用ささされれれ、、、かかかつつつ保保保証証証期期期間間間内内内ににに限限限定定定ささされれれままますすす。。。国国国まままたたたははは地地地域域域ににによよよっっってててははは、、、黙黙黙示示示ににによよよるるる保保保証証証ののの期期期間間間限限限定定定ががが許許許可可可さささ
れれれななないいい場場場合合合がががああありりり、、、当当当該該該期期期間間間限限限定定定はははおおお客客客様様様ににに適適適用用用ささされれれななないいいここことととがががああありりりままますすす。。。

保保保証証証サササーーービビビスススののの利利利用用用方方方法法法

製品が保証期間中に保証どおりに機能しなくなった場合、お客様は Lenovo または Lenovo 認定のサービス
提供者に連絡して保証サービスを受けることができます。認定サービス提供者とその電話番号のリスト
は、www.lenovo.com/support/phone に掲載されています。

保証サービスは、すべての地域で利用可能であるとは限りません。地域ごとに異なる場合があります。
サービス提供者の通常のサービス地域以外では料金がかかる場合があります。地域に固有の情報について
は、お近くのサービス提供者にお問い合わせください。

保保保証証証サササーーービビビスススにににおおおけけけるるるおおお客客客様様様ののの責責責任任任

保証サービスを受ける前に、お客様は次の手順を実行するものとします。
• サービス提供者が指定するサービス要求の手順に従うこと。
• 製品に含まれるすべてのプログラムおよびデータを安全に保管すること。
• サービス提供者にすべてのシステム・キーまたはパスワードを提供すること。
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• サービス提供者がサービスを実行するためにお客様の設備に十分に、制限なく、かつ安全に作業を
行うことができるようにすること。

• 機密情報、専有情報、および個人情報を含む、すべてのデータを製品から削除すること。当該情報を削
除できない場合は、他の当事者によるアクセスを回避するため、または当該情報が準拠法の下で個人情
報に該当しないように、情報を変更すること。サービス提供者は、保証サービスを受けるために返送さ
れたまたはアクセスが行われた製品上に存在するあらゆるデータ (機密情報、専有情報、または個人情
報を含みます) の損失または開示について、一切の責任を負わないものとします。

• 保証の対象外である、すべての機構、部品、オプション、改造物、および付加物を取り外すこと。
• 製品または部品に、その交換を妨げる法的制約がないことを確認すること。
• お客様が製品または部品の所有者でない場合、サービス提供者が保証サービスを提供することについ

て、製品または部品の所有者から承諾を得ること。

問問問題題題ををを解解解決決決すすするるるたたためめめにににサササーーービビビススス提提提供供供者者者ががが行行行うううこここととと

サービス提供者に連絡する場合は、指定の問題判別手順および解決手順に従ってください。

サービス提供者は、電話、電子メール、またはリモート・アシスタンスを介して、問題の診断と解決
を試みます。サービス提供者から、所定のソフトウェア更新をダウンロードし、インストールする
ように指示される場合があります。

問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような
部品は、『お客様での取替え可能部品』または『CRU』と言います。この場合、サービス提供者はお
客様が導入できるように CRU を出荷します。

電話、ソフトウェア更新の適用、または CRU の導入を行っても問題を解決できない場合、サービス提
供者は、以下の『第第第 333 章章章 --- 保保保証証証サササーーービビビススス情情情報報報』で製品に対して指定された保証サービスの種類に基づ
きサービスを手配します。

サービス提供者が製品を修理できないと判断する場合、サービス提供者は少なくとも機能的に同等
の製品と交換します。

サービス提供者が製品を修理または交換できないと判断する場合、お客様は、本保証規定に基づき、当該
製品を購入元または Lenovo に返却することにより、購入代金の払い戻しを受けることができます。

製製製品品品おおおよよよびびび部部部品品品ののの交交交換換換

保証サービスが製品または部品の交換を伴う場合、交換された製品または部品は Lenovo の所有となり、
交換用製品または部品はお客様の所有となります。購入時のまま変更されていない製品または部品のみ
が、交換の対象となります。交換製品または部品は新品でない場合もありますが、良好に稼動し、少なく
とも交換された旧製品または部品と機能的に同等のものとなります。交換製品または部品は、交換された
旧製品または部品の残る保証期間が満了するまで、保証の対象となります。

個個個人人人ののの連連連絡絡絡先先先情情情報報報ののの使使使用用用

お客様が本保証に基づいてサービスを受ける場合、お客様は、Lenovo がお客様の保証サービスおよび連絡
先情報 (名前、電話番号、住所、電子メール・アドレスなど)に関する情報を保管、使用、および処理する
ことを許可するものとします。Lenovo は当該情報を使用して、本保証に基づき、サービスを実行できるも
のとします。保証サービスに関するお客様の満足度調査、または製品のリコールまたは安全上の問題の通
知のために、Lenovo からお客様にご連絡させていただく場合があります。これらの目的の実現において、
お客様は、Lenovo が事業を行ういずれかの国にお客様の情報を転送し、Lenovo を代表する事業体に提供
することを許可するものとします。また、法律により要求される場合、Lenovo はその情報を開示する場合
があります。Lenovo のプライバシー・ポリシーは、www.lenovo.com/ に掲載されています。
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本本本保保保証証証ののの適適適用用用除除除外外外

本保証は、以下のものに適用されません。
• 製品の実行が中断しないこと、もしくはその実行に誤りがないこと
• 製品によるデータの損失または損傷
• 製品に付属していたか、後に導入されたかにかかわらず、すべてのソフトウェア・プログラム
• 誤使用、不正使用、偶発的な事故、変更、不適切な物理的環境または動作環境、自然災害、電力サー

ジ、整備不良、または製品ドキュメントに準じない使用に起因する故障または損傷
• Lenovo の認定しないサービス・プロバイダーによってなされた損傷
• 他社製品の故障または他社製品に起因する損傷。ここでいう『他社製品』には、お客様のご要望により

Lenovo が提供する他社製品または Lenovo 製品に組み込む他社製品を含みます
• 技術的またはその他のサポート (例えば、『使用方法』、製品のセットアップや導入に関する問

い合わせに対する回答など)
• 変造された IDラベルが貼付された製品または部品、または当該 IDラベルが剥がされた製品または部品

責責責任任任ののの制制制限限限

お客様の製品がサービス提供者の占有下にある場合およびサービス提供者の責任で輸送中の場合における
製品の滅失毀損については Lenovo の責任とします。

Lenovo およびサービス提供者はいずれも、製品に含まれる機密情報、専有情報、または個人情報を含む、
あらゆる情報について、その損失または開示についての責任は負わないものとします。

いいいかかかなななるるる場場場合合合にににおおおいいいてててももも、、、まままたたたここここここににに明明明記記記ささされれれててていいいるるるすすすべべべてててののの救救救済済済措措措置置置にににつつついいいてててそそそののの基基基本本本目目目的的的ががが達達達成成成ささされれれ
ななないいい場場場合合合でででももも、、、LenovoLenovoLenovo、、、LenovoLenovoLenovoののの関関関連連連会会会社社社、、、サササプププララライイイヤヤヤーーー、、、ビビビジジジネネネスススパパパーーートトトナナナーーー、、、おおおよよよびびびサササーーービビビススス提提提供供供者者者
ははは、、、そそそののの予予予見見見可可可能能能性性性ののの有有有無無無ををを問問問わわわずずず、、、まままたたた契契契約約約、、、保保保証証証、、、過過過失失失、、、厳厳厳格格格責責責任任任、、、まままたたたはははそそそののの他他他ののの法法法理理理ににに基基基づづづいいいててて
主主主張張張がががなななささされれれたたた場場場合合合にににおおおいいいてててももも、、、以以以下下下のののももものののにににつつついいいてててははは一一一切切切ののの責責責任任任ををを負負負わわわななないいいももものののとととしししままますすす。。。1)1)1) 第第第三三三者者者かかか
らららののの損損損害害害賠賠賠償償償請請請求求求、、、2)2)2) おおお客客客様様様のののデデデーーータタタののの損損損失失失、、、損損損傷傷傷、、、まままたたたははは開開開示示示、、、3)3)3) 特特特別別別損損損害害害、、、付付付随随随的的的損損損害害害、、、懲懲懲罰罰罰的的的損損損
害害害、、、間間間接接接的的的損損損害害害、、、まままたたたははは結結結果果果的的的損損損害害害 (((逸逸逸失失失利利利益益益、、、営営営業業業収収収入入入、、、信信信用用用、、、まままたたたははは節節節約約約すすすべべべかかかりりりししし費費費用用用ををを含含含みみみままますすす
ががが、、、こここれれれににに限限限定定定ささされれれままませせせんんん)))。。。何何何らららかかかののの原原原因因因ににによよよるるる損損損害害害ににに対対対すすするるるLenovoLenovoLenovo、、、LenovoLenovoLenovo ののの関関関連連連会会会社社社、、、サササプププララライイイ
ヤヤヤーーー、、、ビビビジジジネネネスススパパパーーートトトナナナーーー、、、おおおよよよびびびサササーーービビビススス提提提供供供者者者ののの責責責任任任限限限度度度額額額ははは、、、いいいかかかなななるるる場場場合合合にににももも、、、現現現実実実ににに発発発生生生しししたたた
直直直接接接的的的損損損害害害ののの総総総額額額ををを超超超えええるるるここことととはははなななくくく、、、まままたたた製製製品品品ににに対対対しししててて支支支払払払わわわれれれたたた総総総額額額ををを超超超えええるるるここことととはははああありりりままませせせんんん。。。

当当当該該該制制制限限限ははは、、、法法法的的的にににLenovoLenovoLenovo ののの責責責ににに帰帰帰すすするるる肉肉肉体体体的的的損損損傷傷傷 (((死死死亡亡亡ををを含含含みみみままますすす)))、、、不不不動動動産産産ににに対対対すすするるる損損損害害害まままたたたははは有有有形形形
動動動産産産ににに対対対すすするるる損損損害害害にににははは適適適用用用ささされれれままませせせんんん。。。国国国まままたたたははは地地地域域域ににによよよっっってててははは、、、法法法律律律ののの強強強行行行規規規定定定ににによよよりりり、、、付付付随随随的的的損損損害害害ままま
たたたははは間間間接接接損損損害害害ににに対対対すすするるる責責責任任任ののの制制制限限限ががが適適適用用用ささされれれななないいい場場場合合合がががああありりりままますすす。。。

おおお客客客様様様のののそそそののの他他他ののの権権権利利利

本本本保保保証証証ににによよよりりり、、、おおお客客客様様様にににははは、、、特特特別別別ななな法法法的的的権権権利利利ががが付付付与与与ささされれれままますすす。。。おおお住住住まままいいいののの国国国まままたたたははは地地地域域域ににによよよっっってててははは、、、
準準準拠拠拠法法法ににに従従従っっっててて、、、そそそののの他他他ののの権権権利利利ををを有有有すすするるるここことととがががああありりりままますすす。。。まままたたた、、、おおお客客客様様様ははは、、、LenovoLenovoLenovo とととののの書書書面面面ににによよよるるる合合合
意意意ににに基基基づづづいいいててて、、、そそそののの他他他ののの権権権利利利ををを有有有すすするるる場場場合合合もももああありりりままますすす。。。本本本保保保証証証ははは、、、契契契約約約ににによよよるるる放放放棄棄棄まままたたたははは制制制限限限のののでででききき
ななないいい、、、消消消費費費財財財ののの販販販売売売ををを統統統制制制すすするるる法法法規規規ににに定定定めめめららられれれたたたおおお客客客様様様ののの権権権利利利ををを含含含めめめ、、、制制制定定定法法法上上上ののの権権権利利利ににに影影影響響響ををを及及及
ぼぼぼすすすももものののででではははああありりりままませせせんんん。。。

第第第 222 章章章 --- 各各各国国国固固固有有有ののの条条条項項項
オオオーーーススストトトラララリリリアアア

『Lenovo』は、Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411。住所: Level 10, North Tower,
1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067、電話: +61 2 8003 8200。電子メール: lensyd_au@lenovo.com

第 1 章の同項を次のように置き換えます。

本本本保保保証証証ののの適適適用用用対対対象象象:::
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Lenovo は、お客様が購入された各 Lenovo ハードウェア製品が保証期間中の通常の使用および条件に
おいて材料および製造上の欠陥がないことを保証します。保障期間中に、本保証の対象となる欠陥に
起因して製品が故障した場合、Lenovo は本保証規定に基づいて救済措置を講じます。製品の保証期間
は、Lenovo が書面により別途規定・通知する以外は、お客様の納品書または領収書に記載された購入
日から開始します。お客様の製品に適用される保証期間および保証サービスの種類は、以下の『第第第 333
章章章 --- 保保保証証証サササーーービビビススス情情情報報報』に規定されています。

本本本保保保証証証ににによよよりりり、、、オオオーーーススストトトラララリリリアアア消消消費費費者者者法法法ににに基基基づづづくくく権権権利利利ををを含含含めめめ、、、法法法的的的ななな権権権利利利ががが付付付与与与ささされれれ、、、法法法的的的ににに救救救済済済
措措措置置置ががが講講講じじじららられれれるるるここことととににになななりりりままますすす。。。

第 1 章の同項を次のように置き換えます。

製製製品品品おおおよよよびびび部部部品品品ののの交交交換換換:::

保証サービスが製品または部品の交換を伴う場合、交換された製品または部品は Lenovo の所有となり、
交換用製品または部品はお客様の所有となります。購入時のまま変更されていない製品または部品のみ
が、交換の対象となります。交換製品または部品は新品でない場合もありますが、良好に稼動し、少
なくとも交換された旧製品または部品と機能的に同等のものとなります。交換製品または部品は、交
換された旧製品または部品の残る保証期間が満了するまで、保証の対象となります。修理に提示され
た製品および部品は、当該製品または部品を修理したものではなく、同じタイプの製品または部品を
修理調整したものである場合があります。修理調整した部品は、製品の修理に使用されることがあり
ます。また、ユーザーが生成したデータを保持する機能を有している製品であっても、製品の修理に
より、データの損失が生じることがあります。

第 1 章の同項に次を追加します。

個個個人人人ののの連連連絡絡絡先先先情情情報報報ののの使使使用用用:::

お客様がお客様情報の提供を拒否する場合、または Lenovo の代理業者または請負業者へのお客様情報
の転送を望まない場合、Lenovo は本保証に基づいたサービスを実行できなくなります。プライバシー
法 (1988 年制定) に従い、お客様は Lenovo に連絡することで、個人の連絡先情報にアクセスし、誤り
の修正を要求する権利を有します。

第 1 章の同項を次のように置き換えます。

責責責任任任ののの制制制限限限:::

お客様の製品がサービス提供者の占有下にある場合およびサービス提供者の責任で輸送中の場合における
製品の滅失毀損については Lenovo の責任とします。

Lenovo およびサービス提供者はいずれも、製品に含まれる機密情報、専有情報、または個人情報を含む、
あらゆる情報について、その損失または開示についての責任は負わないものとします。

法法法律律律ででで認認認めめめららられれれててていいいるるる範範範囲囲囲内内内ででで、、、いいいかかかなななるるる場場場合合合にににおおおいいいてててももも、、、まままたたたここここここににに明明明記記記ささされれれててていいいるるるすすすべべべてててののの救救救済済済
措措措置置置にににつつついいいてててそそそののの基基基本本本目目目的的的ががが達達達成成成ささされれれななないいい場場場合合合でででももも、、、LenovoLenovoLenovo、、、LenovoLenovoLenovo ののの関関関連連連会会会社社社、、、サササプププララライイイヤヤヤーーー、、、ビビビ
ジジジネネネスススパパパーーートトトナナナーーー、、、おおおよよよびびびサササーーービビビススス提提提供供供者者者ははは、、、そそそののの予予予見見見可可可能能能性性性ののの有有有無無無ををを問問問わわわずずず、、、まままたたた契契契約約約、、、保保保証証証、、、過過過
失失失、、、厳厳厳格格格責責責任任任、、、まままたたたはははそそそののの他他他ののの法法法理理理ににに基基基づづづいいいててて主主主張張張がががなななささされれれたたた場場場合合合にににおおおいいいてててももも、、、以以以下下下のののももものののにににつつついいいててて
ははは一一一切切切ののの責責責任任任ををを負負負わわわななないいいももものののとととしししままますすす。。。1)1)1) 第第第三三三者者者かかからららののの損損損害害害賠賠賠償償償請請請求求求、、、2)2)2) おおお客客客様様様のののデデデーーータタタののの損損損失失失、、、損損損
傷傷傷、、、まままたたたははは開開開示示示、、、3)3)3) 特特特別別別損損損害害害、、、付付付随随随的的的損損損害害害、、、懲懲懲罰罰罰的的的損損損害害害、、、間間間接接接的的的損損損害害害、、、まままたたたははは結結結果果果的的的損損損害害害 (((逸逸逸失失失利利利益益益、、、
営営営業業業収収収入入入、、、信信信用用用、、、まままたたたははは節節節約約約すすすべべべかかかりりりししし費費費用用用ををを含含含みみみままますすすががが、、、こここれれれににに限限限定定定ささされれれままませせせんんん)))。。。何何何らららかかかののの原原原因因因
ににによよよるるる損損損害害害ににに対対対すすするるる LenovoLenovoLenovo、、、LenovoLenovoLenovo ののの関関関連連連会会会社社社、、、サササプププララライイイヤヤヤーーー、、、ビビビジジジネネネスススパパパーーートトトナナナーーー、、、おおおよよよびびびサササーーー
ビビビススス提提提供供供者者者ののの責責責任任任限限限度度度額額額ははは、、、いいいかかかなななるるる場場場合合合にににももも、、、現現現実実実ににに発発発生生生しししたたた直直直接接接的的的損損損害害害ののの総総総額額額ををを超超超えええるるるここことととはははななな
くくく、、、まままたたた製製製品品品ににに対対対しししててて支支支払払払わわわれれれたたた総総総額額額ををを超超超えええるるるここことととはははああありりりままませせせんんん。。。
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当当当該該該制制制限限限ははは、、、法法法的的的ににに LenovoLenovoLenovo ののの責責責ににに帰帰帰すすするるる肉肉肉体体体的的的損損損傷傷傷 (((死死死亡亡亡ををを含含含みみみままますすす)))、、、不不不動動動産産産ににに対対対すすするるる損損損害害害まままたたた
ははは有有有形形形動動動産産産ににに対対対すすするるる損損損害害害にににははは適適適用用用ささされれれままませせせんんん。。。

第 1 章の同項を次のように置き換えます。

おおお客客客様様様のののそそそののの他他他ののの権権権利利利:::

本本本保保保証証証ににによよよりりり、、、おおお客客客様様様にににははは、、、特特特別別別ななな法法法的的的権権権利利利ががが付付付与与与ささされれれままますすす。。。まままたたた、、、おおお客客客様様様ははは、、、オオオーーーススストトトラララリリリアアア消消消費費費者者者法法法
ににに基基基づづづくくく権権権利利利ををを含含含めめめ、、、法法法的的的ななな権権権利利利ももも有有有しししままますすす。。。本本本保保保証証証ははは、、、契契契約約約ににによよよるるる放放放棄棄棄まままたたたははは制制制限限限のののででできききななないいい権権権利利利ををを含含含
めめめ、、、制制制定定定法法法上上上ののの権権権利利利まままたたたははは法法法的的的ななな権権権利利利ににに影影影響響響ををを及及及ぼぼぼすすすももものののででではははああありりりままませせせんんん。。。

たとえば、弊社製品には、オーストラリア消費者法に基づき、排除できない保証が付いています。お客様
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または
損害に対して補償を受ける権利を有します。また、製品が合格品質水準に至っていない場合は、かかる不
具合が重大なものに至らないときでも、製品の修理または交換を受ける権利を有します。

ニニニュュューーージジジーーーララランンンドドド

第 1 章の同項に次を追加します。

個個個人人人情情情報報報ののの使使使用用用:::

お客様がお客様情報の提供を拒否する場合、またはLenovo の代理業者または請負業者へのお客様情報の転
送を望まない場合、Lenovo は本保証に基づいたサービスを実行できなくなります。プライバシー法 (1993
年制定) に従い、お客様は Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411 に連絡すること
により、お客様の個人情報にアクセスし、誤りの修正を要求する権利を有します。住所: Level 10, North
Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067、電話: 61 2 8003 8200。電子メール: lensyd_au@lenovo.com

バババンンングググラララデデディィィッッッシシシュュュ、、、カカカンンンボボボジジジアアア、、、イイインンンドドド、、、イイインンンドドドネネネシシシアアア、、、ネネネパパパーーールルル、、、フフフィィィリリリピピピンンン、、、ベベベトトトナナナムムム、、、おおお
よよよびびびスススリリリララランンンカカカ

第 1 章に以下を追加します。

紛紛紛争争争ののの解解解決決決

本保証に起因する、または本保証に関連した紛争は、シンガポールにおける仲裁により最終的に解決され
るものとします。本保証は、抵触法には関係なく、シンガポールの法律に準拠し、当該法律に従って規制
され、解釈され、実施されるものとします。お客様が製品をイイインンンドドドで購入した場合、本保証に起因する、
あるいは本保証に関連した紛争は、インド共和国バンガロールにおける仲裁により最終的に解決されるも
のとします。シンガポールにおける仲裁は、紛争発生時に有効な Singapore International Arbitration Center
(『SIAC の規則』) に従って行われるものとします。インドにおける仲裁は、紛争発生時に有効なインド
の法律に従って行われるものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方
に対する拘束力を持つことになります。仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述しま
す。すべての仲裁手続きは、提示されるすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。仲裁手
続きにおいて、本保証規定の英語版の効力は、他の言語版の保証規定よりも優先されます。

欧欧欧州州州経経経済済済領領領域域域 (EEA)(EEA)(EEA)

第 1 章に以下を追加します。

EEA のお客様は、Lenovo の以下のアドレスに連絡を取ることができます。EMEA Service Organisation,
Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia。EEA 諸国で購入された Lenovo
ハードウェア製品に対する本保証に基づくサービスは、Lenovo が製品を発表し販売する EEA 諸国
で受けることができます。
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ロロロシシシアアア

第 1 章に以下を追加します。

製製製品品品耐耐耐用用用年年年数数数

製品耐用年数は、購入日から 4 年間です。

第第第 333 章章章 --- 保保保証証証サササーーービビビススス情情情報報報
製製製品品品ののの種種種類類類 機機機械械械ををを購購購入入入しししたたた国国国まままたたたははは地地地域域域 保保保証証証期期期間間間 保保保証証証サササーーービビビスススののの種種種類類類

ThinkPad Wireless Display
Adapter 世界共通 1 年 1、4

必要に応じて、サービス提供者は、ご使用の製品に指定された保証サービスの種類および利用可能な
サービスに応じて、修理または交換サービスを提供します。サービスのご提供日時は、お客様のお問い
合わせの時間、および部品の在庫状況などによって異なります。

保保保証証証サササーーービビビスススののの種種種類類類

1.1.1.おおお客客客様様様でででののの取取取替替替えええ可可可能能能部部部品品品 (((CRUCRUCRU::: CustomerCustomerCustomer ReplaceableReplaceableReplaceable Unit)Unit)Unit) サササーーービビビススス

CRUサービスでは、サービス提供者は、お客様ご自身で導入していただくCRUを出荷します (費用はサー
ビス提供者が負担します)。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されま
す。また、お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。お客様ご自身で容易
に導入できるCRUは『Self-service CRU』と呼ばれます。『Optional-service CRU』は、多少の技術スキルと
ツールが必要な場合があります。Self-service CRUの導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。対
象の製品に関して指定された保証サービスの種類に基づき、サービス提供者に Optional-service CRU の
導入を要請することもできます。サービス提供者または Lenovo から購入する場合、お客様の代わり
にサービス提供者または Lenovo が Self-service CRU を導入する、有償のオプション・サービスをご利
用いただける場合があります。CRU とその指定のリストは、製品に同梱された資料に記載されていま
す。または、www.lenovo.com/CRUs からも入手できます。故障した CRUを返却する必要があるかどうか
については、交換用 CRU に同梱される資料に指定されています。返却が必要な場合は、1) 返却の指
示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属し、2) お客様が、故
障した CRU を交換用 CRU の受領から 30 日以内に返却しない場合、サービス提供者より交換用 CRU
の代金を請求させていただく場合があります。

2.2.2.オオオンンンサササイイイトトト・・・サササーーービビビススス

オンサイト・サービスでは、サービス提供者がお客様の製品設置場所で製品の修理または交換を行い
ます。お客様は、製品の分解および再組み立てを行うことができる適切な作業場を提供する必要があ
ります。場合によっては、サービス・センターで修理を完了することが必要になることがあります。
その場合は、サービス提供者により、当該製品がサービス・センターに送付されます (費用はサー
ビス提供者が負担します)。

3.3.3.クククーーーリリリエエエ・・・サササーーービビビススス

クーリエ・サービスでは、製品は、サービス提供者の費用負担で配送され、指定のサービス・センターで
修理または交換が行われます。製品の接続を取り外すことと、指定のサービス・センターに製品を返送す
るためにお客様に提供された輸送用コンテナーに製品を梱包することについては、お客様の責任で行って
いただきます。宅配便業者が製品を回収し、指定されたサービス・センターに配送します。サービス・セ
ンターからお客様に製品が返送されます (費用はサービス・センターが負担します)。

4.4.4.持持持ちちち込込込みみみサササーーービビビススス
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持ち込みサービスでは、お客様による費用負担および危険負担で、お客様が指定のサービス・センターに
製品を送付した後、当該製品の修理または交換が行われます。製品の修理または交換後、お客様は本製品
を受け取ることができます。お客様が製品を受け取らなかった場合、サービス・センターは、適切と思わ
れるときに、お客様への責任を負うことなく、かかる製品を処分することができます。

5.5.5.郵郵郵送送送サササーーービビビススス

郵送サービスでは、お客様による費用負担および危険負担で、お客様が指定のサービス・センターに製品
を送付した後、当該製品の修理または交換が行われます。製品の修理または交換後、サービス提供者が別
途定める場合を除き、当該製品は Lenovo による費用負担および危険負担でお客様に返送されます。

6.6.6.往往往復復復郵郵郵送送送サササーーービビビススス

往復郵送サービスでは、お客様による費用負担および危険負担で、お客様が指定のサービス・センターに
製品を送付した後、当該製品の修理または交換が行われます。製品の修理または交換後、お客様による
費用負担および危険負担で、当該製品をお客様に返送することができます。お客様が返送を手配しな
かった場合、サービス・センターは、適切と思われるときに、お客様への責任を負うことなく、かか
る製品を処分することができます。

7.7.7.製製製品品品交交交換換換サササーーービビビススス

製品交換サービスでは、Lenovo がお客様のもとに交換用の製品を発送します。製品の取り付けと動作の検
証は、お客様の責任となります。交換用の製品は、故障した製品と引き換えにお客様の所有となり、故障
した製品は Lenovo の所有となります。故障した製品は、交換用製品を受け取ったときの配送用段ボール
に梱包して、Lenovo にご返送ください。送料は、Lenovo からの発送およびお客様から Lenovo へのご
返送のいずれにつきましても、Lenovo にて負担します。交換用製品を受け取ったときの段ボールを使
用しない場合、配送中に生じた故障製品に対する損傷は、お客様の責任となることがあります。お客
様が、交換用製品を受領してから 30 日以内に故障した製品を返却しない場合、Lenovo は交換用製品
の代金を請求させていただく場合があります。
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付付付録録録 CCC 電電電磁磁磁波波波放放放出出出ののの注注注記記記

以下の情報は、ThinkPad Wireless Display Adapter に関するものです。

FederalFederalFederal CommunicationsCommunicationsCommunications CommissionCommissionCommission DeclarationDeclarationDeclaration ofofof ConformityConformityConformity
ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter - 0A36122, 0A36123, 0A36124, and 0A36125.

Model No.: WMTB-177N

FCC ID: MXF-WMTB-177N

注注注：：：The wireless display adapter (Model: WMTB-177N) underwent certification process for the FCC Part 15 Subpart B
compliance under its FCC ID number.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult an authorized dealer or service representative for help.

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended
cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or
modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Phone Number: 919-294-5900

RFRFRF ExposureExposureExposure StatementStatementStatement

The radiated output power of the Lenovo ThinkPad Wireless Display Adapter is far below the FCC RF exposure
limits. To comply with FCC RF exposure compliance requirements, a separation distance of at least 20 cm must be
maintained between the antenna of this device and all persons.
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RadioRadioRadio FrequencyFrequencyFrequency interferenceinterferenceinterference requirementsrequirementsrequirements

When you use a wireless LAN adapter in the 802.11 a/n transmission mode:

• Each device is restricted to indoor use due to its operation in the 5150 to 5250 MHz frequency range. FCC requires
these products to be used indoors for the frequency range 5150 to 5250 MHz to reduce the potential for harmful
interference to co-channel Mobile Satellite systems.

• High power radars are allocated as primary users of the 5250 to 5350 MHz and 5650 to 5850 MHz bands. These radar
stations can cause interference with and/or damage this device.

The ThinkPad Wireless Display Adapter comply with the frequency stability test within its operating temperatures
from -5 °C to 40 °C.

CanadaCanadaCanada - IndustryIndustryIndustry CanadaCanadaCanada (IC)(IC)(IC)

ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter - IC ID: 3069B-WMTB177N

IndustryIndustryIndustry CanadaCanadaCanada ClassClassClass BBB emissionemissionemission compliancecompliancecompliance statementstatementstatement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

AvisAvisAvis dedede conformitéconformitéconformité ààà lalala réglementationréglementationréglementation d’Industried’Industried’Industrie CanadaCanadaCanada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

LowLowLow PowerPowerPower License-ExemptLicense-ExemptLicense-Exempt RadioRadioRadio CommunicationCommunicationCommunication DevicesDevicesDevices (RSS-210)(RSS-210)(RSS-210)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

PermisPermisPermis d’émissiond’émissiond’émission ààà faiblefaiblefaible puissancepuissancepuissance ––– CasCasCas desdesdes appareilsappareilsappareils dedede communicationscommunicationscommunications radioradioradio

L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage,
et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est
susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

When you use a wireless LAN adapter in the 802.11 a/n transmission mode:

• The devices for the band 5150–5250 MHz are only for indoor usage to reduce potential for harmful interference to
co-channel Mobile Satellite systems.

• High power radars are allocated as primary users (meaning they have priority) of 5250–5350 MHz and 5650–5850
MHz and these radars could cause interference and/or damage to LELAN (Licence-Exempt Local Area Network)
devices.

Lorsque vous utilisez la carte pour réseau local sans fil en mode de transmission 802.11 a/n:

• Tout appareil destiné à la bande 5150-5250 MHz devra être exclusivement utilisé en intérieur afin de réduire les
risques de perturbations électromagnétiques gênantes sur les systèmes de satellite mobile dans un même canal.

• Les radars à forte puissance sont désignés comme les utilisateurs principaux (c'est-à-dire qu'ils sont prioritaires) des
bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz. Ils peuvent provoquer des perturbations électromagnétiques sur les
appareils de type LELAN (réseau de communication local sans licence) ou les endommager.

ExposureExposureExposure ofofof humanshumanshumans tototo RFRFRF fieldsfieldsfields (RSS-102)(RSS-102)(RSS-102)
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The ThinkPad Wireless Display Adapter employ low gain integral antennas that do not emit RF field in excess of
Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site at:
http://www.hc-sc.gc.ca/.

The radiated energy from the ThinkPad Wireless Display Adapter antennas conforms to the IC limit of the RF exposure
requirement regarding IC RSS-102, Issue 4.

ConformitéConformitéConformité desdesdes appareilsappareilsappareils dedede radiocommunicationradiocommunicationradiocommunication auxauxaux limiteslimiteslimites d'expositiond'expositiond'exposition humainehumainehumaine auxauxaux radiofréquencesradiofréquencesradiofréquences (CNR-102)(CNR-102)(CNR-102)

Le ThinkPad Wireless Display Adapter utilise des antennes intégrales à faible gain qui n'émettent pas un champ
électromagnétique supérieur aux normes imposées par Santé Canada pour la population. Consultez le Code de sécurité
6 sur le site Internet de Santé Canada à l'adresse :http://www.hc-sc.gc.ca/.

L'énergie émise par les antennes du ThinkPad Wireless Display Adapter respecte la limite d'exposition aux
radiofréquences telle que définie par Industrie Canada dans la du document CNR-102, version 4.

EuropeanEuropeanEuropean UnionUnionUnion --- ComplianceComplianceCompliance tototo thethethe ElectromagneticElectromagneticElectromagnetic CompatibilityCompatibilityCompatibility DirectiveDirectiveDirective

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the
approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept
responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of
the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment
according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential
environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

GermanGermanGerman ClassClassClass BBB compliancecompliancecompliance statementstatementstatement

DeutschsprDeutschsprDeutschspr achigerachigerachiger EUEUEU Hinweis:Hinweis:Hinweis:

HinweisHinweisHinweis fürfürfür GerGerGerätätäteee derderder KlasseKlasseKlasse BBB EU-RichtlinieEU-RichtlinieEU-Richtlinie zurzurzur ElektrElektrElektromagnetischenomagnetischenomagnetischen VVVererertrtrträglichkäglichkäglichk eiteiteit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur
Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten
und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden.
Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:Deutschland:Deutschland:

EinhaltungEinhaltungEinhaltung desdesdes GesetzGesetzGesetzeseses überüberüber diediedie elektrelektrelektromagnetischeomagnetischeomagnetische VVVererertrtrträglichkäglichkäglichk eiteiteit vonvonvon BetriebsmittBetriebsmittBetriebsmitt elnelneln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“
EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der
EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.
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ZZZulassungsbescheinigungulassungsbescheinigungulassungsbescheinigung lautlautlaut demdemdem DeutschenDeutschenDeutschen GesetzGesetzGesetz überüberüber diediedie elektrelektrelektromagnetischeomagnetischeomagnetische VVVererertrtrträglichkäglichkäglichk eiteiteit vonvonvon
BetriebsmittBetriebsmittBetriebsmitt eln,eln,eln, EMVGEMVGEMVG vomvomvom 20.20.20. JuliJuliJuli 200720072007 (früher(früher(früher GesetzGesetzGesetz überüberüber diediedie elektrelektrelektromagnetischeomagnetischeomagnetische VVVererertrtrträglichkäglichkäglichk eiteiteit
vonvonvon GerGerGerätätäten),en),en), bzwbzwbzw... derderder EMVEMVEMV EGEGEG RichtlinieRichtlinieRichtlinie 2004/108/EC2004/108/EC2004/108/EC (früher(früher(früher 89/336/EWG),89/336/EWG),89/336/EWG), fürfürfür GerGerGerätätäteee derderder KlasseKlasseKlasse B.B.B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen
- CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo
(Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
DasDasDas GerGerGerätätät erererfülltfülltfüllt diediedie SchutzanforSchutzanforSchutzanfor derungenderungenderungen nachnachnach ENENEN 550245502455024 undundund ENENEN 550225502255022 KlasseKlasseKlasse B.B.B.

EnglishEnglishEnglish

Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the wireless equipment listed in this section are in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

EUEUEU FrequencyFrequencyFrequency bandbandband restrictionrestrictionrestriction forforfor aaa ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter

Usage of this device is limited to indoor in the band 5150 to 5350 MHz (channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

BulgarianBulgarianBulgarian

CroatianCroatianCroatian

Ovime, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., izjavljuje da oprema za bežičnu komunikaciju koja je navedena u ovom odjelu,
sukladna je sa nužnim zahtjevima i drugim ograničenjima Direktive 1995/5/EC.

OgraniOgraniOgraniˇ̌̌cenjecenjecenje frekvencijskogfrekvencijskogfrekvencijskog pojasapojasapojasa zazaza ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter uuu EUEUEU

Korištenje uređaja je ograničeno u zatvorenim prostorima na spektar 5150 do 5350 MHz (kanali 36, 40, 44, 48, 52,
56, 60, 64).

CzechCzechCzech

34 ThinkPad Wireless Display Adapter ユーザー・ガイド



DanishDanishDanish

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. erklærer hermed, at det trådløse udstyr, der er nævnt i dette afsnit, overholder de
væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC.

RestriktionerRestriktionerRestriktioner forforfor frekvensbåndfrekvensbåndfrekvensbånd iii EUEUEU forforfor enenen ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter

Brug af denne enhed er begrænset til indendørs brug i frekvensbåndet 5150 til 5350 MHz (kanal 36, 40, 44, 48, 52,
56, 60, 64).

GermanGermanGerman

Hiermit erklärt Lenovo (Singapur) Pte. Ltd., dass die drahtlosen Geräte, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, die
Voraussetzungen und andere relevanten Richtlinien der Direktive 1999/5/EC erfüllen.

EU-FrequenzbandeinschränkungEU-FrequenzbandeinschränkungEU-Frequenzbandeinschränkung fürfürfür ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter

Die Verwendung dieses Geräts ist im Innenbereich auf das Frequenzband von 5.150 bis 5.350 MHz (Kanäle 36, 40,
44, 48, 52, 56, 60, 64) beschränkt.

EstonianEstonianEstonian

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. kinnitab selles jaotises nimetatud traadita side seadmete vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.

EL-iEL-iEL-i sagedusalasagedusalasagedusala piirangpiirangpiirang ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay Adapter-ileAdapter-ileAdapter-ile

Seadet on lubatud kasutada siseruumides sagedusalas 5150–5350 MHz (kanalid 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

SpanishSpanishSpanish

En este documento, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declara que el equipo inalámbrico que aparece en esta sección cumple
los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

RestricciónRestricciónRestricción dedede bandabandabanda dedede frecuenciafrecuenciafrecuencia dedede lalala UEUEUE paraparapara ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter

La utilización de este dispositivo está limitada a interiores en la banda de 5150 a 5350 MHz (canales 36, 40, 44,
48, 52, 56, 60, 64).

GreekGreekGreek
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FrenchFrenchFrench

Par la présente, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. déclare que le matériel sans fil répertorié dans cette section est conforme
aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.

RestrictionRestrictionRestriction liéeliéeliée ààà lalala bandebandebande dedede fréquencefréquencefréquence pourpourpour ununun ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter auauau seinseinsein dedede l'Unionl'Unionl'Union européenneeuropéenneeuropéenne

Ce périphérique doit être utilisé exclusivement à l'intérieur, dans la bande de fréquence de 5150 à 5350 MHz (canaux 36,
40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

IcelandicIcelandicIcelandic

Hér með lýsir Lenovo (Singapore) Pte. Ltd því yfir að þráðlausi búnaðurinn sem getið er um í þessum hluta uppfyllir
allar kröfur og önnur viðkomandi ákvæði tilskipunar 1999/5/EC.

TakmarkanirTakmarkanirTakmarkanir ESBESBESB ááá tíðnisviðitíðnisviðitíðnisviði fyrirfyrirfyrir ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter

Notkun þessa tækis er takmörkuð við innanhússnotkun á tíðnisviðinu 5150 til 5350 MHz (rásir 36, 40, 44, 48, 52,
56, 60, 64).

ItalianItalianItalian

Con la presente, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., dichiara che l'equipaggiamento wireless elencato in questa sezione è
conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/EC.

RestrizioniRestrizioniRestrizioni UEUEUE sullasullasulla bandabandabanda dididi frequenzafrequenzafrequenza perperper ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter

L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi in banda compresa tra 5150 e 5350 MHz (canali 36,
40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

LatvianLatvianLatvian

LithuanianLithuanianLithuanian
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DutchDutchDutch

Hierbij verklaart Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., dat de draadloze apparatuur die in dit gedeelte worden genoemd, voldoen
aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Directive 1999/5/EC.

EU-beperkingEU-beperkingEU-beperking vanvanvan frequentiebandfrequentiebandfrequentieband voorvoorvoor eeneeneen ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter

Gebruik van dit apparaat is beperkt tot binnenshuis gebruik in de band van 5150 tot 5350 MHz (kanalen 36, 40, 44,
48, 52, 56, 60, 64).

NorwegianNorwegianNorwegian

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. erklærer herved at det trådløse utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre
relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EØF.

EU-begrensningerEU-begrensningerEU-begrensninger forforfor frekvensbåndfrekvensbåndfrekvensbånd forforfor enenen ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter

Denne enheten er begrenset til innendørs bruk i frekvensbåndet 5150 til 5350 MHz (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

HungarianHungarianHungarian

PolishPolishPolish

PortuguesePortuguesePortuguese

Pelo presente, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declara que o equipamento sem fios listado nesta secção está em
conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

RestriçãoRestriçãoRestrição dadada bandabandabanda dedede frequênciasfrequênciasfrequências dadada UEUEUE aplicávelaplicávelaplicável aaa umumum ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter

A utilização deste dispositivo está limitada à utilização no interior, na banda de 5150 a 5350 MHz (canais 36, 40, 44,
48, 52, 56, 60, 64).
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RomanianRomanianRomanian

SlovenianSlovenianSlovenian

SlovakianSlovakianSlovakian

FinnishFinnishFinnish

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. ilmoittaa täten, että tässä jaksossa mainittu langaton laitteisto ovat direktiivin 1999/5/EY
pakollisten vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuuluvien määräysten mukaiset.

ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterinAdapterinAdapterin taajuusalueentaajuusalueentaajuusalueen rajoitusrajoitusrajoitus EU:nEU:nEU:n alueellaalueellaalueella

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa taajuusalueella 5150 - 5320 MHz (kanavat 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60
ja 64).

SwedishSwedishSwedish

Härmed tillkännager Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. att den trådlösa utrustningen som anges i detta avsnitt uppfyller de
väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EC.

FrekvensområdesbegränsningFrekvensområdesbegränsningFrekvensområdesbegränsning inominominom EUEUEU förförför ThinkPadThinkPadThinkPad WirelessWirelessWireless DisplayDisplayDisplay AdapterAdapterAdapter

Enheten är avsedd för inomhusbruk i frekvensområdet 5150 till 5350 MHz (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).
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JapanJapanJapan VCCIVCCIVCCI ClassClassClass BBB compliancecompliancecompliance statementstatementstatement
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付付付録録録 DDD 特特特記記記事事事項項項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本
で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねくだ
さい。本書でLenovo製品、プログラム、またはサービスに言及していても、そのLenovo製品、プログ
ラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、
Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使
用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および
検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合が
あります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではあ
りません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性
の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任
を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられ
る場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変
更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品また
はプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

リリリサササイイイクククルルル情情情報報報
Lenovo は、情報技術 (IT) 機器の所有者に、機器が不要になったときに責任をもってリサイクルすることを
お勧めしています。また、機器の所有者による IT 製品のリサイクルを支援するため、さまざまなプログ
ラムとサービスを提供しています。Lenovo 製品のリサイクルについて詳しくは、次のWeb サイトにアク
セスしてください。
http://www.lenovo.com/recycling

日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、次のWeb サイトを参照してください。
http://www.lenovo.com/recycling/japan

リリリサササイイイクククルルル情情情報報報 (((ブブブラララジジジルルル)))

Declarações de Reciclagem no Brasil

DescarDescarDescar ttteee dedede umumum PPPrrrodutodutodutooo LLLenovoenovoenovo FFForororaaa dedede UsoUsoUso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de
coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas
especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de
acordo com a legislação local.
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A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua
um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para:
reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções
para o correto descarte do seu produto Lenovo.

重重重要要要ななな WEEEWEEEWEEE 情情情報報報

各国固有の情報は、次のWeb サイトで入手可能です。
http://www.lenovo.com/recycling

輸輸輸出出出種種種別別別ににに関関関すすするるる注注注意意意事事事項項項
本製品は米国輸出管理規制 (EAR) の対象であり、その輸出種別管理番号 (ECCN) は EAR99 です。本製
品は、EAR E1 国別リストの禁輸国を除く国に再輸出できます。

商商商標標標
Lenovo および ThinkPad は、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft およびWindows は、Microsoft グループの商標です。

Intel は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

HDMI およびHDMI (ハイディフィニション・マルチメディア・インターフェース) という用語は、米国お
よびその他の国の HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。
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付付付録録録 EEE 有有有害害害物物物質質質ののの使使使用用用制制制限限限指指指令令令 (RoHS)

EUEUEU 連連連合合合 RoHSRoHSRoHS
Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU
on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or
“RoHS 2”).

For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

中中中国国国 RoHSRoHSRoHS
次の表の情報は、2007 年 3 月 1 日以降に中華人民共和国で製造された製品に適用されます。

!"#$%&'

トトトルルルコココ RoHSRoHSRoHS
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

ウウウクククララライイイナナナ RoHSRoHSRoHS

イイインンンドドド RoHSRoHSRoHS
RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.
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