English
1 Important
Safety

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

Only use attachments/accessories speciﬁed by the manufacturer.
The product shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the product (e.g. liquid ﬁlled
objects, lighted candles).
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed
to excessive heat such as sunshine, ﬁre or the like.
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only
with the same or equivalent type.
Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the
disconnect device, the disconnect device shall remain readily
operable.
Warning

•
•
•
•
•

Never remove the casing of this apparatus.
Never lubricate any part of this apparatus.
Never place this apparatus on other electrical equipment.
Keep this apparatus away from direct sunlight, naked ﬂames or heat.
Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or
adaptor to disconnect the apparatus from the power.

Compliance
Note

•

The type plate is located on the bottom of the product.

Care of the environment
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to
make the packaging easy to separate into three materials: cardboard
(box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective
foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused
if disassembled by a specialized company. Please observe the local
regulations regarding the disposal of packaging materials, and old
equipment.
Your product is designed and manufactured with high
quality materials and components, which can be recycled
and reused.
Please inform yourself about the local separate collection
system for electrical and electronic products.
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
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Please act according to your local rules and do not dispose of
your old products with your normal household waste. Correct
disposal of your old product helps to prevent potential negative
consequences for the environment and human health.Please inform
yourself about the local rules on separate collection of batteries
because correct disposal helps to prevent negative consequences
for the environmental and human health.
Always bring your product to a professional to remove the built-in
battery.

Notice
The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any
use of such marks by Philips is under license.
Speciﬁcations are subject to change without notice. Trademarks
are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V or their
respective owners. Philips reserves the right to change products at
any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly.

日本語
1 重要
安全上の注意
製造元によって指定されている付属品／アクセサリー以外は
使用しないでください。
製品に水滴がかかったり水跳ねしたりしないようにしてくだ
さい。
危険性のある物体を製品の上に置かないでください（液体の
入った物、火が点いたキャンドルなど）。
電池（バッテリーパック、
または装着されている電池）を、
日光
や炎など過度の熱にさらさないでください。
間違った方法でバッテリーを装着すると、破裂の危険がありま
す。バッテリーを入れ換える場合は、同じ型のバッテリー、
また
は同等のバッテリーのみを使用してください。
ダイレクトプラグインアダプタのプラグを断路装置として使用
している場合、断路装置はすぐに動作可能な状態にしておい
てください。

環境への配慮
環境に関する情報
本製品の梱包には不必要な梱包材を使用していません。当社
では、梱包材をダンボール（箱）、発泡スチロール（緩衝材）、ポ
リエチレン（袋、保護発泡シート）の 3 種類の素材ごとに簡単
に分類できるように、努力を払っています。
システムは、
リサイクル可能な素材で製造されているため、専
門業者による分解の後に再利用できるようになっています。梱
包材や古くなった機器の廃棄方法については、お住まいの地
域の廃棄手順に従ってください。
ご使用の機器（プレイヤー）は、純度の高い素材と材質
を使用してデザインおよび製造されたもので、
リサイ
クルと再利用が可能です。
お住まいの地域の電気電子製品分別回収システムに
ついて情報を入手してください。
製品を廃棄する際は地域の規則に従ってください。一般の家庭
ごみと一緒に捨てないでください。適切な分別回収は、環境や
人体に及ぼす影響の低減につながります。お住まいの地域で
の電池の分別収集ルールを確認してください。適切な分別回
収は、環境や人体に及ぼす影響の低減につながります。
内蔵バッテリーを取り外す場合は、必ず専門業者に製品を持ち
込んで依頼してください。

通知
Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth
SIG, Inc. の所有物であり、Philips はライセンスに
基づきこのマークを使用しています。
仕様は予告なく変更されることがあります 商標は、Koninklijke
Philips Electronics N.V または各所有者の所有物です。Philips は
いつでも予告なく製品に変更を加える権利を有します。その
際、既に提供済みの物をその変更に従って調整する義務は負
いません。

警告

•
•
•
•
•

機器のケーシングは絶対に取り外さないでください。
機器のどの部分にも絶対に潤滑剤を塗らないでください。
機器は他の電子機器の上に絶対に置かないでください。
機器は直射日光、裸火、熱から離して置いてください。
機器を電源から切断するために、電源コード、
プラグ、
アダプターに
手が届きやすいようにしておいてください。

適合性
注

•

タイププレートは製品の底面にあります。
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