安全および規制に関する表明

本製品の詳細については、www.Vertiv.com にアクセスし、ユーザー・
マニュアルをダウンロードしてください。

アメリカ
WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case
the user will be required to correct the interference at his own expense.

カナダ
This Class A digital apparatus complies with the Canadian ICES-3(A)/NMB-3(A).

欧州連合
WARNING: This is a class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which
case the user may be required to take adequate measures.

日本

韓国

台湾

安全性、EMC、環境に関連する認証およびマーキング
本製品の安全認証およびEMC認証は、次の1つまたは複数の指定よりご覧いただけます。CMN（証明書モデル番号）、MPN（製造
元部品番号）、販売段階で付く型式名称。EMCまたは安全性に関する報告書および証明書の中で参照されている名称は、本製品
に貼られたラベル上に印刷されています。
認証を受けた情報処理装置（ITE）
と一緒に使用するためのものです。

D36351
RoHS
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Please visit http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information.
Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Veuillez consulter le site http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo qui contient des informations importantes
concernant la sécurité.
Visitare la pagina http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo per importanti informazioni sulla sicurezza.
安全に関する重要な情報については、Webサイト
（http://www.Vertiv.com)のComplianceRegulatoryInfo でご確認ください。
请访问 http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 了解重要的安全信息。
중요한 안전 관련 정보는 http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 를 방문하십시오.
如需重要安全資訊，請造訪：http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo。
Посетите страницу http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной информации о безопасности.
Visite http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante.

โปรดไปที่ http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo เพื่อดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำ�คัญ
Besøk http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for viktig sikkerhetsinformasjon.
Rendez-vous sur http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo pour obtenir des informations importantes sur la
sécurité.

特許
https://www.vertiv.com/patents
Vertiv テクニカル・サポートへのお問い合わせは、www.Vertiv.com にアクセスしてください
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