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1 重要
健康に関する警告
不適切な姿勢でのキーボードやマウスの使用により、手、手首な
どに身体的な負担がかかり、不快感や障害が生じる可能性があ
ります。 
快適で自然な姿勢を常に保つことは重要です。 正しい姿勢は生
産性を向上させるだけでなく、筋骨格障害（MSD）を予防できる
可能性もあります。 
長時間作業する場合、姿勢を数回変えることにより、不快感と疲
労を軽減できる可能性があります。

電場、磁場、電磁場（EMF）
1. Philips では、一般消費者向けに、電磁信号を放射および受信
する機能を持つ電子製品を製造販売しています。
2. Philips の企業理念には、当社製品に関して、お客様の健康お
よび安全に対するあらゆる措置を講ずること、適用される法的要
件に準拠すること、および製造時に適用される EMF 基準を順守
することが含まれます。
3. Philips は、製品の開発、製造、販売において、お客様の健康に
悪影響を与えることがないよう尽力しています。
4. Philips 製品は、正しい使用目的で適切に使用された場合、安
全に使用できることが、現時点で有効な科学的根拠によって確
認されています。
5. Philips は、国際的な EMF および安全基準の開発において積
極的な役割を果たしているため、当社製品へのそれらの基準の
早期統合を可能にしています。

古くなった製品の廃棄

  
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。 

 
車輪付きのごみ箱に×マークが付いたこのシンボルが製品に表
示されている場合は、その製品が欧州指令 2002/96/EC に準拠
していることを表します。
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。

  
この製品には欧州指針 2006/66/EC が適用される電池が含ま
れており、一般の家庭ゴミと一緒に捨てることはできません。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。
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2 システム要件
Windows® 7、Vista、XP、または Mac OS® X 10.4 以上•	
USB ポート•	
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3 機能概要
a 左／右クリックボタン
b スクロールホイール
c LED インジケータ
d 電池入れ
e レーザーセンサー
f 電源スイッチ
g 高さ調整（2 段階）

電池残量 インジケータの状態
十分 1 回点滅
不足 点滅
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4 トラブルシューティング
マウスのナノドングルがコンピュータの USB ポートに適切•	
に接続されていることを確認してください。
電池残量が十分であることを確認してください。•	
電池が指示されている正しい向きで挿入されていることを•	
確認してください。
この製品はガラスの上では使用しないでください。•	
製品が応答しない場合は、有効範囲内で製品を使用してい•	
ることを確認してください。



Philips Consumer Lifestyle 

Philips Consumer Lifestyle        AMB 544-9056 

AQ95-56F-1292KR       2010 
........................................................    ........................................................................... 
(Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours 

de laquelle le marquage CE a été apposé) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE) 

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Name / Nom de l’entreprise) 

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 
(address / adresse) 

Declare under our responsibility that the electrical product(s): 
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s)  produit(s) électrique(s):) 

                                                
PHILIPS       
....................................................................... ....... .................................. ..................

SPM6910/10, SPM6910X/10 
SPM6910/28, SPM6910X/28, 
SPM6910D

(brand name, nom de la marque)     (Type version or model, référence ou modèle) 

Wireless Netbook Mouse & Nano Dongle 
.............................................................................................. 
 (product description, description du produit) 

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) 

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) 

EN 60950:2006+A11:2009 
EN 60825-1:2007;  
EN 62311:2008 
EN 301489-1 V1.8.1:2008;  
EN 301489-3 V1.4.2:2002 
EN 300440-1 V1.5.1:2009;  
EN 300440-2 V1.3.1:2008 

Following the provisions of : 
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) 

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC 
Permanent Documents 
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) 

The Notified Body erformed ........ ...........  .......................................................   pTUV Rheinland LGA Products GmbH/ CE0197 ............................Statement of Opinion 

(L’Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)           (a effectué) (description of intervention /  
description de l’intervention)   

And issued the certificate, . ...........  .....................................................RT 60033256 0001 / RT 60033258 0001 

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:  
(Remarques:) 

...........................................................   ...............................................................................
Drachten, The Netherlands, 02.09.2010  A.Speelman, CL Compliance Manager 

............. 
 (place,date / lieu, date)    (signature, name and function / signature, nom et fonction)



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SPM6910_UM_10_V1.1

0197


	1	重要
	健康に関する警告
	電場、磁場、電磁場（EMF）
	古くなった製品の廃棄

	2	システム要件
	3	機能概要
	4	トラブルシューティング

