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下記の注意事項を守らないと火災・感電などに
より死亡や大けがの原因となります。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
ˎˎ本機と机や壁などの間にはさみ込んだりしない。
ˎˎ電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
ˎˎ重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
ˎˎ熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
ˎˎ電源コードを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない
上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。本書に記さ
れている使用条件以外の環境でのご使用は、火災や感電の原因となるこ
とがあります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続
ケーブルを抜いてください。

分解や改造をしない
故障や火災・感電の原因となります。充電池の交換、内部の点検および
修理はソニーの相談窓口にご依頼ください。

付属のACアダプター以外は使用しない
火災や感電、誤動作の原因となります。

落雷のおそれがあるときは本機を使用しない
落雷により、感電することがあります。雷が予測されるときは、火災や感
電、製品の故障を防ぐために電源プラグを抜いてください。
また、雷が鳴り出したら、本機には触らないでください。

ぬれた手で電源プラグにさわらない
ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあ
ります。

本機は日本国内専用です
ˎˎ交流100 Vでお使いください。 
海外などで、異なる電圧で使うと、火災や感電の原因となることがあり
ます。なお、ACアダプターと電源コードは対応する入力電圧が異なる
場合があります。ACアダプター・電源コードの記載をご確認ください。 
本機は国内専用です。海外で使用することを動作保証するものではあ
りません。
ˎˎ ACアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでく
ださい。発熱や故障の原因となります。
ˎˎ本機の無線機能は国内専用です。 
海外で使うと罰せられることがあります。

排気口、吸気口をふさがない
排気口、吸気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となるこ
とがあります。充分に通気ができるように以下の項目をお守りください。
ˎˎ周辺の壁や物から離して設置してください。

ˎˎ吸排気口をふさぐような覆いやカバーをしない。

ˎˎ柔らかい布地、書類、毛足の長いじゅうたん、小さい紙などの上に設置し
ない。吸い上げられて、吸気口がふさがれます。

投写窓をのぞかない
投写中にプロジェクターの投写窓をのぞくと光が目に入り、悪影響を与
えることがあります。

投写中に投写窓を遮らない
投写窓を長時間遮ると、投写光の当たった部分が高温になり、遮っている
部分が変質・変形したり、やけどや火災の原因となることがあります。

光沢のある壁や机には投写しない
反射した光が目に入り、悪影響を与えるおそれがあります。

危険な場所に取り付けない
天井や壁など、安定して設置できない場所には取り付けないでください。
落下してけがの原因となります。

下記の注意事項を守らないと、医療機器などを誤動作させる
おそれがあり事故の原因となります。

特定の状況下では無線機能を使用しない
本機は無線機能を内蔵しています。
以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、本機
を使用しないようにしてください。また、緊急の場合には、ただちに本機
の電源を切ってください。
ˎˎ航空機の機内では本機を使用しない。 
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
ˎˎ本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない。 
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
ˎˎ本機を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ただちに使
用をやめる。 
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

下記の注意事項を守らないと、健康を害するおそれがあります。

表示中の画面を長時間継続して見ない
表示中の画面を長時間見続けると、目が疲れる場合があります。
表示中の画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐ
に本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛
みがとれないときは医師の診察を受けてください。

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害
を与えたりすることがあります。

接続するときは電源を切る
ACアダプターや接続ケーブルを接続するときは、本機や接続する機器の
電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

指定された電源コードや接続ケーブルを使う
付属の電源コードはこの機器のみでご使用いただく専用品です。
他の製品ではご使用になれません。
また、付属の電源コードまたは指定された接続ケーブル以外は本製品に
はご使用にならないでください。発熱により火災・感電の原因となるこ
とがあります。

電源コードや接続ケーブルをACアダプターに巻き付けない
断線の原因となることがあります。

通電中の本機やACアダプターに長時間ふれない
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。
また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどに
なる可能性があります。

本機やACアダプターを布や布団などでおおった状態で使用し
ない
熱がこもって本体が変形したり、故障や火災の原因となることがありま
す。
バッグなどに入れる場合は、入れる前に本機の電源を切ってください。

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。落ちたり、
倒れたりしてけがの原因となることがあります。安定した場所に本機を
置いてお使いください。

水のある場所に置かない
水が入ったり、濡れたり、風呂場などで使うと、火災や感電の原因となり
ます。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご
注意ください。

お手入れの際は、電源を切って電源プラグを抜く
電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがありま
す。

移動させるときは、電源コードや接続ケーブルを抜く
接続したまま移動させると電源コードや接続ケーブルが傷つき、火災や
感電の原因となったり、接続している機器が落ちたり、倒れたりしてけが
の原因となることがあります。
また、本機を落とさないようにご注意ください。

端子はきちんと接続する
端子はまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むとピン
とピンがショートして、火災の原因となることがあります。

長時間使用しないときは電源プラグを抜く
長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜い
てください。

直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管しない
内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

製品の上にものを載せない
製品の上にものを載せると、故障や事故の原因となります。特に、水が
入ったものを置くと内部に水が入り、火災や感電の原因となることがあ
ります。

本機に強い衝撃を与えない
ˎˎ重いものを載せる、落とす、本機の上に乗るなど、無理な力が加わると、
けがや故障の原因となることがあります。
ˎˎ投写窓は強化ガラスでできていますが、強い力で押したりたたいたりす
ると、割れてけがをすることがあります。

本機を運搬するときは落下に注意する
本機を持ち運ぶときは落下にご注意ください。落下するとプロジェク
ターが壊れたり、けがの原因となります。

排気口付近に手やものを近付けない
排気口付近に手を近づけたり、変形しやすいものを置くとやけどや変形
の原因になります。

幼児の手の届かないところに置く
ケーブルを首に巻きつけたりすると、事故やけがの原因となります。

本機を廃棄する場合は、一般ごみに混ぜて捨てない
本機はリチウムイオン充電池を内蔵していますので、ゴミ収集作業など
で衝撃や圧力が加わり、漏液、発熱、発火、破裂などの危険があります。

電池についての安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避けるため、下記の
注意事項を必ずお守りください。

	 充電式電池が液漏れしたとき
充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに
水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな
水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

ˎˎ火の中に入れない。分解、加熱しない。
ˎˎ火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所
で使用・保管・放置しない。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故に
なることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
本書およびスタートガイド、ヘルプガイド（Web取扱説明書）をよくお読みのうえ、
製品を安全にお使いください。 
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本機のマニュアルについて

スタートガイド
はじめにお読みください。充電、スマートフォンとの接続など最
初の準備について記載しています。

リファレンスガイド（本書）
安全に使用するための注意事項や主な仕様を記載しています。

ヘルプガイド（Web取扱説明書）
本機の機能や使いかたを詳しく説明しています。スマートフォン
やパソコンでご覧いただけます。

http://rd1.sony.net/help/projector/lspxp1/ja/

ソニー製品は安全に充分配慮して設計され
ています。しかし、電気製品はすべて、まち
がった使いかたをすると、火災や感電などに
より人身事故になることがあり危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りく
ださい。


安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読
みください。

定期的に点検する
ほこりがたまっていないか、故障したまま使
用していないか、などを定期的に点検してく
ださい。

故障したら使わない
すぐにソニーの相談窓口に修理をご依頼く
ださい。

万一、異常が起きたら

ˎˎ 煙が出たら
ˎˎ 異常な音、においがしたら
ˎˎ 内部に水、異物が入ったら
ˎˎ 製品を落としたり、キャビネットを破
損したとき


  電源を切る
  電源コードや接続ケーブルを抜く
  ソニーの相談窓口に点検・修理を依頼す
る

警告表示の意味
本書および製品では、次のような表
示をしています。表示の内容をよく
理解してから本文をお読みくださ
い。

この表示の注意事項を守らないと、
火災・感電・発熱・破裂などにより
死亡や大けがなどの人身事故が生じ
ます。

この表示の注意事項を守らないと、
火災・感電などにより死亡や大けが
など人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、
感電やその他の事故によりけがをし
たり周辺の物品に損害を与えたりす
ることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

裏面へつづく

安全のために

各部の名前
■ポータブル超短焦点プロジェクター

 吸気口／排気口
 投写窓
 電源ランプ
 電源ボタン
 DC IN 19.5V端子

 測距センサー
 RESETボタン
 充電ランプ
 スタンド（別売）用電源端子

■ワイヤレスユニット

 HDMI IN端子
 HDMI OUT端子
 AVマウス（IR BLASTER）接続端子

 DC IN 5V端子
 PAIRINGボタン



ˎˎ ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドル
ビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
ˎˎ HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI 
Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。
ˎˎ Bluetooth®スマートワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソ
ニーはライセンスに基づきこのマークを使用しています。
ˎˎ Wi-Fi、Wi-Fi Direct、MiracastおよびWi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの
商標または登録商標です。
ˎˎ「Google」「Google」ロゴ、「Android」「Google Play」「YouTube」は、Google, Inc.
の商標または登録商標です。
ˎˎ Apple、Appleロゴ、iPhone、iPod touchは米国および他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
ˎˎ その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あ
るいは商標です。 
なお、本文中では、™、®マークは表記していません。本書に明示されていないす
べての権利は、その所有者に帰属します。

（プロジェクターのみ）

第三者ソフトウェアに関するお知らせ
ポータブル超短焦点プロジェクターおよびワイヤレスユニットには、ソースコードの
形式で又は無償で公に入手可能な部分を含むソフトウェア又はその派生物であって、
ソニー株式会社以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件に伴うもの（以下
「第三者ソフトウェア」とします）が含まれております。第三者ソフトウェアのご使用
については、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。これら
の使用許諾条件は、第三者ソフトウェア毎に以下のURLに記載されております。この
URLにアクセスの上、内容をご一読くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

http://oss.sony.net/Licence/LSPX-P1_LSPX-PT1/

第三者ソフトウェアには、上記URLに記載の、GNU General Public License (GPL)、
GNU Lesser General Public License (LGPL) の適用を受けるソフトウェアが含まれ
ております。お客様はGPL/LGPLの条件に従いこれらのソフトウェアのソースコー
ドの入手、改変、再頒布の権利があることをお知らせします。これらのソフトウェア
のソースコードは、ウェブで提供しております。ダウンロードする際には、以下の
URLにアクセスし、モデル名「LSPX-P1」または「LSPX-PT1」をお選びください。

http://www.sony.net/Products/Linux/

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

		日本国内での充電式電池の廃棄について

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式
電池の取り外しはお客様ご自身では行わず、ソニーの相談窓口にご相談
ください。

保証書とアフターサービス
保証書
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け
取りください。
所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
ˎˎ保証期間中の修理は 
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。
ˎˎ保証期間経過後の修理は 
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
ˎˎ部品の保有期間について 
当社では、ポータブル超短焦点プロジェクターの補修用性能部品（製品の機能を維
持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有しています。 
この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

機種名：LSPX-P1

なお、本製品のサポートなどは
右記のホームページをご活用ください。

http://www.sony.jp/support/projector/

主な仕様
ポータブル超短焦点プロジェクター（LSPX-P1）

■プロジェクター
投写方式
SXRD・3原色液晶シャッター投写方式　

表示素子
0.37型 SXRD x1
1366×768画素

画面サイズ
22型～ 80型

光源
レーザーダイオード

明るさ
100 lm

■オーディオ
スピーカー
直径約25 mm 2個（モノラル）バスレフ方式

アンプ
2 W + 2 W モノラル（4 Ω）

■無線
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n（2.4 GHz帯、5 GHz帯）、MIMO対応

Bluetooth
Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)

■その他
動作保証温度範囲
5 ℃～ 35 ℃

内蔵バッテリー
リチウムイオンバッテリー

外形寸法（幅×高さ×奥行き）
約81 mm×131 mm×131 mm

質量
約930 g

ワイヤレスユニット（LSPX-PT1）

■入力／出力
HDMI IN端子
HDMI OUT（パススルー）端子
AVマウス（IR BLASTER）端子（ミニジャック）

■無線
無線LAN
IEEE802.11a/n（5 GHz帯）、MIMO対応

■その他
動作保証温度範囲
5 ℃～ 35 ℃

外形寸法（幅×高さ×奥行き）
約135 mm×35 mm×135 mm

質量
約200 g

付属品
ACアダプター　VGP-AC19V77（1）
ACアダプター　LSPX-AC5V2（1）
電源コード（2）
AVマウス（IR BLASTER）（1）
スタートガイド（1）
リファレンスガイド（本書）（1）
保証書（1）

別売りアクセサリー
フロアスタンド　LSPX-PS1

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

使用上のご注意
取り扱いについて
ˎˎ 落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでくだ
さい。本機の故障の原因となります。
ˎˎ 本機の動作温度は5 ℃～ 35 ℃です。動作温度範囲を越える極端に寒い場所や暑い
場所での使用は故障の原因となります。
ˎˎ ほこりやたばこの煙が多い場所に、本機を置かないでください。ほこりやたばこの
ヤニが本体内部の部品（投写窓など）に付いて故障の原因となります。

ˎˎ 異常に高温、低温、または多湿になる場所に置かないでください。炎天下や夏場の
窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりす
ることがあります。
ˎˎ 本機の無線機能は日本国内専用です。海外では国／地域によって電波使用制限が
あるため、本機の無線機能を使用した場合、罰せられることがあります。

ファンの音について
プロジェクターの内部には温度上昇を防ぐためにファンが取り付けられており、電源
を入れると多少の音が生じます。これは、プロジェクターの構造によるもので、故障
ではありません。しかし、異常音が発生した場合にはソニーの相談窓口にご相談くだ
さい。

光源まわりの点検について
本機はレーザーを使用しているため、光源まわりの点検等の整備を行う場合は、特別
な注意と環境が必要です。必ずソニーの相談窓口にご依頼ください。

レーザー光源について
電源ランプが白く点灯しているときは、レーザー光が放出されています。
以下の注意をお守りください。
ˎˎレーザー光をのぞきこまないこと
ˎˎレーザー光を人に向けないこと
ˎˎ子供に使わせないこと

プロジェクターについて
ˎˎ本機は非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒や白の点が現れて消えない
ことがあります。また、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合もあります。
これらは、プロジェクターの構造によるもので、故障ではありません。また、複数台
のプロジェクターを並べてスクリーンへ投写する場合、プロジェクターごとに色合
いのバランスが異なるため、同一機種の組み合わせであってもそれぞれ色合いの違
いが目立つ場合があります。
ˎˎご視聴になるコンテンツによっては視線を動かした場合などに赤・青・緑などの
原色が見える場合がありますが、故障ではありません。これは本製品の画像表示方
式であるフィールドシーケンシャル駆動特有の「カラーブレイク」現象によるもの
です。プロジェクターの明るさを下げるか部屋を明るくするなどして、周囲環境と
映像とのコントラストを下げることでこの現象を軽減できます。

結露について
本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたば
かりの部屋で、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きた場合、
結露がなくなるまで、電源を切って放置してください。
結露があるときにご使用になると、故障の原因となります。

本機の発熱についてのご注意
ˎˎ本機を使用中や充電中は、本体やACアダプターが熱くなることがありますが、動作
上問題はありません。本体の温度上昇が著しい場合、安全のために強制的にシャッ
トダウンすることがあります。このような場合は、本体が冷えてから涼しい場所で
お使いください。
ˎˎ本機やACアダプターが普段よりも異常に熱くなったときは故障が考えられます。
すぐに電源を切り、ACアダプターの電源コードを抜いて使用を中止し、ソニーの相
談窓口までご連絡ください。

充電について
ˎˎ 周囲の温度が5 ℃～ 35 ℃の環境で充電してください。この範囲外では充分に充電
ができないことがあります。
ˎˎ 本機を充電中や使用中は、本体の温度が上昇することがありますが、故障ではあり
ません。
ˎˎ 長期間使用しない場合、充電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電を行ってくださ
い。
ˎˎ 長い間使わなかったときは、充電時間が長くかかる場合があります。
ˎˎ 使用可能時間が通常の半分くらいに低下した場合は、充電池の寿命と考えられま
す。充電池の交換については、ソニーの相談窓口にご相談ください。

AC電源の遮断について
電源ボタンを押して電源を切っても、本機は、電源からは完全には遮断されていませ
ん。電源から切り離すためには、電源プラグをコンセントから抜く必要があります。
不具合を感じた場合はすぐにコンセントからプラグを抜けるように、ACアダプター
は、コンセントの近くでお使いください。

お手入れについて
ˎˎ 必ずプロジェクターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってくだ
さい。
ˎˎ 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。
ˎˎ 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させる
と、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
ˎˎ 投写窓を素手で触らないでください。
ˎˎ 投写窓面のお手入れのしかた： 
メガネ拭きなどの柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水を少
し含ませて拭きとってください。アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗浄液、ア
ルカリ性洗浄液、研磨剤入洗浄剤、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでくださ
い。
ˎˎ 外装のお手入れのしかた： 
柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔
らかい布を浸し、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布でから拭きしてくだ
さい。アルコールやベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

他に疑問点や問題点がある場合は、もう一度本書およびスタートガイド、ヘルプガイ
ド（Web取扱説明書）をよく読んでから、ソニーの相談窓口にご相談ください。

Bluetooth®機能／無線LAN機能について
周波数について
本機は2.4 GHz帯、および5 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を
使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に
注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項
本機の使用周波数は2.4 GHz/5 GHz帯です。2.4 GHz帯では電子レンジ等の産業・
科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を
要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無
線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
1.  本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してく
ださい。

2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の
使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わ
せください。

2.4：2400 MHz帯を利用する無線設備を表します。
XX/DS/OF：変調方式がその他の方式、DS-SS、OFDMであることを示します。
4：想定される与干渉距離が40 m以下であることを示します。

：  2400 MHz~2483.5 MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別
装置の帯域を回避可能であることを意味します。

5	GHz機器使用上の注意事項
ˎˎプロジェクターが使用するチャンネルは以下のとおりです。
ˎē W52（5.2 GHz帯/36、40、44、48ch）
ˎē W53（5.3 GHz帯/52、56、60、64ch）
ˎē W56（5.6 GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、
140ch）

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n
J52 W52 W53 W56

ˎˎワイヤレスユニットが使用するチャンネルは以下のとおりです。
ˎē W52（5.2 GHz帯/36、40、44、48ch）

IEEE802.11a/n
J52 W52 W53 W56

ˎˎ 5 GHz無線LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。

無線LANに関するご注意
紛失や盗難などによって、本機に搭載されている接続先への不正アクセスや利用など
が行われ、被害や損害が発生しても、弊社は一切の責任を負いかねます。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティについて
ˎˎハッキングや悪意のある第三者からのアクセス、その他の脆弱性を回避するため、
常にセキュアな無線LANを使用していることを確認してください。
ˎˎ無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。
ˎˎセキュリティ対策を施さず、あるいは無線LANの使用上やむを得ない事情により、
セキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆ
る損害に対する責任を負いかねます。


