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法律に関する注記

ここに記載した内容は、予告なしに変更するこ

とがあります。

弊社は、本書に含まれる技術上または編集上の

誤りおよび欠落について、一切責任を負うもの

ではありません。
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1 安全に関する注意事項

一般的な安全性に関するガイドライン

感電による危険

内部回路には、死亡または重大な人身事故につながる可能性のある危険電圧が使
用されています。以下を行うと感電する恐れがあります。

● 電気制御キャビネットを解体する。

● 閉じられたシステムのカバーや差し込み口を取り外したり開いたりする。

注記： 交換してもヒューズが飛ぶ場合は、システム内の電気回路が故障してい
る可能性があります。認定資格を有するサービス担当者にシステムのチェックを
依頼し、ヒューズの再交換は行わないでください。

機械的危険

プリンタには人身事故の原因になる可能性のある可動部分があります。人身事故
を防止するため、プリンタの近くで作業する場合は、以下の注意事項に従ってく
ださい。

● 衣服や身体はプリンタの可動部分から離してください。

● ネックレス、ブレスレットなど、垂れ下がる物体の着用は避けてください。

● 長髪の場合は、頭髪がプリンタ内に落下しないように留めてください。

● 袖や手袋がプリンタの可動部分に巻き込まれないように注意してください。

● ファンの近くに立たないでください。人身事故につながったり印刷品質に影
響を及ぼす可能性があります (エアフローが遮断されるため)。

重量のある用紙による危険

人身事故を避けるため、重量のある用紙を扱う場合は特に注意が必要です。

● ロール紙を扱う際は、必ず最低 2 名で行ってください。背中に負担をかけ
たり痛めたりしないように注意してください。

● 印刷用紙を持ち上げる場合は、必ずフォークリストやパレット トラックな
どの取り扱い用機器を使用してください。

● 必ず、長靴や手袋などの保護用具を着用してください。

熱による危険

プリンタの乾燥および硬化用サブシステムは高温で稼動しているため、触ると火
傷をする可能性があります。人身事故を防止するため、以下の注意事項に従って
ください。

● プリンタの乾燥および硬化領域に、直接触らないでください。

● 用紙の経路に触れる場合は、特に注意してください。
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インクの取り扱い
このプリンタには溶剤インクが使用されていないため、溶剤インクに関連する従
来の問題は発生しませんが、インクカートリッジやプリントヘッド クリーナ ロ
ールを扱う場合は、手袋の着用をお勧めします。

警告および注意
このマニュアルでは、プリンタを適切に使用してプリンタの破損を防ぐために、
次の記号が使用されています。これらの記号の付いた手順に従ってください。

警告！ この記号の付いたガイドラインに従わない場合、重大な人身事故または
死亡につながる恐れがあります。

注意： この記号の付いたガイドラインに従わない場合、人身事故または製品の
破損につながる恐れがあります。

警告ラベル

ラベル 説明

漏電電流が 3.5 mA を超えている可能性がありま

す。

プリンタを別の電圧の電源に接続できる可能性が

あります。

主アース端子を識別します。

感電する危険があります。触らないでください。
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ラベル 説明

感電する危険があります。触らないでください。

感電する危険があります。ヒューズ交換の場合、

電圧が印加したプリンタの部品で保守作業中に危

険が生じる場合があります。プリンタは保守作業

前に完全に電源を切ってください。

プリンタの部品は熱くなる場合があります。触ら

ないでください。

プリンタの部品、サプライ品、または廃棄物を処

理する場合は、保護用手袋を使用してください。

用紙を取り付けると、キャリッジが通常の位置よ

り下がるため、キャリッジの下に手や物を入れる

と損傷する可能性があります。

歯車の間に手が巻き込まれる危険性があります。

プリンタの印刷中、プリントヘッド キャリッジは

用紙全体を前後に移動します。

この可動部分に注意してください。
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緊急停止ボタン
プリンタには、4 か所に緊急停止ボタンが配置されています。緊急事態が発生し
た場合は、いずれかの緊急停止ボタンを押すと、すべての印刷処理が停止しま
す。プリンタを再起動する前に、すべての緊急停止ボタンが解除されていること
を確認してください。
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2 マニュアル
このプリンタには、以下の文書が付属しています。以下の URL からダウンロー
ドすることもできます。http://www.hp.com/go/L65500/manuals/

● 設置ガイド

● 設置チェックリスト

● ユーザーズ ガイド

● 保守およびトラブルシューティング ガイド

● 法律情報
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3 Hewlett-Packard無償保証書

HP製品 無償保証期間

プリンタ 1 年

ソフトウェア 90 日

プリントヘッド 製品に印刷されている「保証期限日」に達するま

で、あるいはプリントヘッドで 12000ml の HP
インクを使い切るまでの、いずれか先に到達した

とき。

インクカートリッジ HP インクを消費するまで、またはカートリッジ

に印刷されている「保証期限日」に達するまで

の、いずれか先に到達したとき。この保証は、補

充、再製造、改造、誤用、または改ざんされた

HP インク製品には適用されません。

A. HP 無償保証の範囲、内容および条件
1. HP (以下「弊社」と言います) はお客様に対して、上記の HP ハードウェ

ア製品、アクセサリおよびサプライ品について、上記に定める無償保証期間
中、部品および製造上の理由により、通常の使用で不具合が発生した場合
に、無償で保証いたします。無償保証期間の開始日は、お客様の購入日にな
ります。お手元にある日付の入った領収書または納品受領証など、本製品の
ご購入日が記載された書類が、ご購入日の証明書となります。保証サービス
を受ける際には、ご購入日を証明する書類の提出が必要となる場合がありま
す。

2. ソフトウェア製品について、弊社の無償保証は、上記に定める無償保証期間
中、当該ソフトウェアが適切にインストールされかつ使用されている限りに
おいて、部品、物理的なソフトウェアのサポート、および製造上の不具合に
よりプログラム命令が実行されない欠陥に対してのみ適用されます。また、
弊社は弊社所有の標準ソフトウェアが仕様と実質的に一致することを保証し
ます。ただし、ソフトウェアがお客様が選択したハードウェアおよびソフト
ウェア上で機能すること、またはお客様が指定した要件を満たすことは保証
いたしません。

3. 弊社はいかなるソフトウェア製品についても、動作の中断について、あるい
はエラーが発生しないという保証はいたしません。
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4. 弊社の限定保証は、製品を通常の用法に従って使用した結果発生した不具合
に対してのみ適用されます。以下のような場合を含め、その他の問題には適
用されません。

a. お客様の不適切または不十分な保守またはキャリブレーションによる場
合。

b. 弊社が提供またはサポートしていないアクセサリ、ソフトウェア、イン
タフェース、用紙、部品、インク、サプライ品を使用した場合。

c. 製品仕様または本マニュアルの記載の範囲外での製品操作に起因する場
合。

d. 不適切な設置場所または保守。

e. 弊社または弊社の担当者による準備なしでプリンタを移動した場合。

f. 無断の改変または誤った使い方。

クリーニング サービス、予防保守サービス (予防保守キットに含まれる部
品、および弊社サービス エンジニアによる作業を含む ) など、HP
Designjet L65500 プリンタの日常的なプリンタ保守作業は、無償保証の対
象になりません。

5. HP プリンタ製品について、補充用またはその後ご購入いただいた HP サプ
ライ品 (インク、プリントヘッド、インクカートリッジ、保守キット) を使
用いただいても、お客様への HP 無償保証またはお客様との HP サポート
契約には影響いたしません。ただし、HP 製品以外のインクカートリッジ、
または補充されたインクカートリッジや使用期限の過ぎたインク カートリ
ッジの使用によるプリンタの故障や破損については、無償保証の範囲外と
し、修理に必要とされる技術者派遣費、技術費および、材料費を請求させて
いただきます。

6. 弊社または弊社認定のサービス担当者が、保証期間中に、この無料保証の対
象となっている製品の不具合の通知を受け取った場合、弊社は自らの選択に
より不具合のある製品を修理するものとします。

不具合のある製品または部品の交換が必要と弊社が判断した場合、弊社は自
らの選択により、(i) 交換製品または部品を納品し、必要に応じて電話等に
よる取り付けのサポートを行うか、(ii) 不具合のある製品または部品を現地
で交換します。弊社が上記の (i) を選択した場合でも、お客様は不具合のあ
る製品または部品の現地での交換を依頼することも可能です。ただし、交換
に必要な通常の出張費と作業費を請求させていただく場合があります。

7. お客様には、セルフテストや診断プログラムの開始や実行、必要とされるあ
らゆる情報の提供、または基本的な是正手段の実行など、弊社または弊社認
定のサービス担当者の要請に基づいて、問題解決のために適切なリモートか
らのサポートと協力をお願いいたします。お客様には、プリンタ関連の情
報 (プリンタ ユーティリティ、ファイル ログ等) の提供を含めて、最も適
切な技術を提供し、不具合の根本原因を発見するため、リモート トラブル
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シューティングへの積極的な参加をお願いする場合があります。インターネ
ットによる、HP Internal Print Server コンピュータへの接続が可能であれ
ば、弊社または弊社認定のサービス担当者がリモート トラブルシューティ
ングおよびリモート サポートを提供できる可能性が高くなります。弊社ま
たは弊社認定のサービス担当者は、現場でのトラブルシューティングが必要
な場合、通常の出張費と作業費を請求させていただく場合があります。

8. 万一、この無償保証の対象となっている不具合のある製品の修理または交換
に対応ができない場合は、不具合の通知を受けてからしかるべき期間内に、
製品の残存価格を返金いたします。残存価格は、弊社または弊社認定の販売
店にお支払いいただいた購入価格から、減価償却費を減じた金額とします。

お客様から故障したコンポーネント、部品、消耗品、サプライ品、またはハ
ードウェア製品を弊社にご返却いただくまで、弊社には交換または返金の義
務はありません。この無償保証による交換によって返却されたコンポーネン
ト、部品、サプライ品、またはハードウェア製品は、弊社の所有物となりま
す。上記の内容にかかわらず、弊社は、故障した製品の返却をお客様に要求
しない場合もあります。

. 特に明記しない限り、地域の法律の定める範囲内において、パフォーマンス
と信頼性の向上のため、同種類の製品について、新しい材料、または新しい
材料と同等な使用済み材料を使用して製造する場合があります。弊社は、製
品の修理または交換を行う際、(i) 修理または交換の対象となる製品と同等
の製品またはその材料を使用しますが、再利用品になる場合があります。ま
たは、(ii) 元の製品が生産中止になっている場合、元の製品と同等の製品ま
たはその材料を使用します。

弊社の無償保証は、弊社または弊社認定のサービス プロバイダが保証サー
ビスを提供し、弊社がこの保証対象製品を販売したあらゆる国/地域において
有効です。ただし、保証サービスの有効性と応答時間は、国/地域により異な
る場合があります。弊社では、法律上または規制により、動作を想定してい
ない国/地域で製品を動作させるために、弊社製品の形状、適合性、または機
能を変更することはありません。

. 本文書に記載されている弊社製品が、弊社または正規輸入業者によって提供
されている地域では、弊社認定のサービス部門において、その他のサービス
契約が用意される場合があります。

. お客様は、自らの機密情報のセキュリティ、およびファイル、データ、また
はプログラムが紛失または改変された場合の復元についての手順をプリンタ
外部で行う責任を負うものとします。弊社は、本プリンタのハード ディス
ク、HP Internal Print Server コンピュータ、またはその他のストレージ デ
バイスに格納されたいかなるファイルの破損または喪失に対しても責任を負
いません。また、弊社は、喪失したファイルまたはデータの復元も行いませ
ん。
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B. 保証の制限
法律の定める範囲において、弊社および弊社指定の協力会社は、上記以外のいか
なる明示的または黙示的な保証や債務の負担もいたしません。特に、弊社は、商
品性、品質、特定目的への適合性について、いかなる黙示的な保証や債務の負担
もいたしません。

C. 責任の制限
法律の定める範囲において、本保証による救済措置をお客様の唯一かつ排他的な
救済とします。上記に記載される以外、契約、不法行為、その他の法的原因に基
づいているか否かに関わらず、また、そうした損害の可能性を予期または報告さ
れていたか否かに関わらず、弊社または弊社指定の協力会社は、直接的、間接
的、特殊、付随的または結果的損害 (収益または資金の損失を含む) に対してい
かなる責任も負いません。

D. 国/地域別の法律
1. この無償保証は、特定の法的権利をお客様に与えるものです。その他の権利

は、米国とカナダでは州によって、またはその他の国/地域ではその国/地域
によって異なる可能性があります。お客様が有するその他の権利について
は、国/地域の法律をご確認ください。

2. この無償保証の一部が特定の国/地域の法律と一致していない場合は、その
国/地域の法律に合致するよう修正されます。当該国/地域の法律上許されて
いない場合を除き、本保証の条件は除外、制限、または変更されません。さ
らに、本保証の条件は、当該国/地域のお客様への HP 製品の販売に適用され
る、当該国/地域の法律の定める範囲内で法的拘束力のある権利義務となりま
す。
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4 HP カスタマー・ケア・センター
質問または問題については、お近くの弊社認定のサービス担当者にご相談くださ
い。

必要に応じて、以下の方法を使用して、いつでも弊社に直接ご連絡いただけます。

注記： 最新の連絡先については、下記をご覧ください                         
http://www.hp.com/go/graphic-arts/。

北米
電話番号: 800 925 0563
ファックス: 952 943 3695
電子メール: cs.custsup@hp.com

ヨーロッパ、中東およびアフリカ
電話番号: +32 2 7283444
ファックス: +31 207157536
電子メール: LF.MV.Support@hp.com

アジア太平洋
電話番号: +852 8103 2666
電話番号: 00 801 85 5945 (台湾のみ、フリーダイヤル)
ファックス: +852 2187 2218
電子メール: hsap.carecenter@hp.com

南米
選択メニューからオプション 2 またはオプション 6 をダイヤルしてください。

アルゼンチン 5411 470 816 00
ブラジル: 52 55 5258-9922
チリ: 562 436-2610 / 800 360 999
コロンビア: 571 602 9191 / 01 8000 51 4746 8368
コスタリカ: 0 800 011 0524
ドミニカ共和国: 1 800 711 2884
グアテマラ: 1 800 999 5105
ホンジュラス: 800 0 123 / 1 800 711 2884
メキシコ: 52 55 5258-9922
ニカラグア: 1 800 0164 / 800 711 2884

10 第 4 章   HP カスタマー・ケア・センター JAWW

H
P
 
カ

ス
タ

マ
ー

・
ケ

ア
・

セ
ン

タ
ー

http://www.hp.com/go/graphic-arts/


パナマ: 001 800 711 2884
ペルー: 511 411 2443 / 0 800 10111
エルサルバドル: 800 6160
ベネズエラ: 58 212 278 8666 / 0 800 474 68368
CC LAR Nextel: (5255) 1088 0884; ID 52*20115*51
CC LAR e-Mail: carecenter.ipglf.lar@hp.com
CC LAR Fax: +52 55 5258 6377
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5 Hewlett-Packardソフトウェア使用許諾書
注意:本ソフトウェアの使用にあたり、お客様は、以下に記載する HP ソフトウ
ェア使用許諾条件に従うものとします。本ソフトウェアを使用することによっ
て、お客様はこれらの使用許諾条件に同意したものとみなされます。お客様がこ
れらの条件に同意しない場合、本ソフトウェアの購入金額の払い戻しを受けるに
は、本ソフトウェアをご返却していただく場合があります。また、本ソフトウェ
アが他の製品と共に提供されている場合は、払い戻しのために、当該製品全てを
未使用でご返却していただく場合があります。

HP ソフトウェア使用許諾条件
HP と別途契約を締結しない限り、以下の条件が、HP Designjet L65500 プリン
タのソフトウェアの使用に適用されます。

定義 HP Designjet L65500 プリンタのソフトウェアには、HP ソフトウェア製
品 (本ソフトウェア) およびオープン ソース ソフトウェア コンポーネントが含
まれます。

「オープン ソース ソフトウェア」には、当該ソフトウェアの関連資料に記載され
たオープン ソース使用許諾契約の条項に基づいて使用許諾される Apache、
Tomcat、MySQL および omniORB を含むさまざまなオープン ソース ソフトウ
ェア コンポーネントが含まれますが、これらに限定されません (14 ページの
「オープン ソース ソフトウェア」 参照)。
使用許諾 HP は、お客様に、HP Designjet L65500 プリンタにプレインストール
された本ソフトウェアの複製物ひとつを使用する権利を許諾します。「使用」と
は、本ソフトウェアを保存、ロード、実行、または表示する行為をいいます。お
客様は、本ソフトウェアの翻案、ならびに本ソフトウェアの使用許諾する機能ま
たは使用をコントロールする機能を損なうような行為はできません。

所有権 本ソフトウェアに関するすべての所有権および著作権は、HP または供給
元である第三者に帰属します。お客様は、本使用許諾によって、本ソフトウェア
に関し、これらの所有権または著作権を取得するものではありません。また、本
使用許諾は、本ソフトウェアにおけるいかなる権利をも譲渡するものではありま
せん。本使用許諾条件に違反した場合、本ソフトウェアの供給元である第三者
は、当該第三者の有する権利を保護することができます。

複写および翻案 お客様は、保存目的ならびに本ソフトウェアを許諾された範囲内
で使用するために複製または翻案が不可欠の手段であるときに限り、本ソフトウ
ェアを複製または翻案することができます。本ソフトウェアに付されたすべての
著作権表示は、すべての複製物または翻案物の上に表示されなければなりませ
ん。お客様は、本ソフトウェアをいかなる公衆ネットワーク上にも複製またはア
ップロードできません。
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逆アセンブルまたは解読 HP の書面による事前の承諾を取得しない限り、お客様
は、本ソフトウェアを逆アセンブルまたは逆コンパイルすることはできません。
ただし、一部の地域の法律によっては、限定的な逆アセンブルまたは逆コンパイ
ルに対し HP の合意が不要な場合があります。要求された場合、お客様は、逆ア
センブルまたは逆コンパイルについて合理的な範囲の詳細情報をHP に提供しな
ければなりません。お客様は、本ソフトウェアの使用のために必要でない限り、
本ソフトウェアを解読できません。

譲渡 本ソフトウェアを譲渡した時点で、お客様に対する本使用許諾は自動的に終
了します。譲渡時には、お客様は、すべての複製物および関連文書を含めて、本
ソフトウェアを譲受人に引き渡さなければならないものとします。また、譲受人
は、当該譲受の条件として本ソフトウェア使用許諾条件を承諾しなければなりま
せん。

終了：本使用許諾条件のいずれかに違反した場合、HP は、通知をもって本使用
許諾を終了することができます。当該終了をもって、お客様は、本ソフトウェ
ア、その複製物、翻案物、およびいかなる形態であるかを問わず他の一部として
統合されたものすべてを、ただちに破棄しなければなりません。また、本ソフト
ウェアが HP Designjet L65500 プリンタに付属している場合は、HP Designjet
L65500 プリンタの使用を停止してください。

輸出時の条件 本ソフトウェア、その複製物または翻案物は、適用される法律や規
則に違反して輸出または再輸出することはできません。

米国政府の権利制限本ソフトウェアおよび付属する文書は、全て民間の費用負担
により開発されたものです。これらは、DFARS、FARS、あるいはこれに相当す
る連邦政府関係機関が定める規定または契約条項で規定された「商用コンピュー
タ ソフトウェア」または「制限付きコンピュータ ソフトウェア」のいずれか適
用可能なものとして提供され使用許諾されます。お客様は、適用される条項およ
び規定、あるいは製品に付属する HP 標準ソフトウェア契約によって当該ソフト
ウェアおよび文書に提供される権利のみを付与されるものとします。

オープン ソース ソフトウェア オープン ソース ソフトウェアは個別のソフトウ
ェア コンポーネントから構成され、それぞれのソフトウェア コンポーネントに
独立した著作権と使用許諾条件があります。お客様は個別のパッケージに含まれ
る使用許諾条件を確認し、お客様の権利を理解する必要があります。使用許諾書
は、プリンタに同梱のマニュアル CD に収録されています。オープン ソース ソ
フトウェアの著作権は、それぞれの著作権者が保有します。
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6 オープン ソース ソフトウェア
オープン ソース ソフトウェアは個別のソフトウェア コンポーネントから構成さ
れ、それぞれのソフトウェア コンポーネントに独立した著作権と使用許諾条件が
あります。お客様は個別のパッケージに含まれる使用許諾条件を確認し、お客様
の権利を理解する必要があります。使用許諾書は、プリンタに同梱の『HP スタ
ートアップ キット』CD の「licenses」フォルダに収録されています。オープ
ン ソース ソフトウェアの著作権は、それぞれの著作権者が保有します。

オープン ソースについて
● 本製品には、Apache Software Foundation 社 (http://www.apache.org/)

が開発したソフトウェアが含まれています。

● com.oreilly.servlet のパッケージに含まれるソース コード、オブジェクト コ
ード、および文書は、Hunter Digital Ventures,LLC によって使用許諾されて
います。

オープン ソースの書面による申し出
HP は、GNU General Public license （GNU 一般公的使用許諾契約）、SMAIL
General Public License (SMAIL 一般公的使用許諾契約)、および Sleepy Cat
software license (Sleepy Cat ソフトウェア使用許諾) に従って、GNU General
Public license、SMAIL General Public License、および Sleepy Cat software
license、またはいずれか一つに基づいてお客様に配布される全てのコードに対応
するソースコードの完全な機械読取り可能な複製物を、$30 の代金と引き換えに
CD-R で受領するために、本書面による申し出をお客様に提供します。この CD-
R は HP カスタマー・ケア・センターから入手できます (10 ページの 「HP カ
スタマー・ケア・センター」 を参照)。
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7 規格適合情報
この HP 製品では、内部のマザーボードにリチウム電池が使用されています。使
用期間が過ぎたら、指定の方法に従って処理する必要があります。

Material Safety Data Sheet (MSDS)
プリンタで使用されているインク システムの最新の Material Safety Data
Sheets (MSDS) を取得するには、次の住所宛にご請求ください。Hewlett-
Packard Customer Information Center, 19310 Pruneridge Avenue, Dept.
MSDS, Cupertino, CA 95014, U.S.A.
次の Web ページでもご請求いただけます： http://www.hp.com/hpinfo/
community/environment/productinfo/psis_inkjet.htm

規制適合モデル番号
適合する規制を識別する目的上、製品には規制適合モデル識別番号 (RMN) が割
り当てられています。この製品の規制適合モデル番号は、BCLAA-0801 です。こ
の規制適合番号は、商品名 (HP Designjet プリンタなど) または製品番号
(Z####X など、Z および X は任意の 1 文字、#は数字) とは異なるものです。

各規制のステートメント

欧州連合

環境関連情報

化学物質

HP は、REACH (欧州議会および理事会の規則 (EC) No 1907/2006) などの法
的要件に準拠するための必要に応じて、HP 製品で使用されている化学物質に関
する情報をお客様に提供するように努めています。このプリンタの化学情報レポ
ートについては、http://www.hp.com/go/reach/ を参照してください。

デンマーク

For tilslutning af de øvrige ledere, se medfølgende installationsvejledning.
騒音 (ドイツ)

Geräuschemission (Germany) LpA < 70 dB, am Arbeitsplatz, im
Normalbetrieb, nach DIN45635 T. 19.
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欧州連合における一般家庭ユーザによる使用済み機器の処分について

製品またはその梱包材に表示されているこの記号は、この製
品を他の家庭ごみと一緒に捨ててはいけないことを示してい
ます。使用済み電気/電子機器のリサイクルのために、使用済
み機器は指定された回収場所に引き渡す必要があります。使
用済み機器の分別回収とリサイクルは、天然資源の保全、お
よび人間の健康と環境の保護につながります。リサイクルの
ための使用済み機器の回収場所に関する詳細については、地
域の市役所、家庭ごみ処理サービス、または製品を購入した
お店にお問い合わせください。                                              
                                                                                                 

                                                                                                                                                           
電磁的両立性 (EMC)

注意： 本製品は、クラス A 製品です。国内環境において、本製品は無線妨害
を生じさせる可能性があり、ユーザによる適切な措置が必要な場合があります。

米国

Electromagnetic compatibility (EMC)
FCC statements (U.S.A.)

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr15.105) has
specified that the following notices be brought to the attention of users of
this product.
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.
Shielded cables: use of shielded data cables is required to comply with
the Class A limits of Part 15 of the FCC Rules.
注意： Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC
authorization to operate this 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
in a commercial environment. 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
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communications. Operation of this equipment in a residential area is likely
to cause harmful interference, in which case users will be required to
correct the interference at their own expense.

Ecological
Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material.
Special handling may apply. See http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/ for information.

Atención a los usuarios de California
La pila proporcionada con este producto puede contener perclorato. Podría
requerir manipulación especial.
Consulte http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ para obtener
más información.

Canada
Electromagnetic compatibility (EMC)
Normes de sécurité (Canada)

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioé lectriques
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe A
prescrites dans le réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par le
Ministère des Communications du Canada.

DOC statement (Canada)
This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise
emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference
Regulations of the Canadian Department of Communications.

台湾
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中国
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適合宣言 (DECLARATION OF CONFORMITY)
ISO/IEC 17050-1 および EN 17050-1 に準拠

適合宣言番号 BCLAA-0801-01

供給者の名称： Hewlett-Packard Company

供給者の住所： Avenida Graells, 501

08174 Sant Cugat del Valles

Barcelona, Spain

製品について

製品名およびモデル: HP Designjet L65500 プリンタ シリーズ

規制適合モデル番号 (2): BCLAA-0801

製品オプション： すべて

本製品は下記の製品仕様に一致します。

安全性： IEC 60950-1:2005 / EN 60950?1:2006

EN ISO 12100-1:2003 / EN ISO 12100-2:2003

EN 60204-1:1997

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 / UL 60950-1:2007

EMC： EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 /

CISPR 22:1997 + A1:2000 + A2:2002 Class A

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 (1 Φ)

EN 61000-3-12:2005 / EN 61000-3-11:2000 (3 Φ)

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (1)

追加情報
本製品は、Low-Voltage Directive 2006/95/EC、EMC Directive 2004/108/EC、
および Machinery Directive 98/37/EC の必須要件に準拠しているため、CE マー
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クが付与されています。また、WEEE Directive 2002/96/EC および RoHS
Directive 2002/95/EC に準拠しています。

注記：

1. 本装置は、FCC 規制の第 15 章に準拠しています。本装置の動作は下記の 2
つの条件に従います。

● 本装置は有害な電波障害を発生させてはならない。

● 本装置は、予想外の動作を引き起こす可能性のある電波障害を含め、あ
らゆる電波障害を受容できなければならない。

2. 製品にはデザインの規制に伴う規制適合モデル識別番号 (RMN) が割り当て
られています。規制適合モデル番号は規制文書および試験報告書の主要な製
品識別子です。この番号は商品名または製品番号とは異なるものです。

Vicenç Llorens
Product Regulations Manager
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
September 1st, 2008

規格適合に関する問い合わせ先

http://www.hp.com/go/certificates/

EMEA 問い合わせ先:Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse
140, 71034 Böblingen, Germany.
米国問い合わせ先:Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations
Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA. Phone: (650)
857 1501.
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