
つなぐだけの簡単設定で、
大画面HDTVが
ワイヤレス・ディスプレイに
早変わり！
『Push2TV™ HD』をお使いいただくことで、
ノートPCの使い方が広がります。
ご家庭のリビングでゆったりと映画を観たり、
さまざまなインターネットのコンテンツをソファ
でくつろぎながら楽しんだり。大画面で。家族
みんなで。音楽、ビデオ、写真などのコンテンツ
を、お楽しみ下さい。

対応製品については弊社サイトにてご確認いただけます。

　

www.netgear.jp

HDMIケーブル

ネットサーフィンも
ソファーに座ってラクラク

あなたのノートPCから
音楽、ビデオ、写真が
大きなHDTVに

とても小さく軽いので
持ち運びも便利です

製品仕様

 利用に際し必要なもの• ノートPC
 - Intel® Core™ Processor ファミリー
  （Core i3/i5/i7）を搭載したもの
 - Windows 7

• ディスプレイ装置
 - RCAかHDMIで接続可能なテレビや
  ディスプレイ

外部出力
• HDMI
• RCA端子

寸法
• 106 x 138 x 32 （D×W×H） mm

重さ
• 180g

同梱物
• Push2TV HD本体
• HDMIケーブル（約1m）
• インストールガイド
• 電源アダプター
※コンポジットケーブルは付属しておりません。

無償保証期間
• 1年

http://www.netgear.jp/

Push2TVTM HD（PTV2000）とPush2TV（PTV1000）の主な違い

ノートPCシステム要件

 
 

 

『Push2TV™ HD』（PTV2000）は、
『インテル®ワイヤレス・ディスプレイ用テレビアダプター』の
フルHD対応バージョンです。

詳細はインテル® ワイヤレス・ディスプレイのヘルプや
弊社ホームページのオンラインマニュアルをご参照ください。

HD：フルHD（1080p）、デュアルバンド対応
（2.4GHz/5GHz）、HDCP、WiDi2.0、
フルモーションビデオ対応（30fps）

HD：720p、2.4GHz、WiDi1.0

プロセッサー  次のいずれかが必要です。 
 ● インテル® Core™ i7 プロセッサー :
 640M、660LM、640LM、620M、640LM、690UM、680UM、660UM、640UM、

620UM、2820QM、2720QM、2620M、2540M、2520M、2640LM、2620LM、
2630UM、2610UM、2530UM

 ● インテル® Core™ i5 プロセッサー :
 580M、560M、540M、520M、450M、430M、580UM、560UM、540UM、

520UM
 ● インテル® Core™ i3 プロセッサー :370M、350M、330M 

グラフィックス インテル® HD グラフィックス

ワイヤレス 次のいずれかが必要です。  
 ● インテル® Centrino® Wireless-N 1000
 ● インテル® Centrino® Advanced-N 6200、6205、6230、1030
 ● インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250、6150
 ● インテル® Centrino® Ultimate-N 6300 

ソフトウェア Intel® WiFi Technology/インテル® ワイヤレス・ディスプレイを
 インストール

OS Windows 7, Home Premium, Ultimate または Professional

コピー・プロテクトされているBlu-rayやDVDムービーの再生はできませ
ん。Push2TV HDをお使いいただくには、Intel® Core™ Processorファ
ミリー（Core i3/i5/i7等）を搭載したノートパソコンが必要です。

詳しくは弊社サイトにてご確認ください。
www.netgear.jp

©2011 NETGEAR, Inc. 
NETGEAR、NETGEARロゴは、米国およびその他の国における
NETGEAR, Inc.の商標または登録商標です。
MicrosoftおよびWindows、Windows7は、米国およびその他の国に
おけるMicrosoft Corporationの登録商標です。その他のブランドお
よび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。記載内容
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ノートPCの画面をHDTVにワイヤレスで出力

HDTVにつなぐだけ。
簡単設定ですぐに使える手軽さが魅力!!

インテル® ワイヤレス・ディスプレイ
対応PC、本製品、互換性のある
テレビが必要です。一部のインテル® 
Core™ プロセッサーで利用できます。

ご家庭のリビングでゆったりと映画を観た
り、Webを楽しんだり。HDMI接続をすれば、
フルHDでの表示によりテキストも鮮明で、
会議やプレゼンにも最適です。

Push2TV HDがあれば、ノートPCの画面を
ワイヤレスで、簡単かつセキュアにHDTVに
出力することができます。インテル® WiDiで
の簡単接続で、煩雑になりがちなケーブルも
必要ありません。しかも、文庫本なみの小さ
さ。設定はつなぐだけという手軽さです。

Push2TV™HD
インテル®ワイヤレス・ディスプレイ用
テレビアダプター

電源コネクター HDMI
オン/オフボタン RCA端子

LED

Push2TV™ HD (PTV2000) Push2TV™ (PTV1000)

PTV2000Push2TV™HD

PTV2000Push2TV™HD

Push2TVTM HD - インテル®ワイヤレス・ディスプレイ用テレビアダプター
PTV2000  

ネットギアジャパン株式会社
東京都千代田区四番町8-13
吉野ビル2階　〒102-0081
www.NETGEAR.jp
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© 2011 NETGEAR, Inc., NETGEAR, the NETGEAR Logo and Connect with Innovation are trademarks and/or registered trademarks of
NETGEAR, Inc. and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. Other brand names mentioned herein are for identifi cation
purposes only and may be trademarks of their respective holder(s). Information is subject to change without notice. All rights reserved.
This product comes with a limited warranty, the acceptance of which is a condition of sale.
Content requiring output protection such as Blu-ray* and DVD movie playback is not supported.
Requires a laptop with Intel® Wireless Display powered by 2nd generation Intel® Core™ processors or select previous generation Intel®

Core™ processors.
* Support for 1080p requires a laptop with Intel® Wireless Display powered by a 2nd generation Intel Core processor, a TV adapter featuring
Intel® Wireless Display supporting 1080p, an HDTV supporting 1080p, and 1080p content.
Content requiring output protection such as Blu-ray and DVD movie playback is not supported. Learn more at www.netgear.com/ptv
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Email: support@netgear.jp
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携帯電話やPHSからおかけの場合は（03）6670-3465 まで
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