Push2TV - ワイヤレス・ディスプレイ・アダプター

ワイヤレス・ディスプレイ・アダプター

PTV1000

だけ。
H D T Vにつ なぐ
簡単設定ですぐに使える手軽さが魅力!!

PTV1000

ワイヤレス・ディスプレイ・アダプター
インテル ®
ワイヤレス・ディスプレイで
かんたん接続！

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！

インテル ®
ワイヤレス・ディスプレイで
かんたん接続

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

Push2TV（PTV1000）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

PTV1000

ことができます。
ワイヤレスですから、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。
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。大画面で。家族みんなで。音楽、
ビデオ、写真など

ノートPCシステム要件

イメージキャラクター
PTVくん

面を
ノートP C の 画
HDTVにワイヤレスで出力

PTV1000

これからはノートPCの画面も
大きなHDTVで！

外部出力
• HDMI
• RCA端子

CPU

Intel® Core™ Processor シリーズ
Core i3, i5, i7のいずれか

チップセット

Intel® HM57, Intel HM55, Intel QM57, Intel QS57

グラフィックチップ

Intel® HD Graphics (ATI/Nvidia Graphics in H2 2010)

Wireless (WiFi)

Intel® Centrino® Advanced-N 6200
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Software

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

のコンテンツを、
お楽しみ下さい。

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

寸法
• 106 x 138 x 32（W×D×H）mm
重さ
• 180g
同梱物
• Push2TV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

LED

よくあるご質問

1．ノートPCを使っている間にテレビで他の物を見る事はできますか？
ネットサーフィンも
ソファーに座ってラクラク
ケーブルなしのワイヤレス接続
だから、かんたん！

いいえ、
インテル® ワイヤレス・ディスプレイは "ディスプレイクローン"としてだけ動作しますので、
ノート
PCとテレビの画面は同じものになります。

2．ノートPCを閉じても、インテル® ワイヤレス・ディスプレイを使えますか？
ノートPCを閉じてしまうと通常スリープになり、接続が切れますのでテレビ表示がされなくなります。
これを
変更するには、
ノートPC上でWindowsの
［カバーを閉じたときの動作］
を
［何もしない］
に変更します。

3．ノートPCの音声をミュートしてテレビで音を出す事ができますか？
はい、
ノートPCの音声をミュートしても、
テレビからは音を出す事ができます。

Intel® Core™ Processor
ファミリー（Core i3/i5/i7）搭載、
インテル® ワイヤレス・
ディスプレイ対応の
ノートPC

インテル®
ワイヤレス・
ディスプレイで
かんたん接続

HDMIケーブル

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

Push2TV（PTV1000）

4.

ノートPCとPush2TVの距離はどのくらいまで離せますか？
違う部屋でも使えますか？
距離は3m以内が最も良好です。
またPush2TVとノートPC間に遮断物が無いようにしてください。

5.

文字や画像の表示が粗く見えますが、
なぜですか？
RCA端子からコンポジットケーブルでテレビと接続した場合、
動画表示は問題無くても、文字や静止画が粗く
なる場合があります。
ハイビジョンテレビとHDMIケーブルで接続する事を推奨します。

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。

本製品のご利用には、Intel® Core™ Processor ファミリー（Core i3/i5/i7等）
を搭載し、
インテル ワイヤレス・ディスプレイに対応したノートパソコンが必要です。

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。

365

日

フリーコール
サポート

0120-921-080

Email: support@netgear.jp

受付時間：平日 9:00〜20:00 土日/祝日 10:00〜18:00
携帯電話やPHSからおかけの場合は
（03）
6670-3465 まで

www.netgear.jp

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

http://www.netgear.jp/

電源コネクター
HDMI
オン/オフボタン

RCA端子

リセットボタン

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

©2010 NETGEAR, Inc.
N E T G E A R 、N E T G E A R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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© 2010 NETGEAR, Inc. NETGEAR, the NETGEAR Logo, NETGEAR Digital Entertainer Logo, Connect with Innovation, FrontView, IntelliFi, PowerShift, ProSafe, ProSecure,
RAIDar, RAIDiator, X-RAID, RangeMax, ReadyNAS and Smart Wizard are trademarks of NETGEAR, Inc. in the United States and/or other countries. Mac and the Mac logo
are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Other brand names mentioned herein are for identification 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.
Intel® Wireless Display requires a compatible Intel-based laptop PC, a third party TV adapter featuring Intel® Wireless Display, and a TV with an available HDMI or
Composite AV input. Compatible laptop PCs require a select 2010 Intel® Core™ Processor Family CPU. For a complete list of requirements, visit
www.intel.com/go/wirelessdisplay. Content requiring output protection such as Blu-ray* and DVD movie playback is not supported. Check with your PC manufacturer for
specific details. Wireless experience and transmission rates may be affected by external factors. Other names and brands may be claimed as the property of others.
1Due to a small delay between the laptop and TV highly interactive applications may be difficult to use 2As an unprotected display, content that asserts output protection
(i.e. DVD and Blu-ray) will not play 3If using a Wi-Fi connection, you are required to connect to a Wireless Router at 2.4GHz
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