
安全および規格準拠に関する情報 

本機器は責任を持ってお取り扱いください。怪我を避けるため、ご使用の前に取扱
説明と安全上の注意をすべてお読みください。  

 
 注意！以下の安全上の注意に従わない場合、火災、感電、またはその他の傷害や

損害に至る可能性があります。  

 

キンドル (Kindle) の保守管理 

キンドルならびに付属部品は、雨天下、流し台の周辺、またその他の水分のある場
所では使用できません。飲食物や液体をキンドルにこぼさないよう十分注意してく
ださい。もし濡れた場合には、ケーブル類をすべて取り外し、ワイヤレス接続をオ
フにして（Menu > Turn Wireless Off 、即ち メニュー > ワイヤレスをオフにする）、
画面をスクリーンセーバーに切り替えます。キンドルのスイッチを再びオンにする
（機器をウェイクの状態に戻す）前に、必ず完全に乾かしてください。決して電子
レンジやオーブン、ヘアドライヤーなどの熱源ではキンドルを乾かさないでくださ
い。画面は柔らかな布で拭いてきれいにします。研磨剤のような粗い表面の素材を
用いないようご注意ください。バッグやブリーフケースで持ち運ぶ場合は損傷させ
ないようブックカバーで覆ってください。 
 
過度の高温や低温にはさらさないでください。たとえば、外気温が氷点下や高温の
場合に車のトランクに入れたままにするなどはしないでください。 
 

キンドルの修理 
お使いのキンドルに修理の必要が生じた場合は、まず「ヒントおよびトラブルシュ
ーティング」のセクション末尾に記載されているカスタマーサポートを通してご連
絡いただいた上で、弊社が認可する修理業者のみにご連絡ください。正規の手順を
経ない修理を行うと保証が無効になる場合があります。 
 

バッテリーの安全な取り扱い 
キンドルの充電式電池の交換は、必ず認可を受けた修理業者にお任せください。詳
しくは http://www.amazon.com/kindleterms をご参照ください。 

 



 

 
  

ヘッドフォーンの安全な使用 
高音量の音や音楽を長時間聴き続けると聴覚障害を起こすおそれがあります。この
危険を避けるため、下記にご留意ください。 

1. ボリュームを上げすぎないでください。  

2. 長時間聴き続けることは避けてください。  

3. 周辺音を隔離できる消音タイプのヘッドフォーンをご使用ください（低めの
ボリュームでもヘッドフォーンからの音が聞こえるようになります）。  

 

ワイヤレス接続の規格準拠と安全性 
ワイヤレス回線（無線）の使用が禁止されている場所、または接続していると干渉
や危険を伴う可能性のある場所ではウィスパーネット (Amazon Whispernet) をオフに
してください。一般的には、携帯機器の使用が禁止されている区域などがこれに相
当し、キンドルを使う場合にはワイヤレス回線を切る必要があります。 

飛行機内ではキンドルのワイヤレス接続を切ります 

航空機システムとの干渉を避けるため、合衆国連邦航空局を含む多くの航空関係局

より、お客様のワイヤレス機器のご使用は、機上乗務員の許可が義務づけられてお

ります。ワイヤレス機器の電源がオフの場合は、機上乗務員による電子機器使用許

可のアナウンスがありましてから、読書にキンドル(Kindle)をご使用ください。 

周辺の電子機器に十分ご留意ください 

キンドルは無線周波 (RF) エネルギーを発生または使用します。さらに RF エネルギ
ーを放射する可能性もあり、取扱説明に従って使用しないと無線通信や電子機器に
有害な干渉を引き起こす可能性があります。電子作動オペレーティングシステム
（ＯＳ）、娯楽システム、または個人用医療機器の設置やシールドが適切でない場
合、外部の RF 信号により影響を受けることがあります。主な 新電子機器は外部
RF 信号から適切にシールドされていますが、懸念される場合はメーカーにご確認く
ださい。個人用医療機器（ペースメーカーや補聴器など）の場合、外部 RF 信号に
対する適切なシールド処置がなされているかについて、かかりつけの医師または機
器メーカーにご確認ください。 

干渉を 小限に抑えるための措置 

キンドルを使用することでラジオやテレビの受信が実際に干渉される場合（干渉が
起きているかどうかは、キンドルのスイッチをオン／オフの間で何度か切り替えて



 

 
  

みるとわかります）は、次の措置を 1 つ以上試してみると修正できることがありま
す、(1) ラジオ／テレビの受診アンテナの向きやアンテナを置く場所を変える、(2) 

ラジオ／テレビとキンドルとの間の間隔を広げる、(3) これらの機器や受信機を別の
コンセントに接続する、または (4) ラジオ／テレビのメーカーまたは熟練技術者の
指示を仰ぐ。 

（ワイヤレス）関連の表示に常に留意してください 

医療施設や工事現場など、RF 信号が危険を呈し得る区域が存在します。不確かな場
合は、送受信兼用の無線や携帯電話を切るよう促す表示が周辺にあるかを確かめて
ください。 
 
無線周波エネルギーへの露出による危険性 

 キンドルは、合衆国連邦通信委員会（FCC）や其の他の国の規制管理当局により定

められている、無線周波(RF)エネルギーへの露出における放射限度を超えない範囲

で設計および製造されています。キンドルに関する情報は、キンドルの裏側にある

FCC ID をお確かめになり、FCC のファイル、および http://www.fcc.gov/oet/ea/ のディ

スプレー・グラント（Display Grant）のセクションでご覧ください。 

 

FCC 適合宣言 
本機器は、FCC 規則第 15 部に定められた要件に適合しています。本機器の使用には
次の 2 つの条件が前提となります、(1) 本機器は有害な干渉の原因とはならないもの
とし、かつ、 (2) 本機器は、望ましくない作動を引き起こす干渉を含め、他の機器
からのすべての干渉を受け入れるものとする。 

本機器は、FCC 規則第 15 部に定められたクラス B デジタル機器に関する規制要件
に基づいて所定の試験が実施され、これに適合するものと認定されています。本規
制は、住宅への設置に際しての有害な干渉に対する、妥当な保護を規定するために
策定されました。ただし、特定の場所での使用において干渉が起こらなくなるとい
う保証はありません。 

本機器は無線周波放出に関する FCC のガイドラインに適合しており、機器背面にあ
る FCC ID 番号で FCC の認可を受けています。 
 
キンドルの適切なリサイクル 
一部の地域では特定の電子機器に対する廃棄規定が設けられています。必ず当該地
域の法規制に従ってキンドルを廃棄またはリサイクルしてください。キンドルのリ
サイクルについては、 



 

 
  

http://www.amazon.com/kindle-recycling にて詳細をご確認ください。 

 

 

UL 認証番号 

キンドルの UL 認証番号は機器の背面に記載されています。 

製品仕様 

機種番号 — D00701 

ディスプレイ — 6 インチ（対角線）電気泳動ディスプレイ、解像度 600 x 800、167 

ppi（1 インチ当たりのピクセル数 167）、16 階調グレースケール。 

サイズ — 203.2 mm x 134.6 mm x 9.1 mm (8 インチ x 5.3 インチ x 0.36 インチ)。 

重量 — 289.2 g (10.2 オンス)。 

メモリー — 内部メモリー 2GB（ユーザーが利用できるメモリーは約 1.4GB）。 

オーディオ — 3.5 mm ステレオヘッドフォーンジャック、ステレオスピーカー内蔵。 

出力 — AC 出力アダプターおよび充電式リチウムポリマー電池。 

接続性 — USB 2.0（マイクロ B コネクター）HSDPA/GSM ワイヤレスモデム。 

作動温度 — 0°C ～ 35°C (32°F ～ 95°F)。 

保管温度 — －10°C ～ 45°C (14°F ～ 113°F)。 
 

キンドル (Kindle)  使用許諾契約および利用規約 

本契約は、AMAZON DIGITAL SERVICES, INC.（系列会社を含めて以後「アマゾ

ン」または「弊社」と称する）とお客様との間の合意をなすものです。キンドル機

器をご使用になる前に、この使用許諾契約および利用規約、ならびにキンドル機器

と関連サービス（AMAZON.COM ウェブサイトまたはキンドルストア (KINDLE 

STORE) に記載されている規定または使用条項、および

WWW.AMAZON.COM/PRIVACY に記載されている AMAZON.COM プライバシー規

約の規定、（ただしこれら限定されることなく）（以後「契約」と称する）につい

ての規定と方針のすべてをお読みください。お客様は、キンドル機器をご使用にな

ることをもって、本契約の条項に同意するものとします。  



 

 
  

本契約の条項に同意できない場合、お客様は、購入価格の払い戻しを受けるために、

購入年月日から 30 日以内に、キンドル機器と関連のソフトウェア（当初の製品パッ

ケージ、マニュアル類、付属部品のすべてを含めて）をキンドルの返品規定に従っ

て弊社に返却することができます。 

本機器および関連のサービス。キンドル機器（以後「機器」と称する）は、ワイヤ

レス接続を介して図書、新聞、雑誌、ブログや他の資料を購買、ダウンロード、ブ

ラウズ、および読書･閲覧する機能をユーザーに提供する、携帯型の電子リーダー機

器です。「サービス」とは、アマゾンが機器ユーザーに提供する、ワイヤレス接続

性、デジタルコンテンツ、ソフトウェアとサポート、および他のサービスとサポー

トの供与をさします。 

ワイヤレス接続性 

通則。アマゾンは、特定コンテンツを購買しお客様の機器にダウンロードする場合

には、このサービスについてのワイヤレス接続を無料でお客様に提供します。ウェ

ブブラウジングや個人ファイルのダウンロードなど、特定コンテンツ以外のワイヤ

レスサービスをお客様の機器で使用することを選択された場合は、ワイヤレス接続

に対する料金が発生する場合があります。これらのサービスに伴う 新料金の一覧

は、キンドルストアでご参照いただけます。アマゾンは、ワイヤレス接続サービス

を中止する権利を随時留保するか、または、次の事項（(a) ワイヤレス接続を介して

転送できるデータファイルの数とサイズを制限する、および (b) ワイヤレス接続に

関する料金に適用される金額と条項を変更する）を含むが、これらには限定されず

に、ワイヤレス接続サービスの利用規約を変更する権利を随時留保するものとしま

す。 

ワイヤレス接続の利用範囲ならびにサービスの中断。お客様は、該当のワイヤレス

回線を利用できない場合や地域においては、ワイヤレスサービスの全部または一部

の要素が利用できなくなることを心得ているものとします。弊社は、ワイヤレスサ

ービスが利用できない場合やワイヤレス接続が中断された場合の責任は負いません。 



 

 
  

お客様の回線使用。お客様は、機器に対しアマゾンから提供されているサービスを

利用する場合に限り、アマゾンからのワイヤレス接続を使用することに同意するも

のとします。ワイヤレス接続をこれ以外の目的で使用することは、いかなる場合で

も許可されません。   

デジタルコンテンツ 

キンドルストア。キンドルストアでは、図書、予約購読の雑誌、新聞、ジャーナル

その他の定期刊行物、ブログ、RSS フィード、さらにアマゾンが折々選定する他の

デジタルコンテンツ（以後、個別または集合的に「デジタルコンテンツ」と称す

る）などの、さまざまなデジタルコンテンツをお客様の機器にダウンロードし閲覧

および使用することができます。   

デジタルコンテンツの使用。該当のコンテンツにつきアマゾンが定める料金を支払

われると、お客様には、お使いの機器のみに対してかまたはこのサービスの一部と

してアマゾンが認める形で、かつお客様個人の非営利の使用のみのために、当該デ

ジタルコンテンツの永久的なコピーを機器に保存し、このコンテンツを何回でも閲

覧、使用、表示できる非独占的な権利が付与されます。別途にアマゾンから明示的

に供給される場合を除き、デジタルコンテンツの使用許諾は、本契約に基づきアマ

ゾンからお客様に付与されるものとします。  

制限。別途に明確な記載がある場合を除き、お客様のデジタルコンテンツに対する

権利またはその一部に対する権利の一切について、これを第三者に販売、賃貸借、

サブリース、配布、ブロードキャスト、サブライセンス、またはその他の様式で譲

渡することは許可されません。かつ、デジタルコンテンツから著作権の表示やラベ

ルを削除することは許可されません。加えて、デジタルコンテンツ保護のためのセ

キュリティ機能を迂回、修正、無効化、回避することは許可されず、かつ、他のい

かなる相手に対しても、これらの行為を奨励、承認、または援助することは許可さ

れません。 



 

 
  

予約購読。予約購読を条件として配布される、電子形態の新聞、雑誌、ジャーナル、

またその他の定期刊行物（これらのほかに他の媒体も含めて）などのデジタルコン

テンツ（以後、集合的に「定期刊行物」と称する）には、下記が適用されます、(i) 

購読契約の解約は、キンドルストアに記載されている手順に従って要請できます、

(ii) アマゾンは、例えば定期刊行物が廃刊になった場合などに、購読契約をその独自

の判断において終了させる権利を留保します、(iii) アマゾンが購読契約期間の満了

前に契約を終了させた場合、日割り計算の上購読料を払い戻します、(iv) アマゾン

は、購読契約の期間および料金を変更する権利を随時留保し、変更した場合は次の

購読期間の初日から新規条項が適用されるものとします、(v) 購読料には税が適用さ

れる場合があり、該当する場合は購読料に上乗せされます。 

ソフトウェア 

定義。(a) 本機器購入時に事前インストールされていたかまたはこれに対しアマゾン

がアップデート／アップグレードとして提供する（ただし、アップデート／アップ

グレード時にお客様が別途の規約に同意した場合は除いて）、アマゾンとサードパ

ーティーの全ソフトウェア（ならびに該当のソフトウェアの配信媒体も含めて）

（以後集合的に「機器ソフトウェア」と称する）、および (b) ハードコピー版、電

子版、オンライン閲覧などの形態を問わず、これらのソフトウェアのマニュアル類

すべて（以後集合的に「マニュアル」と称する）に対して、また機器に対しては、

下記の条項が適用されます。本契約内では、「ソフトウェア」の用語は、集合的に

「機器ソフトウェア」と「マニュアル」を意味します。 

機器ソフトウェアの使用。機器ソフトウェアの使用は、当該機器上のみに限られる

ものとします。別の機器やコンピューターで使用するために機器ソフトウェアから

コンポーネントを分離すること、別の機器で使用するために機器ソフトウェアを移

動すること、また機器ソフトウェアをその全体または一部にかかわらずネットワー

クで使用することは、そのいずれも許可されず、かつ、ソフトウェアに対する権利

の全部または一部を売却、賃貸借、配布、サブリース、またはその他の形で譲渡す

ることも許可されません。 



 

 
  

リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、迂回の禁止。デバイス

またはソフトウェアの全体もしくは一部に対して修正、リバースエンジニアリング、

逆コンパイル、または逆アセンブルの措置を加えること、またはソフトウェアから

のもしくはソフトウェアの派生物を生成すること、または、デバイスやソフトウェ

アのデジタル権管理機能を増補または置換することを含めて、これ以外にも、デバ

イスやソフトウェアの機能または保護、または動作がソフトウェアに関連づけられ

ている機構の動作機能を迂回、修正、無効化、改ざん、または回避することは、こ

れらのいずれも許可されず、かつ、他のいかなる相手に対しても、これらの行為を

奨励、援助、または承認することは許可されません。 

自動更新。お使いのソフトウェアを 新状態に保つため、お客様の機器には、ソフ

トウェアに対するアップデート／アップグレードがアマゾンから自動的に提供され

ることがあります。 

輸出規制。お客様は、米商務省および他の米国管轄機関の輸出･再輸出に関するすべ

ての規制と規定を遵守することに同意し、かつ、これらの規制や規定により禁止さ

れている国または何らかの形でこれらの規制や規定に違反する国へソフトウェアを

転送することを行わないこと、またこれを奨励、援助、承認しないことに同意する

ものとします。 

政府機関エンドユーザーのお客様。本ソフトウェアは、48 C.F.R. § 2.101 の定義に基

づく「商品 (commercial item)」であり、48 C.F.R. §12.212 もしくは 48 C.F.R. § 

227.7202 の定義による「商用コンピュータソフトウェア (commercial computer 

software)」および「商用コンピュータソフトウェア文書 (commercial computer 

software documentation)」から構成されています。これらの条項に従い、米政府機関

エンドユーザに対する本ソフトウェアの使用許諾は、(a) 商品としてのみ、かつ (b) 

本契約の諸条件に準じ他の全エンドユーザーに認められている権利に限り付与され

るものとします。 

通則 



 

 
  

違法使用の禁止、および権利の留保。機器、サービス、またはデジタルコンテンツ

を違法な目的で使用することは一切許可されません。アマゾンまたはそのサプライ

ヤーに属する知的財産権への権利または所有権は、本機器を購入してもお客様に譲

渡されるものではないことを、お客様は承知しているものとします。ソフトウェア

は、そのすべてにつき、使用許諾が付与されるのであってソフトウェア自体が売り

渡されるのではありません。かつ、使用許諾は非独占的なものです。 

機器からのユーザー情報。機器ソフトウェアを介して、お客様の機器についてのデ

ータおよびそのデータとサービスの関連性（利用可能なメモリー、動作可能時間、

ログファイル、信号強度など）、およびお客様の機器とその使用状況の情報（この

前読んだ 後のページの自動ブックマーク、機器からのコンテンツ削除など）がア

マゾンに供給されます。お客様が機器内で加える注釈、ブックマーク、注記、ハイ

ライト表示、または同様の印づけ、およびお客様から供給されるその他の情報は、

米国のサーバーに保存されることがあります。 

特許。本機器および/または機器に伴い使用される技術（方法）は、単独あるいは複

数の国において特許により保護されているか、または特許申請中である場合があり

ます。  

サービスの変更。アマゾンは、本サービスを変更、保留、または廃止する権利を随

時留保するものとし、万一この権利を行使した場合でもお客様への責任を負わない

ものとします。 

契約の解除。お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約に基づくお

客様の権利は、アマゾンにより予告なしに剥奪されます。このような契約の解除に

至った場合、お客様はソフトウェアの使用をすべて中止しなければなりません。ア

マゾンは、予告なしに、かつ料金の払戻しを行うことなく、サービスとデジタルコ

ンテンツへのお客様のアクセスを直ちに無効にすることができます。本契約に厳格

に従うことをアマゾンがお客様に主張または強要しなかった場合でも、これは、ア

マゾンが自己の権利のいずれをも放棄したことを意味するものではありません。 



 

 
  

保証責任の放棄。 お客様は、本サービス、機器、デジタルコンテンツ、およびソ

フトウェアを自らの責任において使用することを、明示的に承認しこれに同意する

ものとします。1 年間限定保証を除き、本サービス、機器、デジタルコンテンツ、

およびソフトウェアは、瑕疵を問わない条件のもとに保証を一切伴わず現状のまま

提供されるものとし、アマゾンおよびサプライヤーとライセンサーは、明示または

黙示を問わず、市場性ならびに特定目的との適合性、正確性、平穏享有、第三者の

権利を侵害していないことへの黙示の保証を含めて（ただしこれらに限定されるこ

となく）、すべての保証を否定します。アマゾンもしくはアマゾンの正式の権限を

有する代表者からの口頭または書面による情報または通知があったとしても、これ

により保証が構成されることにはならないものとします。一部の管轄区域の法律は、

黙示保証を否定することを認めない場合があります。かかる法律がお客様に適用さ

れる場合、上述されている責任の放棄（免責）、もしくは制限のすべてまたは一部

はお客様に適用されないことがあり、その場合お客様にはさらなる権利が付与され

ることがあります。 

責任制限。法律が許す範囲において、アマゾンおよびサプライヤーとライセンサー

はいずれも、本サービス、機器、デジタルコンテンツ、ソフトウェアに関連する明

示または黙示の保証への違反、契約違反、過失、厳格責任、または他の法理論に対

する付随的損害もしくは間接的損害（収益、収入、データの損失、または機器、ソ

フトウェア、その他の関連製品が使用できなくなることに起因する一切の損害を含

めて、ただしこれらに限定されずに）については、アマゾンがこのような損害の可

能性につき事前に知らされていた場合でも、お客様に責任を負わないものとします。

いずれの場合においても、本契約に基づくアマゾンの債務総額は、本機器に対し実

際に支払われた額に限定されるものとします。一部の管轄区域の法律は、付随的損

害または間接的損害についての免責もしくは制限を認めない場合があります。かか

る法律がお客様に適用される場合、上述の免責もしくは制限のすべてまたは一部は

お客様に適用されないことがあり、その場合お客様にはさらなる権利が付与される

ことがあります。 



 

 
  

米国ワシントン州法を準拠法とします。本契約ならびにお客様とアマゾン間に発生

し得る争議全般については、法の抵触に関する原則に左右されることなく、ワシン

トン州の法律が適用されます。 

紛争。本契約に起因するかまたは何らかの形で関連する紛争は、ワシントン州シア

トルにて秘密の調停に付されるものとします。ただし、お客様が何らかの形でアマ

ゾンの知的財産権を侵害したかまたは侵害をほのめかした度合によっては、アマゾ

ンは、ワシントン州の連邦裁判所または州裁判所に対し差止命令による救済または

他の妥当な救済を求めることができるものとし、お客様は、これらの裁判所の専属

管轄権ならびに裁判地に同意するものとします。仲裁裁定は拘束力を有するものと

し、判決として、管轄権を有する裁判所のいずれにおいても記録され得ます。準拠

法により認められる 大限において、本契約に基づく調停は、集団調停の手続また

はその他の手続を経ているかどうかにかかわわらず、本契約条件下の他のいかなる

当事者が関与する調停とも併合されることはないものとします。 

可分性。本契約の条項または条件のいずれかが無効または何らかの理由で法的拘束

力がないと判断された場合でも、当該条項は分離し得るものとし、かつ、本契約の

残りの条項や条件の有効性および強制力には影響を及ぼさないものとします。 

改正。アマゾンは、本契約の条項をいかなる部分についてもその独自の判断におい

て改正する権利を随時留保し、改正を行った場合は当該条項をキンドルストアまた

はアマゾンのウェブサイトに掲載します。このような改正に対しては、その効力発

生日以降お客様が機器とソフトウェアを使用し続けることをもって、お客様がその

改正条項に同意したとみなされるものします。 

 
1 年間限定保証 
 
本保証は、キンドル機器（Kindle Device、以下「機器」と称する）につき、Amazon 

Fulfillment Services, Inc.（所在地：1200 12th Ave South, Suite 1200, Seattle, WA 98144-

2734, United States）により提供されるものです。 
 



 

 
  

Amazon Fulfillment Services, Inc.は、当初の小売購買年月日から 1 年にわたり、通常
の個人使用のもとでは機器の材料および仕上がりに欠陥がないことを保証します。
この保証期間中にもし機器に欠陥が生じ、かつお客様が機器返却の手順に従った場
合、弊社は、その独自の裁量で、法律が許す範囲において次のいずれかの措置を講
じます、 (i) 新規部品または工場再生の部品を用いて機器を修理する、 (ii) お客様の
機器を、新品の機器もしくは工場再生された機器と交換する、 (iii) 機器の購入価格
の全額もしくは一部の額をお客様に払い戻す。 

本限定保証は、すべての修理、交換部品、または交換された機器に対し、当初の保
証期間の残余期間もしくは 90 日間のうちのどちらか長い方の期間にわたり適用され
ます。交換された部品および払戻しの対象となった機器はすべて、弊社にその所有
権が帰属するものとします。本限定保証は、事故、誤用、過失、火災もしくは他の
外的要因、改ざん、修理、または商業目的の使用を条件としない、機器のハードウ
ェアコンポーネントのみに適用されます。 
 
保証を受けるための手順。お持ちの機器に対する保証サービスを受けるための特定
手順については、カスタマーサービス（下記）までご連絡ください。 
 
E メール：kindle-cs-support@amazon.com 
電話：アメリカ国内からの場合：1-866-321-8851（フリーダイヤル） 

   アメリカ国外からの場合：1-206-266-0927（有料となります） 
 
通常の場合、お客様の機器は、当初の製品パッケージまたは機器をこれと同様に保
護できるパッケージに梱包した上で、カスタマーサービスからお知らせする宛先に
返送していただくことになります。保証下の整備修理のためにお客様の機器をご返
送いただく前に、機器に保存されているデータ、ソフトウェア、その他すべてのバ
ックアップを取っておいてください。バックアップの確保はお客様の責任となりま
す。これらのデータ、ソフトウェアその他は、整備修理のプロセスにより失われる
かまたは再フォーマットされる場合があり、弊社ではそのような損害や損失に対し
ては責任を負いません。 
 
責任制限。上述の保証および救済手段は、法律の許す範囲において、他のすべての
保証および救済手段に代わる唯一のものであり、弊社は特に、市場性ならびに特定
目的との適合性への保証、および隠れた欠陥もしくは潜在的な欠陥への保証を含め
て（ただしこれらに限定されることなく）、法的保証または黙示の保証のすべてを



 

 
  

放棄します。法的保証または黙示保証を合法的に放棄できない場合には、法律の許
す範囲内で、かかる保証すべての適用期間は本限定保証に明示する期間に限定され、
かつ、弊社の独自の判断による修理または交換のサービスに限定されるものとしま
す。一部の管轄区域では法的保証または黙示保証に適用期間を定めることを認めな
い場合があり、このため上述の制限はお客様に適用されない場合があります。 
 
弊社は、保証違反に起因するかまたは他の法理論の下での、直接的、特別、付随的、
間接的な損害に対しては、一切の責任を負いません。一部の管轄区域では、死亡も
しくは人身傷害の申し立てについての、または故意および重大な過失行為または不
作為（または過失行為と不作為の双方）についての法的責任に対しては前述の制限
が適用されない場合があり、このため上述の免責または制限はお客様に適用されな
い場合があります。一部の管轄区域では、直接的、付随的、または間接的な損害に
ついての免責または制限を認めない場合があり、このため上述の免責または制限は
お客様に適用されない場合があります。 
 
本限定保証により、お客様には特定の法的権利が付与されます。管轄区域によって
はお客様にさらなる権利が付与される場合がありますが、本限定保証がこれらの権
利に影響を及ぼすことはありません。 
 

特許通知 
キンドル (Kindle) 機器およびキンドル機器に伴い使用される技術（またはこれらの
いずれか一方）は、単独あるいは複数の国において特許により保護されているか、
または特許申請中である場合があります。 

MPEG Layer-3 オーディオ復号技術 (decoding technology) は、Fraunhofer IIS and 

Thomson からその使用許諾を受けています。 
 

著作権および商標に関する通知 
アマゾンキンドル機器ソフトウェア、Amazon Kindle Quick Start Guide（アマゾンキ
ンドル クイックスタートガイド）、および Amazon Kindle User’s Guide（アマゾンキ
ンドル ユーザーガイド）の 2004～2009 年の著作権は、Amazon Technologies, Inc.も
しくはその系列会社に帰属します。無断複写・転載を禁じます。 
 
「1-CLICK」、「AMAZON」、「AMAZON.COM のロゴ」、「AMAZONKINDLE

のロゴ」、「AMAZON KINDLE DX」、「AUDIBLE」、「KINDLE」、



 

 
  

「MOBIPOCKET」、「WHISPERNET」、および「WHISPERSYNC」は、Amazon 

Technologies, Inc.もしくはその系列会社の商標です。  
 
「Java」ならびに Java ベースの商標とロゴはすべて、米国および他の諸国における、
Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。 

 
NF Browser v3.4 の 1996～2008 年の著作権は、ACCESS Co., Ltd.に帰属します。
「ACCESS」は、日本および他の諸国における、ACCESS Co., Ltd.の商標または登録
商標です。 
 
RealSpeakTM Solo の 2008 年の著作権は、Nuance Communications, Inc.に帰属します。  

RealSpeakTM および Nuance® は、米国および他の諸国（またはいずれか一方）にお
ける、Nuance Communications, Inc.の商標または登録商標です。 
 
その他のすべてのブランド、製品名、会社名、商標、およびサービスマークの所有
権は、それぞれの所有者に帰属します。 
 
文書の他言語版 

「キンドル (KINDLE) 使用許諾契約および利用規約」、「1 年間限定保証」、およ
びキンドルに関するその他の情報は、他の言語でも用意されています 

。http://www.amazon.com/kindletermsandconditions  

 
 

 


