
 

 

補遺 B 

製品情報 

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）、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、弊社が認可する修理業者のみにご連絡ください。 

米国 カスタマーサポート電子メール： kindle-cs-support@amazon.com 

米国 カスタマーサポート電話番号： 米国内から： 1-866-321-8851（フリーダイヤル）；その他の国

から： 1-206-266-0927（有料） 

英国 カスタマーサポート電子メール： kindle-support-uk@amazon.co.uk 



 

 

 

  

英国 カスタマーサポート電話番号： 英国内から： 0800-496-2449（フリーダイヤル）；その他の国

から： +44 (0)800 496 2449（有料） 

これ以外の国のお客様： 電子メール: kindle-cs-support@amazon.com. 電話番号： 

1-206-266-0927（有料） 

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 （米国およびその他の国）または 

http://www.amazon.co.uk/kindleterms（英国のお客様）を参照してください。バッテリーの

充電は、必ず気温 0°～35℃（華氏 32°～95°）の範囲内で行ってください。 

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、合衆国連邦航空局規定および多くの航空関係機関より、

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います。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

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.co.uk/kindleterms


 

 

 

  

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。

主な最新電子機器は外部 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。 

干渉を最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／テレビの受信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。 

 

機種番号 D00901 (FCC ID: XSX-1013) および機種番号 D00901 (FCC ID: 

X7N-0610) の FCC適合宣言 

本機器は、FCC規則第 15章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章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、正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いという保証はありません。規格準拠責任者から明確な許可

を得ずに変更または修正を行った場合、そのユーザーは、本機器を使用する権限を失う場合があ

ります。 

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。 



 

 

 

  

機種番号 D00901 (FCC ID: XSX-1013）および機種番号 D00901(FCC ID: 

X7N-0610) での無線周波エネルギーへの露出による危険性について 

無線周波エネルギーへの露出による危険性 

キンドルは、FCC（米連邦通信委員会）、ならびに欧州連合および諸外国の規制当局により定め

られている、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。 お持ちのキンドル機種についての情報は FCCに提出されており、FCCの

http://www.fcc.gov/oet/ea/ のリンク（「Equipment Authorization（機器の認可）」ペー

ジ）からまず FCC IDで検索した後に「Display Grant（認可の表示）」のセクションにてご確認いた

だけます（FCC ID番号はキンドルの背面に記載されています）。 

米国および英国以外でキンドルをお使いのお客様への追加情報 

米国および英国以外の国でキンドルをお使いのお客様は、次のリンクで追加情報をご確認くださ

い： 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

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、以下のリン

クにて詳細を確認してください： 

米国のお客様： http://www.amazon.com/kindle-recycling 

英国のお客様： http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions


 

 

 

  

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 — D00901 

ディスプレイ — 6 インチ（対角線）ディスプレイ、解像度 600 x 800、167 ppi、16階調グレースケ

ール。 

サイズ — 190 mm x 123.6 mm x 8.5 mm (7.48 インチ x 4.84 インチ x 0.34 インチ)。 

重量 — キンドルWi-Fi: 240 g (8.5オンス)； キンドル 3G+Wi-Fi： 247 g (8.7オンス)。 

メモリー — 内部メモリー 4GB（ユーザーが利用できるメモリーは約 3GB）。 

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、マイクロホン内臓。

マイクは将来使用できるように内蔵されていますが、現段階では有効になっていません。 

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（国際ワイヤレス接続機

種の場合）。 

作動温度 — 0°C ～ 35°C (32°F ～ 95°F)。 

保管温度 — －10°C ～ 45°C (14°F ～ 113°F)。 

Wi-Fi — 802.11b または 802.11g 

 

AMAZON.COM (KINDLE) キンドル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」と称します）とお客様との間の合意をなすものです。 キンドルをご使用になる前に、またアプリケ

ーションやデジタルコンテンツをお読みになる前に、このAmazon.comキンドル使用許諾契約およ

び利用規約、Amazon.comプライバシー規約（www.amazon.com/privacy）、および、

Amazon.comウェブサイトまたはKindle Storeに記載されている、その他に適用される規則、方

針、規定（以後、集合的に本「契約」と称します）をすべてお読みください。 お客様は、キンドル、リ

ーディングアプリケーションまたはデジタルコンテンツのいずれかをご使用になることをもって、本契約の

条項に同意したものとみなされます。 本契約の条項に同意できない場合、キンドル、リーディング

アプリケーション、デジタルコンテンツ、サービスのいずれについても、ご使用いただくことはできません。

その場合お客様は、払い戻しを受けるために、キンドルの返品規定に従ってお持ちのキンドルを弊

社に返却することができます。 

*英国アマゾンドットコムのお客様は、英国でのキンドルの使用許諾契約および利用規約を後述の 

Error! Reference source not found. にてご確認いただけます。また本契約は、次のリンクに



 

 

 

  

て、他の言語でも用意されています： 

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

本契約においては、 

「コンテンツプロバイダー」とは、キンドルストアにおけるデジタルコンテンツの供給当事者をさします（ア

マゾンである場合も、サードパーティである場合もあります）。 

「デジタルコンテンツ」とは、書籍、新聞、雑誌、ジャーナル、ブログ、RSSフィード、ゲーム、またその

他の静的およびインタラクティブな電子コンテンツなどの、デジタル化された電子コンテンツを指しま

す。 

「キンドル」は、弊社の携帯型の電子リーダー機器を指します。 

「キンドルストア」とは、弊社または他のサードパーティが提供するデジタルコンテンツその他のアイテ

ムをご購入いただける弊社のストアをさします。キンドルストアでは、これらのデジタルコンテンツおよ

びアカウントの設定の管理も実行できます。 

「他の機器」とは、お客様がリーディングアプリケーションを使用することを許可されている、キンドルと

は別個のコンピューターあるいは機器を指します。 

「定期刊行物」とは、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、ブ

ログ、その他の購読形式のコンテンツなどのデジタルコンテンツを指します。 

「リーディングアプリケーション」とは、ユーザーが他の機器でデジタルコンテンツを購入、ダウンロード、

ブラウズ、または使用することを可能にするために弊社が提供するソフトウェア（および当該ソフトウェ

アへのアップデート／アップグレードのすべてを含めて）を指します。 

「サービス」とは、弊社がキンドル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

ウェアの供与、弊社がキンドルおよびリーディングアプリケーションのユーザーに提供するサポートや他

のサービス、および前述のそれぞれに関する弊社の諸条件を指します。 

「ソフトウェア」とは、リーディングアプリケーションおよびキンドル上の全ソフトウェア（当該ソフトウェアへ

のアップデート／アップグレードのすべてを含めて）、および弊社からお客様に提供する関連文書の

すべてを指します。 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions


 

 

 

  

デジタルコンテンツ 

 

デジタルコンテンツの使用。デジタルコンテンツのダウンロードおよび当該料金（適用される税を含め

て）の支払いが完了すると、該当のコンテンツプロバイダーからお客様に対して、キンドルやリーディン

グアプリケーションまたはこのサービスの一部として許可される形で、キンドルストアで規定する台数

のキンドルまたは他の機器上のみで、お客様個人の非営利の使用のみのために、該当のコンテン

ツを何回でも閲覧、使用、表示するための非独占的な権利が付与されます。 コンテンツプロバイ

ダーは、デジタルコンテンツに関するその他の規定をキンドルストアに掲載する場合があります。 これ

らの規定も適用されますが、対立が発生した場合には、本契約に準拠するものとします。 定期刊

行物などの一部のデジタルコンテンツは、お使いのリーディングアプリケーションではご利用いただけな

いことがあります。 

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。また、著作権の

表示やラベルをデジタルコンテンツから削除したりこれらを変更したりすることは許可されません。さら

に、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

されません。 

定期刊行物。購読契約は、キンドルストアに記載されている解約規定で許可されている通りに解

約することができます。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、その独自の判

断において、購読契約を終了させる権利を留保します。 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。 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。 

ワイヤレス接続 

ワイヤレス接続の使用。 キンドルでは、キンドルストアでのデジタルコンテンツ購入およびダウンロー

ドを可能にするために、ワイヤレス接続を使用します。 通常、アマゾンではこのようなワイヤレス接

続の使用には料金を課しません。 お使いのキンドルでは、個人ファイルのダウンロードや別の国に

滞在している間の予約購読などのような、お客様が利用できる他のサービスのためにワイヤレス接

続を使用することがあります。アマゾンでは、これに対しては料金を課す場合があります。 このような

サービスの料金および諸条件はキンドルストアに記載されています。なお、これらの料金ならびに諸

条件は、随時変更されることがあります。 お使いのキンドルでWI-FIアクセスポイントのようなサード



 

 

 

  

パーティのサービスを使用している場合、サードパーティから当該サービスに対する料金が課せられ

る場合があります。 

お客様の回線使用。 お客様は、当サービスに関連する場合にのみ、アマゾンが提供するワイヤレ

ス接続を使用することができます。 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。 

可用性。 ワイヤレス接続を維持できないエリアでは、キンドルの一部あるいはすべてのサービスが利

用不可能となる場合があります。 キンドルのワイヤレス接続または該当するサービスが利用不可

能となっても、アマゾンはその責任を負いません。 弊社の妥当な制御範囲を超える事象（ワイヤレ

ス接続プロバイダーがサービスや契約規定を変更した場合など）により、アマゾンがお客様に提供

するワイヤレス接続の規定や条件が影響される可能性があり、その結果としてアマゾンが提供する

ワイヤレス接続の規定が変更されたり、またはキンドルへのワイヤレス接続が一時的または永続的

に変更されたり接続が失われる場合があります。 

機器およびソフトウェア 

ソフトウェアの使用。ソフトウェアの使用は、キンドル上かまたは他の機器のリーディングアプリケーショ

ンを通して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、別の機器やコンピューターで使用するためソフトウェアを移動すること、

また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。 キンドル上のサードパーティのソフトウェアまた

はデータの一部には追加の規定が適用され、本契約との不一致が発生した場合にはその規定に

準拠するものとします。 詳細については、[Kindle Settings] メニューの [Legal] セクションをご覧く

ださい。 

自動アップデート。 お使いのソフトウェアを最新状態に保つため、キンドルまたは他の機器には、ソ

フトウェアの更新／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。 

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。 キンドルまたはソフトウェアに

は、全体に対してか一部に対してかを問わず、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆ア

センブルの措置を施すことは許可されません。ソフトウェアのまたはソフトウェアからの派生物を生成

すること、または、たとえばキンドル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



 

 

 

  

により、キンドルやソフトウェア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や保

護機能を迂回、修正、無効化、改ざん、または回避することも許可されません。 

通則 

法の遵守および権利の留保。 お客様は、適用される法律のすべてに従って、キンドル、ソフトウェ

ア、サービス、およびデジタルコンテンツを使用するものとします。 お客様にキンドルが販売または譲

渡されること、またはお客様にソフトウェアやデジタルコンテンツの使用許諾が付与されることは、そ

のいずれについても、アマゾンやサプライヤー、または他のコンテンツプロバイダーの知的財産権への

権利や所有権がお客様に対して譲渡されるわけではありません。 使用許諾は全て非独占的なも

のであり、かつ、本契約の下で明確に付与されていない権利の全てについては、アマゾンまたは他

のコンテンツプロバイダーがその権利を留保するものとします。 

 

輸出規制。お客様は、輸出･再輸出に対して適用され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

に違反する国に対しては、キンドル、デジタルコンテンツ、またはソフトウェアの転送を行わないこと、

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。 

 

機器からのユーザー情報。アマゾンは、ソフトウェアを介して、キンドルについてのデータ、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）に

ついての情報を取得します。 また、ソフトウェアを介してアマゾンは、キンドルや他の機器上のデジタ

ルコンテンツに関する情報、またその使用状況についての情報（この前に読んだ最後のページ、コン

テンツアーカイビングなど）を取得します。お客様がキンドルやリーディングアプリケーションを通して加

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、居住国以外のサーバーに保存されることがあります。 弊社が受け取る情報は

すべて、Amazon.com Privacy Notice（アマゾンプライバシー通知）に準拠します。この通知は 

www.amazon.com/privacy にて確認することができます。 

その他の人々に提供される情報。 お客様は、キンドルまたはリーディングアプリケーションを使って他

の人々に提供する情報の一切につき、その責を負うものとします。  

特許。キンドル、ソフトウェア、サービスおよび/または前述のいずれかに伴い使用される技術（方

法）は、単独あるいは複数の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。弊社では、本サービスを、その全体または一部につき、変更、保留、または廃止

する権利を随時留保するものとします。 

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、自動的に解除されます。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、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。 本サービス、キンドル、キンドルストア、デジタルコンテンツ、およびソフトウェア

の使用は、お客様自らの責任においてなされるものです。キンドルの 1年間限定保証を除き、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口頭または書面による情報や助言があ

ったとしても、これらは一切、何の保証をも形成するものではなく、本サービス、キンドル、キンドルス

トア、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。

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、そのサプライヤーとライセンサー、および他のライ

センスプロバイダーは、本サービス、キンドル、他の機器、キンドルストア、デジタルコンテンツ、または

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（たとえば、収益、収入、データの損失、ま

たはサービス、キンドル、他の機器、キンドルストア、デジタルコンテンツ、ソフトウェア、またはその他

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など）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、デジタルコンテンツの購入に関する申立て一切については、本契約に基づ

くアマゾンおよび他のコンテンツプロバイダーの負担総額は、該当のデジタルコンテンツに対し実際に

支払われた額に限定されるものとし、それ以外の申立てについては、キンドル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。 

準拠法。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、アメリカ合衆国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のうち、一人以上の当事者を代表

して求められる損害賠償の債務総額が7,500ドル（米ドル）を上回るものについては、アメリカ合衆

国ワシントン州キング郡の州裁判所または連邦裁判所のいずれかにおいて裁定が下されるものと

し、かつ、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。 

米政府の権利。 本ソフトウェア、サービス、およびデジタルコンテンツは、米政府に対し、米連邦取

得規則 (Federal Acquisition Regulation) ならびに米連邦取得規則補遺 (U.S. Defense 

Federal Acquisition Regulation Supplement) の定義に基づく「商品」、「商用コンピューター

ソフトウェア」、「商用コンピューターソフトウェア文書」、および「技術データ」として、エンドユーザーに

通例付与されるのと同様の権利および制約の下に提供されるものです。 

完全な契約および可分性。本契約は、キンドル、デジタルコンテンツ、ソフトウェア、サービスに関す

るアマゾンとお客様の間の完全合意を構成するもので、これらの対象についての事前の了解すべ

てに優先するものです。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こと

ができ、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、その発効日以降お客様がキンドル、デジタルコンテンツ、サービス、また

はソフトウェアを使用し続けることをもって、その改正条項へのお客様の同意が構成されることにな

ります。 

お問い合わせ先。 本契約についてのお問い合わせは、弊社まで電子メールにてお寄せください（送

信先：kindleterms@amazon.com）。 お使いのキンドルやリーディングアプリケーション、サービス

に関する情報、またその他のトラブルの解決方法については、カスタマーサービスまで電子メール ( 

kindle-cs-support@amazon.com) またはお電話にてご連絡ください（米国内からはフリーダイヤ

ルで1-866-321-8851、その他の国からは、有料になりますが1-206-266-0927へおかけください）。 

（契約文はここまで） 

英国のお客様 



 

 

 

  

AMAZON.CO.UK キンドル（KINDLE）使用許諾契約および利用規約
** 

本契約は、Amazon EU S.a.r.l.（系列会社を含めて以後「アマゾン」または「弊社」と称します）と

お客様との間の合意をなすものです。キンドルをご使用になる前に、またアプリケーションやデジタル

コンテンツをお読みになる前に、このAmazon.co.ukキンドル使用許諾契約および利用規約、

Amazon.co.ukプライバシー規約 (Amazon.co.uk/privacy)、および、Amazon.co.ukウェブサ

イトまたはKindle Storeに記載されている、その他に適用される規則、方針、規定（以後、集合

的に本「契約」と称します）をすべてお読みください。お客様は、キンドル、リーディングアプリケーショ

ンまたはデジタルコンテンツのいずれか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

みなされます。本契約の条項に同意できない場合、キンドル、リーディングアプリケーション、デジタ

ルコンテンツ、サービスのいずれについても、ご使用いただくことはできません。その場合お客様は、

払い戻しを受けるために、キンドルの返品規定に従ってお持ちのキンドルを弊社に返却することが

できます。 

**Amazon.comのお客様は、Amazon.com キンドル（Kindle）使用許諾契約および利用規約

を前述の AMAZON.COM (KINDLE) キンドル使用許諾契約および利用規約 にてご確認いただ

けます。 

本契約においては、 

「コンテンツプロバイダー」とは、キンドルストアにおけるデジタルコンテンツの供給当事者をさします（ア

マゾンである場合も、サードパーティである場合もあります）。 

「デジタルコンテンツ」とは、図書、新聞、雑誌、ジャーナル、ブログ、RSSフィード、ゲーム、またその

他の静的およびインタラクティブな電子コンテンツなどの、デジタル化された電子コンテンツをさします。 

「キンドル」は、弊社の携帯型の電子リーダー機器をさします。 

「キンドルストア」とは、弊社または他のサードパーティが提供するデジタルコンテンツその他のアイテ

ムをご購入いただける弊社のストアをさします。キンドルストアでは、これらのデジタルコンテンツおよ

びアカウントの設定の管理も実行できます。 



 

 

 

  

「他の機器」とは、お客様がリーディングアプリケーションを使用することを許可されている、キンドルと

は別個のコンピューターあるいは機器をさします。 

「定期刊行物」とは、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、ブ

ログ、その他の購読形式のコンテンツなどのデジタルコンテンツをさします。 

「リーディングアプリケーション」とは、ユーザーが他の機器でデジタルコンテンツを購入、ダウンロード、

ブラウズ、または使用することを可能にするために弊社が提供するソフトウェア（および当該ソフトウェ

アへのアップデート／アップグレードのすべてを含めて）をさします。 

「サービス」とは、弊社がキンドル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

ウェアの供与、弊社がキンドルおよびリーディングアプリケーションのユーザーに提供するサポートや他

のサービス、および前述のそれぞれについての弊社の諸条件をさします。 

「ソフトウェア」とは、リーディングアプリケーションおよびキンドル上の全ソフトウェア（当該ソフトウェアへ

のアップデート／アップグレードのすべてを含めて）、および弊社からお客様に提供する関連文書の

すべてをさします。 

デジタルコンテンツ 

デジタルコンテンツの使用。 デジタルコンテンツのダウンロードおよび当該料金（適用される税を含め

て）の支払いが完了すると、該当のコンテンツプロバイダーからお客様に対して、キンドルやリーディン

グアプリケーションまたはこのサービスの一部として許可される形で、キンドルストアで規定する台数

のキンドルまたは他の機器上のみで、お客様個人の非営利の使用のみのために、該当のコンテン

ツを何回でも閲覧、使用、表示するための非独占的な権利が付与されます。別途に記載がある

場合を除き、デジタルコンテンツについては、その使用許諾が該当のコンテンツプロバイダーからお客

様に付与されるのであって、コンテンツが売却されるのではありません。コンテンツプロバイダーは、デ

ジタルコンテンツに関するその他の規定をキンドルストアに掲載する場合があります。これらの規定

も適用されますが、対立が発生した場合には、本契約に準拠するものとします。定期刊行物など

の一部のデジタルコンテンツは、お使いのリーディングアプリケーションではご利用いただけないことが

あります。 

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、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ません。 

定期刊行物。 購読契約は、キンドルストアに記載されている解約規定で許可されている通りに

解約することができます。アマゾンは、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。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。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。 

ワイヤレス接続性 

ワイヤレス接続性の使用。 キンドルでは、キンドルストアでのデジタルコンテンツ購入およびダウンロ

ードを可能にするために、ワイヤレス接続を使用します。通常、アマゾンではこのようなワイヤレス接

続の使用には料金を課しません。お使いのキンドルでは、個人ファイルのダウンロードや別の国に滞

在している間の予約購読などのような、お客様が利用できる他のサービスのためにワイヤレス接続

を使用することがあります。アマゾンでは、これに対しては料金を課す場合があります。このようなサ

ービスの料金および諸条件はキンドルストアに記載されています。なお、これらの料金ならびに諸条

件は、随時変更される場合があります。お使いのキンドルでWI-FIアクセスポイントのようなサードパ

ーティのサービスを使用している場合、サードパーティから当該サービスに対する料金が課せられる

場合があります。 

お客様の回線使用。 お客様は、当サービスに関連する場合にのみ、アマゾンが提供するワイヤレ

ス接続を使用することができます。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。 

可用性。 ワイヤレス接続を維持できないエリアでは、キンドルの一部あるいはすべてのサービスが利

用不可能となる場合があります。キンドルのワイヤレス接続または該当するサービスが利用不可能

となった場合でも、アマゾンはその責任を負いません。弊社の妥当な制御範囲を超える事象（ワイ

ヤレス接続プロバイダーがサービスや契約規定を変更した場合など）により、アマゾンがお客様に提

供するワイヤレス接続の規定や条件が影響される可能性があり、その結果としてアマゾンが提供



 

 

 

  

するワイヤレス接続の規定が変更されたり、またはキンドルへのワイヤレス接続が一時的または永

続的に修正されるか接続の喪失に至る場合があります。 

機器およびソフトウェア 

ソフトウェアの使用。 ソフトウェアの使用は、キンドル上にてかまたは他の機器のリーディングアプリケ

ーションを通して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、別の機器やコンピューターで使用するためにソフトウェアを移動

すること、また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。キンドル上のサードパーティのソフトウ

ェアまたはデータの一部には追加の規定が適用され、本契約との不一致が発生した場合にはその

規定に準拠するものとします。詳細については、[Kindle Settings] メニューの [Legal] セクション

をご参照ください。 

自動アップデート。 お使いのソフトウェアを最新状態に保つため、キンドルまたは他の機器には、ソ

フトウェアのアップデート／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。 

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。 (i) キンドルまたはソフトウェア

には、その全体に対してかまたは一部に対してかを問わず、修正、リバースエンジニアリング、または

逆アセンブルの措置を加えることは許可されず、(ii) 全体に対してかまたは一部に対してかを問わ

ず、逆コンパイルを行うことは許可されず（法の下でこのような権利が除外または制限されない範囲

においては例外となるものの、その場合でも、まずアマゾンの明確な許可を取得しようとして拒否さ

れた後とすること）、また (iii) ソフトウェアのまたはソフトウェアからの派生物を生成すること、または、

たとえばキンドル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により、キンドルや

ソフトウェア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や保護機能を迂回、

修正、無効化、改ざん、または回避することも許可されません。 

通則 

法の遵守および権利の留保。 お客様は、適用される法律のすべてに従って、キンドル、ソフトウェ

ア、サービス、およびデジタルコンテンツを使用するものとします。お客様にキンドルが販売または譲

渡されること、またはお客様にソフトウェアやデジタルコンテンツの使用許諾が付与されることは、そ



 

 

 

  

のいずれについても、アマゾンやサプライヤー、または他のコンテンツプロバイダーの知的所有権への

権利や所有権がお客様に対し譲渡されるのではありません。使用許諾は全て非独占的なもので

あり、かつ、本契約の下で明確に付与されていない権利の全てについては、アマゾンまたは他のコ

ンテンツプロバイダーがその権利を留保するものとします。 

輸出規制。 お客様は、輸出･再輸出につき適用され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

に違反する国に対しては、キンドル、デジタルコンテンツ、またはソフトウェアの転送を行わないこと、

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。 

機器からのユーザー情報。 アマゾンは、ソフトウェアを介して、キンドルについてのデータ、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）に

ついての情報を取得します。また、ソフトウェアを介してアマゾンは、キンドルや他の機器上のデジタ

ルコンテンツに関する情報、またその使用状況についての情報（この前に読んだ最後のページ、コン

テンツアーカイビングなど）を取得します。お客様がキンドルやリーディングアプリケーションを通して加

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、お住まいの国以外のサーバーに保存されることがあります。弊社が受け取る情

報はすべて、Amazon.co.ukプライバシー規約の規定に準拠します。個人情報が欧州経済地域

外の国に転送されることがある場合、その情報は、Amazon.co.ukプライバシー規約

（www.amazon.co.uk/privacy にてご確認いただけます）の規約に従い、かつ適用されるデータ

保護法が許可する通りに転送されるものとします。 

その他の人々に提供される情報。 お客様は、キンドルまたはリーディングアプリケーションを使って他

の人々に提供する情報の一切につき、その責を負うものとします。 

特許。 キンドル、ソフトウェア、サービスおよび/または前述のいずれかに伴い使用される技術（方

法）は、単独あるいは複数の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。 弊社では、本サービスを、その全体または一部につき、変更、保留、または廃止

する権利を随時留保するものとします。 

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、自動的に解除されます。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、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

ンがお客様に強調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。 

免責。 アマゾンは、次の事項については責任を負わないものとします： (A) お客様がキンドル、デ

ジタルコンテンツ、またはソフトウェアを購入した時点では（規定のとおりに）、アマゾンにもお客様に

も合理的に予測ができなかった損失； (B) アマゾン側の違反や不履行に起因するのではない損

失；および (C) サービス、キンドル、キンドルストア、デジタルコンテンツ、ソフトウェアを個人目的以

外の目的で使用したことに起因するか、またはお客様がキンドル、キンドルストア、デジタルコンテン

ツ、ソフトウェアを本契約で禁じられている形で使用したことに起因する事業損失またはその他の

損失。前述の条項では除外されない損失については、お客様に対するアマゾンの補償責任（アマ

ゾンの保証に基づき、またはお客様の法的な権利を通して修理、代替品、または払戻しを得るお

客様の権利に加えて）は、300ポンド（英国ポンド）に限定されるものとします。本条項の内容はい

ずれも、消費者としてのお客様の法的な権利には影響せず、また死亡、人身傷害、詐欺に対す

る責任にも影響するものではありません。 

準拠法。 本契約、ならびにお客様とアマゾン間に発生し得る紛争の一切については、法の抵触

に関する原則に左右されることなく、ルクセンブルグ大公国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の一切については、ルクセンブルグ

市の裁判管轄区の裁判所にて裁定が下されるものとし、かつ、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。 

米政府の権利。 本ソフトウェア、サービス、およびデジタルコンテンツは、米政府に対し、米連邦取

得規則 (Federal Acquisition Regulation) ならびに米連邦取得規則補遺 (U.S. Defense 

Federal Acquisition Regulation Supplement) の定義に基づく「商品」、「商用コンピューター

ソフトウェア」、「商用コンピューターソフトウェア文書」、および「技術データ」として、エンドユーザーに

通例付与されるのと同様の権利および制約の下に提供されるものです。 

完全な契約および可分性。 本契約は、キンドル、デジタルコンテンツ、ソフトウェア、サービスに関

するアマゾンとお客様の間の完全合意を構成するもので、これらの対象についての事前の了解す

べてに優先するものです。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こ

とができ、改正を行った場合は当該条項をキンドルストアまたはAmazon.co.uk のウェブサイトに

掲載します。 

お問い合わせ先。 本契約についてのお問い合わせは、弊社まで書面にてお寄せください。宛先は

次のとおりです：Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg（Lux. reg. no. B 

101818、株式資本€37500、貿易許可番号 104408）。または電子メールにてご連絡いただくこと

もできます（送信先：ukkindleterms@amazon.co.uk.）。 

お使いのキンドルやリーディングアプリケーション、サービスに関する情報、またその他のトラブルの解

決方法については、カスタマーサービスまで電子メール（kindle-cs-support@amazon.co.uk）ま

たはお電話にてご連絡ください（0800 496 1081）。 

（契約文はここまで） 

 

1年間限定保証 

本保証は、キンドル機器（Kindle Device、以下「機器」と称します）につき、Amazon 

Fulfillment Services, Inc.（所在地：410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, 

United States）により提供されるものです。ただし、この機器が英国で購入された場合には、保

証は Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg（Lux. reg. no. B 101818、

株式資本€37500、貿易許可番号 104408）により供給されます。この保証の供給者は、本文書

では時おり「弊社」として表現されています。 

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には、このガイドに記載さ

れている連絡先情報を参照し、カスタマーサービスまでご連絡ください。 

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。保証の下で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、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。この「責任制限」の条項は、英国および欧州連合のお客様には該当

しません。 

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。 



 

 

 

  

追加情報 

「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、http://www.amazon.com/kindletermsandconditions にて他の言

語でも用意されています。 

本機器を英国でお買い上げいただいた場合は、キンドルについての他の情報を 

http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions にてご確認ください。 

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

～2010年の著作権は、Amazon.com, 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 」、「AUDIBLE」、「KINDLE」、「MOBIPOCKET」、「WHISPERNET」、および

「WHISPERSYNC」は、Amazon.com, 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。 

 

Vocalizer™ for Automotive の 2008年の著作権は Nuance Communications, Inc. に帰

属します。Vocalizer™ for Automotive の 2008年の著作権は Nuance Communications, 

Inc. に帰属します。Vocalizer™ および Nuance® は Nuance Communications, Inc. とそのラ

イセンサー（あるいはいずれか一方）の商標または登録商標で、実施権の許諾を得て使用されて

います。 

Native PDF は Adobe® Reader® テクノロジーによりサポートされています。 

Monotype Imaging Inc. からのiType™ が含まれています。「Monotype」は、Monotype 

Imaging Inc. の商標で、米国特許商標局に登録されており、一部の管轄区域でも登録されて

いる可能性があります。Monotype® The Monotype Corporation. 

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。 

   


