
 

 

重要な情報： キンドル DX 国際ワイヤレス接続付き– モデル D00801 

安全および規格準拠に関する情報 

本装置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書と安

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を

もたらす可能性があります。  

 

 

キンドルの保守管理 

キンドル (Kindle) 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

では使用しないでください。 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。 装

置が濡れた場合には、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 [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（装置をウェイクの状態に戻す）前に、必ずよく乾かします。 決して

電子レンジやヘアドライヤーなどの熱源でキンドルを乾かそうとしないでください。 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注意してください。 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、弊社カスタマーサポートを通じてご連絡いただい

た上で、弊社が認可する修理業者のみにご連絡ください。  

 

メール:   kindle-cs-support@amazon.com 

電話:   米国内から： 1-866-321-8851 （フリーダイアル） 

  米国外から： +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 を参照してください。 

 

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、下記にご注意ください。 

 

1. ボリュームを上げすぎない。  

2. 長時間聴き続けない。  

3. 周辺音を隔離できる消音タイプのヘッドフォーンを使用する（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ます）。  

 

ワイヤレス接続の安全性と規格準拠 

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。「特定の状

況」は以下をご覧ください。 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。 

 

飛行機内ではワイヤレス接続を切ってください。 

航空機の機器類に干渉する可能性を回避するため、米連邦航空局を含む多くの航空局が、機

内でお客様がワイヤレス接続をご使用になる際は機上乗務員の許可を得るよう規定しています。 

ワイヤレス接続を切ってある場合、機上乗務員から電子機器使用許可のアナウンスがあれば、読

書にキンドルを使用することができます。 

 

周辺の電子機器に十分注意してください。 

キンドルは無線周波 (RF) エネルギーを発生および使用します。さらに無線周波エネルギーを放射

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

起こすおそれがあります。 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、外部無線周波信号により影響を受けることがあ

ります。 主な 新電子機器は外部無線周波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確認してください。 個人用医療機器（ペースメーカーや補聴器など）の場合、

外部無線周波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。 

 

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、無線周波信号が危険を引き起こす原因となりう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、FCC（米連邦通信委員会）、欧州連合（EC）そ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 FCC にファイルされており、FCC ID （装置の裏面に

表示）でお使いのキンドルを検索した後、http://www.fcc.gov/oet/ea/ の Display Grant （ディス

プレイ許可）セクションでご覧いただけます。 

 

FCC（米連邦通信委員会）適合宣言 

 
本装置は、FCC 規則第 15 部の規定要件に適合しています。 本装置の使用には次の 2 つの条

件が前提となります： (1) 本装置は有害な干渉の原因とはならないものとし、かつ、 (2) 本装置は、

望ましくない作動を引き起こす可能性のある干渉を含め、他の機器からのすべての干渉を受け入

れるものとする。 

 

本装置は、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。 これらの制約事項は、住宅へ

の設置に際して有害な干渉に対する妥当な保護を規定するよう設計されています。 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。 

 

本装置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、装置の裏面にある 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 認証番号は装置の裏面に記載されています。 

 

製品仕様 

機種番号—キンドル DX 国際ワイヤレス接続付き– D00801 

ディスプレイ — 9.7 インチ（対角線）電気泳動ディスプレイ、1200 x 824 ピクセル解像度、150 ppi 

(1 インチ当たりのピクセル数)、16 階調グレースケール。 

 

サイズ — 264.5mm x 182mm x 9.7mm (10.4 インチ x 7.2 インチ x 0.38 インチ). 

重量 —535g (18.9 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 3.3GB ） 

 

オーディオ— 3.5mm 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— キンドル DX 国際ワイヤレス接続付きに HSDPA/GSM ワイヤレスモデム搭載 

 

作動温度—00C～ 350C (320F ～ 950F) 

 

保管温度— －100C ～ 450C (140F ～ 1130F)。 

 

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」とする）とお客様との間の合意をなすものです。 キンドル（KINDLE）装置をご使用になる前に、

この使用許諾契約および利用規約、ならびに本装置に関連するキンドル装置および関連サービ

スに関するあらゆる規則および方針（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 プライバシー規約を含むがこれらに限定されない）（以後「契約」とす

る）をよくお読みください。 お客様は、本キンドル装置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。  

本契約条項に承諾できない場合は、キンドル装置および関連ソフトウェア（パッケージ、マニュアル、

アクセサリともすべて原初のまま）を、キンドルの返品方針に従って購入から 30 日以内に返品し、

購入価格の払い戻しを求めることができます。 

装置および関連サービス。 キンドル装置（以下「装置」）は ワイヤレス接続を利用する携帯用の

電子読み取り用アプリケーションであり、これを使ってユーザーは、すべて本契約の条件に基づいて、

書籍や新聞、雑誌、ブログ、およびその他の資料を、購入、ダウンロード、一覧、および読書･閲覧



 

 

することができます。 「サービス」とは、アマゾンが本装置のユーザーに提供する、ワイヤレス接続、デ

ジタルコンテンツの供与、ソフトウェアおよびサポート、その他のサービスおよびサポートを意味します。 

 

ワイヤレス接続 

一般。 アマゾンは、一定のコンテンツを購入してサービスを装置にダウンロードされたお客様に対し、

ワイヤレス接続を無料で提供致します。 しかし、お使いの装置上で個人的なファイルのウェブ参照

やダウンロードなどのような他のサービスをご使用になる場合は、料金を課せられる可能性がありま

す。 このようなサービスに対する現在の料金リストはキンドルストアに掲載されています。 アマゾンは

ワイヤレス接続を随時切断する権利、または、さもなければ、(a) ワイヤレス接続を使って転送でき

るデータファイルの数およびサイズを制限する、(b) ワイヤレスでサービスを受けるのに適用される量と

条件を変更することを含めるがこれらに限定されずに、ワイヤレス接続の条件を随時変更する権

利を保留します。 

 

適用範囲とサービスの中断。 お客様は、装置が適用可能なワイヤレス接続のない区域にある場

合、ワイヤレスサービスの一部またはすべての要素を使用できない可能性があることを承諾するも

のとします。弊社は、ワイヤレスサービスの利用不能、またはワイヤレス接続のいかなる中断に対し

ても、責任を負わないものとします。 

 

お客様の使用。 お客様は、アマゾンが提供するワイヤレス接続を、本装置のためにアマゾンが提

供するサービスとの関連でのみ使用することに同意します。他の目的のためにこのワイヤレス接続を

使用することは許可されません。  

 

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、書籍、購読雑誌、新聞、ジャーナル、およびその他の定期刊

行物、ブログ、RSS (RDF サイトサマリー) フィード 、その他のデジタルコンテンツのような、アマゾン

が折々選定する様々な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）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。 アマゾンが定める該当料金が支払われると、アマゾンはお客様に対し、

商業目的ではなくお客様個人の非営利の使用のみを目的として、当該デジタルコンテンツの永久

的なコピーをお客様の装置に、またはサービスの一環としてアマゾンが認証する他の装置にダウンロ

ードし、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を許諾します。別途に

アマゾンから明示的に規定されない限り、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ない限り、お客様のデジタルコンテンツまたはそのいかなる一部に対

する権利も、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、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禁止されています。 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。 



 

 

購読。お客様が購読 (予約) に基づいて利用できる、電子新聞、雑誌、ジャーナル、およびその

他の定期刊行物（以下総称的に「定期刊行物」とする）を含むがこれらに限定されないデジタルコ

ンテンツに関して、以下が適用されます。 (i) お客様はキンドルストアのキャンセル方法に従って、購

読の取消を要求することができます。 (ii) 例えば定期刊行物がもはや利用できなくなった場合など、

弊社はその自由裁量により、通知なしに購読を終了することができます。(iii) 弊社が契約期間終

了前に購読を終了する場合、弊社は比例配分した料金をお客様に還付します。 (iv) 弊社は、

購読契約期間および料金を随時変更する権利を保留します。変更は次の契約期間の開始時

点で発効するものとします。 (v) 購読料金には税が適用され、該当する場合は購読料に加算さ

れます。 

 

ソフトウェア 

 

定義。以下の条件は、本装置と (a) お客様が更新/アップグレードプロセスの一環として他の条件

に同意していない限り、購入時点で本装置にプレインストールされている、またはアマゾンが更新/

アップグレードとしてプレインストールされたソフトウェアに提供する、アマゾンおよび第三者のすべての

ソフトウェア（また、かかるソフトウェアが配信されるメディア）（以下集合的に「装置ソフトウェア」とす

る）、および (b) このソフトウェアのための印刷された文書、オンライン文書、または他の電子文書

（以後「文書」とする）、に適用されます。 本契約書で使用する「ソフトウェア」とは、集合的に装置

ソフトウェアおよび文書を指します。 

 

装置ソフトウェアの使用。お客様は、本装置上でのみ装置ソフトウェアを使用することが許可され

ています。お客様は、装置ソフトウェアのいかなる個々のコンポーネントも、他の装置やコンピュータ

での使用のために分離することはできません。それを、またはその一部を別の装置で使用するため

にネットワーク上で転送したり、使用したりすることも許可されません。また、本ソフトウェアに対する

権利を、一部か全部かにかかわらず、販売、賃貸、リース、配信、またはサブライセンスしたり、さも

なければ譲渡したりすることも禁止されています。 

 

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。 本装置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、または本ソフトウェアからの、もしくはソフトウェアの派生物を作成すること、または、

本装置または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、それ以外に

も、本装置またはソフトウェアの機能または保護、または動作が本ソフトウェアにリンクされている機

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、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、お客様の装置には、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。 

 

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本アプリケーションを転送しないこと、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。 本ソフトウェアは、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」および「商用コンピュータソフトウェア文書」から構成さ

れる 48 C.F.R. § 2.101 の定義に基づく「市販品」です。 これらの条項に従い、米政府機関エン

ドユーザーに対する本アプリケーションの使用許諾は、(a) 市販品としてのみ、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。 本装置、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。 本契約における使用許諾は、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をお客様に譲渡するものではないことに、お客

様は同意するものとします。 本ソフトウェアのすべては、使用が許諾されるのであってそれ自体が売

り渡されるわけではありません。また、この使用許諾は非独占的です。 

 

アマゾンが受け取る情報。 本装置ソフトウェアはアマゾンに、装置についてのデータ、サービスとの相

互作用に関するデータ（利用可能メモリ、アップタイム、ログファイル、信号強度など）、およびお客

様の装置上のコンテンツおよびその使用に関する情報（この前読んだ 後のページの自動ブックマ

ーク、装置からのコンテンツの削除など）を提供します。 お客様が装置内で加える注釈、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。 弊社が受け取る情報は Amazon.com Privacy 

Notice（アマゾンプライバシー通知）に準拠します。 

 

特許。 本装置および/または本装置に関連して使用される方法は、一つまたは複数の特許もしく

は申請中の特許により保護されている可能性があります。  

 

サービスの変更。 アマゾンは、本サービスを随時変更、一時中断、または廃止する権利を留保す

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、アマゾンからの通知なしに終了します。 このような契約の解除に至った場合、お客様は本ソ

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、通知なしに、かつ料金の払戻し

を行うことなく、サービスまたは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、アマゾンがそ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。 

 

免責条項。 お客様は、本サービス、装置、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。 本サービス、装置、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、アマゾンおよびその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

黙示の保証を含むがこれらに限定することなく、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、

これにより保証が発生することはありません。 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かもしれません。 

 

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、装置および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

（収益、収入、データの損失、または、装置またはソフトウェアや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あっても、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、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、上述されている免責、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かもしれません。 

 

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。 

 

係争。 本契約書から生じた、または関連して生じた係争は、すべてワシントン州シアトルの秘密

調停に提出されるものとします。ただし、お客様がいかなる形でもアマゾンの知的財産権を侵害し

た、また侵害すると脅迫した場合に限って、アマゾンはワシントン州の任意の州裁判所または連邦

裁判所において差止めによる救済またはその他の適切な救済を求めることができ、そしてお客様は、

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こととします。 仲裁裁定は拘束力があ

るものとし、管轄権を有するいかなる裁判所の判定としても記録できます。 準拠法が許す 大の

範囲で、本契約の下でのいかなる調停も、クラス調停手続きによるか他によるかを問わず、本契

約の対象の相手当事者がかかわる調停には全く関与しないものとします。 

 

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。 

 

修正。 アマゾンは、本契約の条項をいかなる部分についても随時その単独の裁量で修正する権

利を留保し、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。 かかる修正の発効日以降もお客様が本装置およびソフトウェアを使用し続けることをもって、

お客様はその修正条項に同意したものとみなされます。 

 

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：

Amazon.com, Attn: Legal Department, 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 

98144-2734. 

 



 

 

1 年間限定保証 

 
本保証は、キンドル装置（Kindle Device、以下「装置」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。 

 

弊社は、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本装置の材料

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装置に欠陥が生じ、かつ

お客様が装置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装置を修理する、 

(ii) お客様の装置を、新品の装置もしくは工場再生された装置と交換する、 (iii) 装置の購入価

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、または交換された装置に対し、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装置はすべて、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、装置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。 お客様の装置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: 米国内から：  1-866-321-8851 （フリーダイアル） 

米国外から：  +1-206-266-0927 （有料となります） 

通常の場合、お客様の装置は、当初の製品パッケージまたは装置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装置をご返送いただく前に、装置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拒否します。 法的保証または黙示保証を合法的

に拒否できない場合には、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ことがあります。 

 



 

 

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ことがあります。 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ことがあります。 

 

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 

 
キンドル装置および/またはキンドル装置に関連づけて使用される技術（方法）は、一つまたは複

数の特許もしくは申請中の特許により保護されている可能性があります。 

 

MPEG Layer-3 オーディオ復号技術は、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 

 
Amazon Kindle DX device software (アマゾンキンドル DX 装置ソフトウェア)、Amazon Kindle 

DX Quick Start Guide（アマゾンキンドル DX クイックスタートガイド）、および Amazon Kindle DX 

User’s Guide（アマゾンキンドル DX 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 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS は日本およびその他の国におけ

る ACCESS Co., Ltd.の商標または登録商標です。 

RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. 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。 

 



 

 

Adobe® Reader®テクノロジーを介したネイティブ PDF サポート。 

 

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。 即ち、下記： 

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

 


