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補遺 A 

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。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。  

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。  

 

Kindle機器の保守管理 

雨天下、流し台の周辺、その他の水気のある場所でKindle機器ならびに付属部品を使用しない

でください。食べ物や液体をKindleにこぼさないよう十分注意してください。機器が濡れた場合は、

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] ボタンをタップし、[Settings] を

選択すると [Airplane Mode] が有効となります）、画面をスクリーンセーバーに切り替えます。

Kindleの電源ボタンを再び押す（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外部熱源を使用してKindle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は使わないよう

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、傷がつかないようカバーをしてください。 

Kindleを過度の高温や低温に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。 

第三者付属部品の使用は、Kindleの性能に影響することがあります。限られた条件下で第三者

付属品の使用によりKindleの限定保証が無効となる場合があります。Kindleに第三者付属品を

使用する前に、使用する付属部品の安全上の注意をすべてお読みください。 

 

Kindleの修理 

お使いのKindleを修理する必要がある場合は、アマゾン・カスタマー・サポートにお問い合わせくださ

い。お問い合わせ先はwww.kindle.com/supportでご確認ください。 

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 
Kindle の充電式バッテリーの交換は、必ず認可を受けた修理業者にお任せください。バッテリーに

関する詳細は www.kindle.com/support をご覧ください。AC アダプターは、Kindle に同梱され
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ていません。本機器に同梱されている USB ケーブルまたは、Kindle との併用が認められている

USB ケーブルで Kindle を充電してください。Kindle との併用が認められている USB ケーブルで

Kindle を充電する場合は、USB-IF の充電に関する規格「Battery Charging Specification, 

Rev 1.2」の要件を満たす互換性のある USB 充電器または USB ポートをお使いください。 

 

その他の安全上のご注意 
 キー操作を続けることやゲームをするなど同じ操作を繰り返し行い続けることにより、手、腕、

肩、首、その他体の一部に時折不快感が生じるようになる場合があります。不快感が生じた

場合、本機器の使用を止め、医師の診断を受けてください。このような症状が発生するリスク

を軽減するため、長時間の使用を避け、使用しない時間を頻繁にとるようにしてください。 

 本機器に含まれる小さな部品や付属部品はお子様を窒息の危険にさらすおそれがあります。 

 運転中の本機器の使用は推奨されていません。また国や地域によっては禁止されている場

合があります。運転中に Kindle の使用が認められている国や地域の場合、運転中に

Kindle を使用する際は必ず運転に集中し、運転の妨害となる場合は使用を停止してくださ

い。 

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お使いのワイヤレス接続を切ってください。一部特定の状況について以下に

記載されています。通常、携帯機器の使用が禁止されている区域で Kindle を使う場合は、ワイ

ヤレス接続を切る必要があります。 

 

飛行中、機内ではKindleのワイヤレス接続をお切りください 
航空機システムとの干渉を避けるため、米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。 

 

周辺に電子機器がある場所でのKindleのご使用 
Kindle は無線周波（RF）エネルギーを発生または使用します。また RF エネルギーを放射する可

能性もあり、取り扱い説明に従って使用しないと無線通信や電子機器に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 信号の影響を受けることがあります。 新電子機

器のほとんどが外部 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）が外部 RF 信号から適切にシール

ドされているかに関しては、主治医または機器メーカーにご確認ください。 
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干渉を 小限に抑えるための措置 
Kindle の使用によりラジオやテレビの受信が実際に干渉されている場合（干渉が起きているかは、

Kindle のスイッチをオン／オフに切り替えることで確認できます）は、修正するため次のいずれかの

措置または複数の措置を実施してください。（1）ラジオ／テレビの受信アンテナの向きやアンテナの

設置場所を変える（2）ラジオ／テレビと Kindle との間の間隔を広げる、（3）これらの機器およびそ

の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ラジオ／テレビ専

門の技術者にサポートを依頼する。 

 

（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 信号が危険を生むおそれのある区域が存在します。不確かな場

合は、周囲に送受信無線や携帯電話の電源を切ることを指示する表示があるか確認してくださ

い。 

また、潜在的に爆発性の危険性がある区域にいる場合、火花が爆発や火災を引き起こすおそれ

があるため、本機器の電源を切り、本機器を充電しないでください。通常、該当区域は明確に確

認できるようになっていますが、常に明確に特定されているとは限りません。該当する区域には、通

常自動車のエンジンを切ることが推奨される区域が含まれます。 

 

FCC 適合宣言 

注記：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。本機器は無

線周波エネルギーを発生または使用します。また無線周波エネルギーを放射する可能性もあり、

取り扱い説明に従って使用しないと無線通信に有害な干渉を引き起こすおそれがあります。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。本機器が無線または

テレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合（干渉が起きているかは、本機器の電源をオ

ン／オフに切り替えることで確認できます）、以下のいずれかの措置または複数の措置を実施し、

修正することが推奨されています。 

― ラジオ／テレビの受信アンテナの向きやアンテナの設置場所を変える 

― ラジオ／テレビと Kindle との間の間隔を広げる 

― これらの機器を受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに接続する 

― 販売代理店またはラジオ／テレビ専門の技術者に問合せる。 

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。 
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無線周波エネルギーへの露出による危険性について 

本機器は、FCC（米連邦通信委員会）の定める、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。お使いの機器に関する情報は FCC に提出されており、

「Display Grant（認可の表示）」のセクション（http://transition.fcc.gov/oet/ea/）で FCC ID 

を入力し検索するとご確認いただけます（FCC ID 番号はお使いの機器の裏面に記載されていま

す）。 

 

カナダ規格との適合 
本機器は、カナダにおけるICES-003 クラスBの仕様に適合します。 

本機器は、カナダ産業省（Industry Canada）のRSS 210 に適合します。本クラスB機器は、カナ

ダ電波障害発生機器規約（Canadian Interference-Causing Equipment Regulations）の
要件をすべて満たします。 

カナダ産業省（Industry Canada）の免許免除RSS規格（license exempt RSS standard(s)）に
適合します。 

（1）本機器は干渉を引き起こすことはありません。 
（2）本機器は、機器の好ましくない動作につながる干渉を含むあらゆる干渉を受けることがありま

す。 

 

本機器は、IC RSS-102 の RF 電磁界への人体の暴露の制限に適合します。 

 

IEEE 1725（バッテリーの安全規格）準拠 
 バッテリーを分解、開放することや、押しつぶすこと、折り曲げること、変形すること、穴を開

けること、細かく刻むことはしないでください。 

 バッテリーの改造や再製造、バッテリーへの異物混入、バッテリーを水やその他の液体に浸

すことやさらすこと、バッテリーを火、爆発またはその他の危険にさらすことはしないでください。 

 指定のバッテリーのみをお使いください。 

 本規格に準拠した充電システムを持つバッテリーのみをお使いください。準拠していないバッ

テリーまたは充電器の使用は、火災、爆発、漏出、またはその他の危険につながるおそれ

があります。 

 バッテリーをショートさせないでください。また金属導電性のある物質にバッテリー端子を接

触させないでください。 

 バッテリーを交換する際は、IEEE-Std-1725-200xの規格に従ったシステム要件を満たした

その他のバッテリーのみを使用してください。要件を満たしていないバッテリーの使用は、火

災、爆発、漏出またはその他の危険につながるおそれがあります。 

 使用済みのバッテリーは各地域の規制に従って速やかに破棄してください。 
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 機器またはバッテリーを落とさないでください。機器またはバッテリーが落下した場合（特に

表面が硬い場所に落下した場合）、損傷が考えられますので、修理センターに点検を依

頼してください。 

EU（欧州）適合宣言書 
Amazon Fulfillment Services, Inc.は、ここに本機器が RTTE 指令 1999/5/EC の基本要件

およびその他の関連条項に適合していることを宣言します。EU（欧州）適合宣言書のコピーは以

下のリンクでご確認いただけます。 

www.kindle.com/kindlepaperwhite_doc 

 

Kindle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Kindleを廃棄またはリサイクルしてください。Kindleのリサイクルについては、

www.kindle.com/supportにて詳細を確認してください。 

 

製品仕様 
ディスプレイ — 6 インチ（対角線）XGA ディスプレイ、758 x 1024 ピクセル、解像度 212 dpi、16
階調グレースケール。 
 
サイズ — 169mm x 117mm x 9.1mm （6.7 インチ x 4.6 インチ x 0.36 インチ）。 
 
重量 — KindleWi-Fi: 213g（7.5 オンス）； Kindle3G+Wi-Fi： 215g （7.6 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 1GB）。 
 
出力 — AC 出力アダプター(別売)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）802.11b/g/n 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/g/n 
 

Kindle利用規約 
適用される利用規約は、www.kindle.com/support でご確認ください。 
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1年間限定保証 

本Kindle機器（Kindle Device、以下「機器」と称します）の保証は、以下の表に規定されている

事業体によって提供されます。本文書において、本保証の提供者を本文書では「弊社」として表

現している場合があります。 

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機器の材料およ

び仕上がりに瑕疵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) 新品または修復済み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交換対象機器と同等の性能を有する修復済み機器と交換す

る、(iii) 機器の購入価格の全額もしくは一部に相当する金額をお客様に払い戻す。本限定保

証は、法律が許す範囲において、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。お使いの機器に対する保証修理を受けるには、本文書に記載の問い

合わせ先情報を参照し、カスタマーサービスまでご連絡ください。通常、お客様の機器は、当初の

製品パッケージもしくはそれと同等に機器を保護できるパッケージで梱包し、カスタマーサービス指

定の宛先に返送していただきます。保証修理を受けるため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、その他すべてのマテリアルのバックアップを取ることはお客様の責

任となります。当該データ、ソフトウェア、その他のマテリアルは、修理過程で損失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
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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、欧州連合のお客様には該当しません。 

本限定保証により、お客様には特定の権利が付与されます。適用される法律の下、その他の権

利を有する場合があり、その場合本限定保証がかかる権利に影響を及ぼすことはありません。 

 

保証提供者 

ご購入元： 保証提供元： 

Amazon.co.uk 、 Amazon.de 、

Amazon.fr、Amazon.it、Amazon.es、ま

たは欧州所在の認定販売代理店 

Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-
2338, Luxembourg  

インド所在の認定販売代理店 Amazon Seller Services Private 
Limited, having a registered address of 
201, Midford House, Off M.G.Road, 
Bangalore 560 001, India 

上記に記載のないその他すべての Amazon 
ウェブサイトまたはその他の国所在の認定販

売代理店 

Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 
Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-
5210, United States 

 
本表が更新された場合、www.kindle.com/support で 新の表をご確認いただけます。 

 

追加情報 

「Kindle利用規約」、「1年間限定保証」、「ユーザーガイド」、カスタマーサービスお問い合わせ情

報、限定保証およびKindleに関するその他の情報は、http://www.kindle.com/support で

ご確認いただけます。 

 

特許通知 

Kindle機器および／またはKindle機器に伴い使用される技術は、単独あるいは複数の特許によ

り保護されている、もしくは特許申請中である場合があります。 
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著作権、商標、およびその他に関するご注意 

アマゾンKindle機器ソフトウェア、Amazon Kindle Quick Start Guide（アマゾンKindle クイック

スタートガイド）、およびAmazon Kindle User’s Guide（アマゾンKindle ユーザーガイド）の2004

～2012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 のロゴ」、「AMAZONKINDLE のロゴ」、「KINDLE」、

「PAPERWHITE」、「KINDLE SINGLES」、「SPONSORED SCREENSAVERS」、「X-RAY」、

「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、米国およびその他の国における、Sun 

Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。 

XT9® Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. 

XT9® および Nuance® は、Nuance Communications, Inc.および／またはライセンサーの商標

または登録商標で、使用許諾を受け使用されます。 

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。 

 


