
この製品についての 
重要なお知らせ



この「この製品についての重要なお知らせ」には、iPhoneの安全、取り扱い、法規制の
順守、ソフトウェア使用許諾、および保証に関する情報が含まれています。

リサイクル、廃棄、およびその他の環境に関する情報については、「iPhoneユーザガイド」
（support.apple.com/ja_JP/manuals/iphone）を参照してください。

±
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負傷を避けるため、iPhoneをお使いになる前に、以下の操作方法、および
安全性に関する指示をよくお読みください。詳しい操作方法については、 
help.apple.com/iphoneにアクセスするか、「Safari」で「iPhoneユーザガ
イド」ブックマークを使用することで、iPhoneの「iPhoneユーザガイド」をお
読みください。ダウンロード可能な最新版の「iPhoneユーザガイド」およびこ
の 「この製品についての重要なお知らせ」については、
support.apple.com/ja_JP/manuals/iphoneにアクセスしてください。

安全性および取り扱いに関する重要な情報

警告：以下の安全性に関する指示を守らないと、 iPhoneその他の物品に火災、感電、
その他の負傷や損害を招くおそれがあります。

iPhoneを持ち運ぶ／取り扱う  iPhoneには精密部品が内蔵されています。
iPhoneを落としたり、分解したり、開けたり、ぶつけたり、曲げたり、変形させたり、穴
を開けたり、シュレッダーにかけたり、電子レンジにかけたり、燃やしたり、塗装したり、本
体内部に異物を挿入したりしないでください。本体が割れたり、穴が空いたり、水によって
故障した場合など、iPhoneが損傷したときは、iPhoneを使用しないでください。

iPhoneの前面のカバーはガラス製です。iPhoneを固いものの上に落としたり、強い衝撃
を与えたり、ぶつけたり、曲げたり、変形させたりすると、このカバーが割れるおそれがあ
ります。ガラスが欠けたり割れたりしたときは、割れたガラスに触ったり自分で取り除こうと
したりしないで、 iPhoneの使用を中止し、アップルまたはアップル正規サービスプロバイダ
にガラスの交換を依頼してください。誤用または乱用が原因でガラスが割れた場合は、有償
修理となります。

傷や摩耗などから保護したい場合は、数多く市販されているケースを別途購入して、使用す
ることができます。

iPhoneの外側を清掃する  インク、染料、化粧品、土、食品、オイル、ローションなど、
汚れを付けやすいものが iPhoneにふれた場合はすぐに iPhoneを清掃してください。
iPhoneを清掃する場合は、すべてのケーブルを取り外し、iPhoneの電源を切ります（スリー
プ／スリープ解除ボタンを長押ししてから、画面上のスライダをスライドさせます）。その後、
柔らかくけば立たない布を水で湿らせて使用してください。開口部に水が入らないように注
意してください。iPhoneを清掃するために、窓ガラス用洗剤、家庭用洗剤、スプレー式の
液体クリーナー、有機溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。前
面のガラスには撥油コーティングが施されています。指紋を取り除く場合は、柔らかくけば
立たない布で表面を拭くだけにしてください。このコーティングの油をはじく能力は、通常
の使用状態でも時間の経過と共に低下しますが、ざらざらした物でガラス面をこするとその効
果はさらに低下して、ガラスに傷がつく場合があります。

水中や水気のある場所、湿気の多い場所を避ける  雨の中や洗面台の近くなど、水分で濡
れるおそれのある場所で iPhoneを使用しないでください。iPhoneの上に食べ物や液体
をこぼさないよう注意してください。iPhoneを濡らしてしまった場合は、すべてのケーブル
を取り外し、iPhoneの電源を切ってから（スリープ／スリープ解除ボタンを長押ししてか
ら、画面上のスライダをスライドさせます）、水気を拭き取ってください。完全に乾くまで、
電源は入れないでください。電子レンジやヘアドライヤーなど自然乾燥以外の方法を使って



iPhoneを乾かそうとしないでください。iPhoneが液体で濡れて故障した場合は、有償修
理となります。

iPhoneを修理する／改造する  絶対に iPhoneを自分で修理したり改造したりしないでく
ださい。SIMカードおよび SIMトレイを除き、iPhoneにはお使いの方がご自身で作業でき
る部品はありません。外付ねじおよび背面カバーの取り外しを含め、iPhoneを解体すると
本体が故障する危険性があります。ご自分で行った作業が原因で発生した故障に対して、製
品保証は適用されません。作業は必ずアップルまたはアップル正規サービスプロバイダに依
頼してください。ご不明な点については、アップルまたはアップル正規サービスプロバイダ
にお問い合わせください。修理については、次のWebサイトを参照してください：   
www.apple.com/jp/support/iphone/service/faq 

バッテリーの交換  iPhoneの充電式バッテリーを自分で交換しないでください。バッテリー
の交換は必ずアップルまたはアップル正規サービスプロバイダに依頼してください。バッテ
リーの交換サービスについて詳しくは、次のWebサイトを参照してください： 
www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/

iPhoneを充電する  iPhoneを充電するときは、必ず、USBケーブル用の Apple Dock
コネクタ（Apple Dock Connector to USB Cable）を Apple USB電源アダプタ（Apple 
USB Power Adapter）または他のデバイス上の USB 2.0または 1.1準拠高電力型 USB
ポートに接続するか、iPhone対応のアップル製の他の製品やアクセサリ、または「Works 
with iPhone」ロゴか「Made for iPhone」ロゴが表示されたアップル認定の他社製ア
クセサリを使用してください。

iPhoneをお使いになる前に、製品およびアクセサリの安全性に関する指示をよくお読みく
ださい。Apple Inc.は、他社製アクセサリの動作、他社製アクセサリによるいかなる損傷、
およびそれらが安全性の規格や法規制に準拠しているかどうかについて責任を負いません。

Apple USB電源アダプタを使って iPhoneを充電する場合は、コンセントに差し込む前に、
電源アダプタが完全に組み立てられていることを確認してください。確認後、Apple USB
電源アダプタをコンセントにしっかりと差し込んでください。濡れた手でApple USB電源ア
ダプタを抜き差ししないでください。

Apple USB電源アダプタは、通常の使用中でも熱くなることがあります。常に、Apple 
USB電源アダプタの周りには十分な換気空間を設けるようにし、電源アダプタに触れる際
には十分に注意してください。以下のいずれかの場合には、Apple USB電源アダプタをコ
ンセントから抜いてください： 

 Â 電源コードまたはプラグが擦り切れたり損傷したりした場合。

 Â アダプタが、雨、液体、または過度の湿気にさらされた場合。

 Â アダプタのケースが損傷した場合。

 Â アダプタを修理する必要があると思われる場合。

 Â アダプタを清掃する場合。

聴覚の損傷を避ける  ハンズフリーヘッドセット、イヤーフォン、ヘッドフォン、スピーカーフォ
ン、またはイヤーピースなどを大音量で使用すると、聴覚を損なうおそれがあります。音量
は適切なレベルに設定してください。大音量で再生を続けていると、耳が慣れ、通常の音
量のように聴こえることがありますが、聴覚が損なわれている可能性があります。耳鳴りが
する場合や話がよく聞こえない場合は、聴くのを中止して、聴力検査を受けてください。音
量が大きい程、聴覚に影響を受けるまでの時間が早くなります。聴覚の専門家は、次のよう
な方法で聴覚を保護することを勧めています： 

 Â ハンズフリーヘッドセット、イヤーフォン、ヘッドフォン、スピーカーフォン、またはイヤー
ピースなどを大音量で使用する時間を制限します。

 Â 周囲の騒音を遮断する目的で、音量を上げることを避けます。

 Â 近くで人が話す声が聞こえない場合には、音量を下げます。



iPhoneの最大音量の制限を設定する方法については、「iPhoneユーザガイド」を参照し
てください。

緊急電話  救急医療などの緊急通報を含む重要な通信については、携帯電話のみに頼るこ
とは避けてください。iPhoneは、一部の地域および動作環境では緊急電話を発信できな
い場合があります。緊急通報用電話番号は地域により異なります。また、回線状況や通信
障害により、緊急電話が発信できない場合があります。一部のキャリアでは、SIMを搭載し
ていない iPhone、SIMが PINによりロックされている iPhone、またはアクティベーション
されていない iPhoneからの緊急電話を受け付けない場合があります。

安全に運転する  車や自転車に乗りながら iPhoneを単体で、またはヘッドフォンを接続して
（たとえ片方の耳だけであっても）使用することは、推奨されていません。また、一部の地
域では法律により禁止されています。運転する地域における iPhoneなどの携帯機器の使用
に関する法規制を確認し、順守してください。自動車の運転中、または自転車での移動中は
特に注意してください。iPhoneを運転中にお使いになる場合は、以下のガイドラインを常
に意識してください：1

 Â 運転中または自転車での移動中の道路状況に十分に注意を払う。
運転中または自転車での移動中に携帯機器を使用すると、注意力が低下する場合があり
ます。運転中、自転車での移動中、または十分な注意が必要とされる作業中に、注意力
が妨げられたり低下すると感じた場合は、発信、または着信した電話を受ける前に、路
肩に車を寄せて駐車してください。

 Â iPhoneとその機能を調べておく（「音声コントロール」、「よく使う項目」、「履歴」、およ
び「スピーカー」など）。
これらの機能は、道路状況に対する注意を低下させることなく通話を発信するのに役立
ちます。詳しくは、「iPhoneユーザガイド」を参照してください。

 Â ハンズフリー機器を使用する。
多種多様の iPhone用ハンズフリーアクセサリからお好きなものを選んで利用してくださ
い。一部の地域では、ハンズフリー機器を使用することが必須である場合があります。

 Â iPhoneを手の届きやすい範囲に置いておく。
道路状況に注意を払ってください。適切でないタイミングに通話を着信した場合は、電
話を取らずに留守番電話に転送してください。

 Â 駐車してから通話をするように心がける。
車の一時停止時、または車の流れに合流する前にダイヤルまたは発信する場合は、事前
に道路状況を判断する。

 Â 通話中の相手に運転中であることを伝える。
渋滞時や悪天候の場合は、必要に応じて通話を保留してください。雨、あられ、ひょう、
雪、みぞれ、霧、および渋滞時の運転は危険です。

 Â 運転中は、文字を入力したり、メールを送受信したり、メモを取ったり、電話番号を調
べたり、その他注意力が必要な行動は一切取らない。
文字を入力したり、メールを読んだり、To Doリストをスクロールして内容を確認したり、
連絡先の内容をタップして確認したりすることも、注意力を低下させます。責任をもって
安全に運転することを最優先してください。

 Â 注意力を妨げるような、ストレスを感じたり感情的になったりする会話を避ける。
通話中の相手に運転中であることを伝え、道路状況への注意が散漫になる可能性がある
会話は中断してください。 

安全に移動する  地図、デジタルコンパス、方位、経路、または位置情報を利用するナビゲー
ション機能を提供する iPhoneアプリケーションだけに頼って、正確な位置、周辺情報、方位、
距離、または経路を判断しないでください。これらのアプリケーションは、基本的なナビゲー
ション補助機能を目的としてのみ使用してください。

1 CTIA-The Wireless Association® 「Safe Driving Tips」（英語のみ）より引用。



地図、経路、および位置情報を利用するアプリケーションでは、データサービスを利用して
います。これらのデータサービスは、予告なく変更されることがあり、また、地域によっては
提供されていないことがあります。そのため、地図、デジタルコンパス、経路、および位置
情報を利用した情報が入手できなかったり、正確でなかったり、不完全であったりする場合
があります。

iPhoneには、iPhoneの右上隅にデジタルコンパスが内蔵されています。デジタルコンパ
スの精度は、iPhoneのハンズフリーヘッドセットの内蔵磁石に近付けたことによる干渉な
ど、磁気またはその他の環境上の干渉によって悪影響を受ける場合があります。デジタルコ
ンパスのみに頼って経路を決定しないでください。iPhoneで調べた情報と実際の周囲の状
況を比較し、違いがある場合は、掲示されている標識に従ってください。

注意力が必要な行動を取っているときは、位置情報を利用するアプリケーションを使用しな
いでください。安全に運転するための重要な情報については、「安全に運転する」を参照し
てください。iPhoneを使用している地域の標識、法律、および規制に必ず従ってください。

エアバッグ装着車について  エアバッグの動作時には大きな力がかかります。iPhoneおよ
びアクセサリ類をエアバッグの上方やエアバッグの動作範囲内に置かないでください。

てんかん発作、意識喪失、および眼精疲労について  ゲームをしているときまたはビデオを
視聴しているときなどに閃光や点滅光にさらされると、（そのような症状を以前に経験したこ
とがない人でも）人によっては意識を失ったりけいれん発作を起こすことがあります。てん
かん発作または意識喪失を経験したことのある方、またはご家族、ご親戚の中に、過去に
この種の発作を起こした方がいる場合には、iPhoneでゲーム（利用可能な場合）をする前、
またはビデオを視聴する前に医師に相談してください。頭痛、意識喪失、ひきつけ、目や
筋肉のけいれんやふるえ、記憶喪失、不随意運動、または見当識障害などの症状が生じた
場合は、ただちにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。頭痛、意識喪失、てん
かん発作、および眼精疲労の危険性を低減するために、長時間の使用を避け、iPhoneを
目から離れた距離に保ち、明るい部屋で使用し、頻繁に休憩をとってください。

窒息の危険性  iPhoneに使用されている細かい部品により、幼児の窒息事故が生ずる危
険性があります。iPhoneおよびアクセサリは、小さなお子様の手の届かないところで使用
および保管してください。

反復操作について  iPhoneでキー入力やゲームのプレイなどの反復操作を行うと、手、腕、
肩、首、その他の体の部位に不快な症状を感じる可能性があります。使用中または使用後
に不快な症状が続くようなら、使用を中止して医師の診察を受けてください。

爆発性雰囲気のある危険場所について  爆発性雰囲気のある危険場所内では、iPhoneの
電源を切ってください（スリープ／スリープ解除ボタンを長押ししてから、画面上のスライダ
をスライドさせます）。iPhoneを充電しないでください。すべての標識と指示に従ってくだ
さい。危険場所内では、火花により爆発や火災が生じる危険性があり、死亡または重大な
人身事故に至るおそれがあります。

爆発性雰囲気のある危険場所は、多くの場合、その旨明確に表示されています（必ずしも
表示されているわけではありません）。爆発性雰囲気のある危険場所には次の例が含まれま
す：燃料のある場所（ガソリンスタンドなど）、ボートの下部デッキ、備蓄施設への燃料また
は化学薬品の運搬時、液化石油ガス（プロパンまたはブタンなど）を使用する車両、化学
薬品または粉じん（穀物粉じん、ちり、金属粉など）を含む空気のある場所、および通常
車両のエンジンを停止する旨勧告される場所。

コネクタとポートを使用する  コネクタは、ポートに無理に押し込まないでください。ポートに
障害物がないか確認してください。コネクタとポートを簡単に接続できない場合は、それらの
形状が一致していない可能性があります。コネクタとポートの形状が一致していることを確認
し、ポートに対して正しい向きでコネクタを差し込んでください。

アクセサリとワイヤレス性能  すべての iPodアクセサリが iPhoneと完全に互換性がある
わけではありません。iPhoneを「機内モード」にすることで、アクセサリと iPhoneの間



の音声干渉がなくなる場合があります。「機内モード」が入になっている間は、電話機能や
ワイヤレス通信を必要とする機能は使用できません。使用状況によっては、一部のアクセサ
リが iPhoneのワイヤレス性能に影響する場合があります。アクセサリを付けた状態でも、
iPhoneの向きを変えたり場所を移したりすることで、ワイヤレス性能が向上する場合があり
ます。

適切な温度の範囲内で iPhoneを扱う  iPhoneは、温度が 0°C～ 35°C（32°F～ 95°F）
に保たれた場所で操作し、温度が -20°C～ 45°C（-4°F～ 113°F）に保たれた場所で保
管するように設計されています。低温または高温の状態では、電池の寿命が一時的に短くなっ
たり、iPhoneが一時的に正しく動作しなくなったりすることがあります。駐車した車の中や
直射日光の下に iPhoneを放置すると、保管または動作温度範囲を超える場合があります。
iPhone上または iPhoneの内部が結露する場合があるため、iPhoneを使用するときに温
度または湿度が急激に変化しないようにしてください。

iPhoneの使用中またはバッテリーの充電中は、iPhoneがやや熱を持ちますが、これは異
常ではありません。iPhoneの外装には、装置内部の熱を外部の空気で冷却する機能があ
ります。

高周波エネルギーの人体への影響  iPhoneには電波送受信機が内蔵されています。電源
が入っているときは、iPhoneは高周波（RF）エネルギーをアンテナから送受信します。
iPhoneの携帯電話通信用アンテナは、本体背面の Dockコネクタ付近にあります。Wi-Fi
および Bluetooth®通信用アンテナは、本体背面の上部付近にあります。

携帯機器のパフォーマンスを最適化し、かつ、人体の高周波（RF）エネルギーへの曝露
量が総務省の定めるガイドラインを超えないために、常にこれらの指示および警告に従っ
てください：iPhoneの内蔵オーディオレシーバーを使用して通話する場合は、iPhoneの
Dockコネクタが肩の上部にくる位置で本体を持ち、アンテナからの距離を離してくださ
い。音声通話または携帯電話ネットワーク経由の無線データ伝送のために、身体の近くで
iPhoneを使用する場合は、iPhoneを身体から 15 mm以上離してください。また、必ず
金属部品を不使用のキャリーケース、ベルトクリップ、またはホルダーを使用して、iPhone
と身体との間の距離が 15 mm以上離れるように保ってください。

iPhoneは、日本国法令および日本国総務省の勧告、また米国、カナダ、欧州連合、およ
びその他の国々の規制機関によって定められた高周波エネルギーの人体への曝露基準に準
拠するように設計、製造されています。曝露基準は、人体の電力比吸収率（SAR）が計測
の単位として使用されています。iPhoneに適用される総務省の規定による SAR許容量の
上限値は、2.0 W/kgです。SARは、総務省の定める通常の使用状態（耳元で使用する場
合）を前提に測定されます。測定に際し、iPhoneは、日本国内で使用されるすべての測
定周波数帯域にて、認可を受けた最高消費電力において通信を実行します。SARは、各周
波数帯域で認可を受けた最高消費電力での動作を前提に測定されていますが、実際に動作
中の iPhoneのSARレベルはこの最大値よりもかなり低い値となる場合があります。これは、
iPhoneが携帯電話網近辺にある場合、携帯電話通信時の送信電力を自動的に調整するた
めです。一般的に、携帯電話基地の近辺では、携帯電話通信時に必要な送信電力は低減し
ます。

iPhoneは、検査 2の上、総務省の定める携帯電話通信、Wi-Fiおよび Bluetooth操作
時の高周波曝露ガイドラインを満たしていることが確認されています。iPhoneの UMTS I 
2100周波数帯域における 10 gあたりの最大 SAR値は 1.305 W/kgでした。3 iPhoneに
適用される総務省の定める SAR値の上限は 2.0 W/kgです。
それでも高周波エネルギーの人体への影響が心配な場合は、iPhoneの使用時間を制限す
ることで、曝露量を低減させることができます。これは、曝露時間も人体に対する曝露量に
影響するためです。また、距離により曝露レベルは劇的に減少するため、ハンズフリー機器
を使用することで、身体と iPhoneとの間の距離をさらに離すことも有効です。

2 UMTS SAR測定検査は、CETECOM Inc.（カリフォルニア州ミルピタス市）により、日
本国総務省の定める評価基準および手順に従って行われました。

3 iPhoneを耳に当てた状態。



追加情報  高周波エネルギーに関する科学調査などの情報は、世界保健機関（WHO）の
EMFデータベースを参照してください：  www.who.int/peh-emf/research/database

高周波干渉  電子機器からの高周波放射は、ほかの電子機器の動作に悪影響を及ぼし、故
障を引き起こす場合があります。iPhoneは、米国、カナダ、欧州連合、および日本などの
国々で高周波放射を管理する規制に準拠するように設計、検査、および製造されていますが、
iPhoneに内蔵された無線送信機や電気回路がほかの電子機器と電波干渉を起こす場合が
あります。このため、次の警告を順守してください：

航空機  飛行中の iPhoneの使用は禁止されている場合があります。iPhoneの無線送信
機を切にする「機内モード」の使用方法について詳しくは、「iPhoneユーザガイド」を参
照してください。

自動車  iPhoneからの高周波放射は、自動車の電子システムに影響を及ぼす場合がありま
す。製造元またはカスタマーサービスに問い合わせてください。

ペースメーカー  総務省のガイドラインでは、ペースメーカーに生じうる電波干渉を避けるた
め、ペースメーカーとハンドヘルド携帯電話との間を 22 cm以上離して使うことを推奨して
います。ペースメーカーを使用中の方は次の事項に注意してください：

 Â 携帯電話の電源が入のときは、必ず iPhoneをペースメーカーの位置から常に 22 cm
以上離してください。

 Â iPhoneを胸ポケットに入れて移動しないでください。

 Â 電波干渉が起こる可能性を最低限に抑えるため、反対側の耳を使用してください。

電波干渉があるかもしれないと思った場合は、すぐに iPhoneの電源を切ってください。（赤
色のスライダが表示されるまでスリープ／スリープ解除ボタンを長押ししてから、そのスライ
ダをドラッグします。）

補聴器  iPhoneは、一部の補聴器と電波干渉を起こす可能性があります。電波干渉を起こ
した場合は、代替品の提供については補聴器の製造元に、治療方法については医師に相談
してください。

その他の医用電気機器  その他の医用電気機器をお使いの場合は、製造元または医師に問
い合わせて、iPhoneの高周波放射から機器が十分に保護されているかどうかを確認してく
ださい。

医療機関  病院や医療機関には外部の高周波放射に特に影響を受ける医用機器を使用して
いる場合があります。医療スタッフまたは掲示されている規則によって、電子機器の電源を
切るように指示された場合は、iPhoneの電源を切ってください。

発破現場および掲示のある施設  発破作業との電波干渉を防ぐため、発破現場内、また双
方向無線の電源を切る旨掲示のある区域内では iPhoneの電源を切ってください。すべて
の標識および指示に従ってください。



認定および準拠
デバイスに固有の認定および準拠マークについて詳しくは、iPhoneで確認してください。
確認するには、「設定」＞「一般」＞「情報」＞「認証」と選択します。

アルゼンチン CNC:  25-7518   25-7531 
          25-7520  25-7532

オーストラリア
／ニュージー 
ランド

フィリピン

ブラジル ロシア

カナダ IC ID: 579C-A1303A 
IC ID: 579C-A1303B

欧州連合

日本

メキシコ  

Cofetel:  RTIAPA 108 - 0752 - A1
シンガポール 南アフリカ

韓国 APA-A1303 (B)
APA-A1303N (B)

台湾 CCAI093G0080T4 
CCAI093G0090T7



タイ

アラブ首長国 
連邦

米国 FCC ID: BCGA1303A 
FCC ID: BCGA1303B

重要：  アップルの許諾を得ることなく本製品に変更または改変を加えると、電磁環境適合
性および無線に準拠しなくなり、製品を操作するための許諾が取り消されるおそれがありま
す。本製品は、システムコンポーネント間で電磁環境適合性準拠の周辺機器やシールドケー
ブルが使用されている状況で、電磁環境適合性に準拠することが実証されています。電波、
テレビ、およびその他の電子機器への干渉が発生する可能性を低減するため、システムコ
ンポーネント間で電磁環境適合性準拠の周辺機器やシールドケーブルを使用することが重要
です。

FCC準拠基準 
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

Note:  This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:
 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment and receiver.
 Â Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

カナダ準拠基準 
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil 
numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This 
device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all 
the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. 



Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du 
Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie 
Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) 
cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un 
fonctionnement non souhaité de l’appareil.

EU法規制適合性
本機器は、電磁場 (0～ 300 GHz)の公衆曝露制限を規定した高周波曝露基準 1999/519/
EC（1999年 7月 12日理事会勧告）に準拠しています。本機器は、次の適合標準を満た
しています： 

EN 300 328、EN 301 489-17、EN 301 511、EN 301 908、EN 50385

本無線デバイスは、R&TTE指令に準拠しています。

EU適合宣言書

Български  Apple Inc. декларира, че това устройство с клетъчен, Wi-Fi и 
Bluetooth предавател е в съответствие със съществените изисквания и 
другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.
Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že toto mobilní zařízení s 
technologií Wi-Fi a Bluetooth vyhovuje základním požadavkům a dalším 
příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr 
cellular, Wi-Fi og Bluetooth overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich Mobiltelefon, Wi-Fi und 
Bluetooth in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen 
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/ EG 
befinden.
Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see mobiil-, Wi-Fi- ja Bluetooth-
seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English  Hereby, Apple Inc. declares that this cellular, Wi-Fi, and Bluetooth 
device is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara que este dispositivo 
celular, Wi-Fi y Bluetooth cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή 
κινητού, Wi-Fi και Bluetooth συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και 
τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil cellulaire, Wi-Fi, et 
Bluetooth est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki, sem er farsími, 
þráðlaus og með blátannartækni (e: cellular, Wi-Fi and Bluetooth,) fullnægir 
lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.



Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo cellulare, 
Wi-Fi e Bluetooth è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka cellular, Wi-Fi un Bluetooth ierīce 
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem.
Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad korinio, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ 
ryšio įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas.
Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a mobil, Wi-Fi és Bluetooth 
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv 
egyéb elõírásainak.
Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel cellular, Wi-Fi, en 
Bluetooth in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette mobiltelefon-, Wi-Fi- og 
Bluetooth-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige 
relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.
Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten telefon komórkowy, 
urządzenie Wi-Fi oraz Bluetooth są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz 
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português  Apple Inc. declara que este dispositivo móvel, Wi-Fi e Bluetooth 
está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da 
Directiva 1999/5/CE.
Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat celular, Wi-Fi și 
Bluetooth este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi 
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da so celične naprave ter naprave Wi-Fi in 
Bluetooth skladne z  bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili 
direktive 1999/5/ES.
Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto mobilné, Wi-Fi & Bluetooth 
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.
Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä matkapuhelin-, Wi-Fi- ja 
Bluetooth-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna mobiltelefoni-, Wi-Fi-, och 
Bluetooth-enhet står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG

EU適合宣言書のコピーは次のWebサイトから入手できます： 
www.apple.com/euro/compliance

iPhoneは、次の国で使用できます：

欧州共同体規制 
Français  Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l’Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) pour 
connaître les limites d’utilisation des canaux 1 à 13. www.arcep.fr



Italiano  Approvato esclusivamente per l’uso in locali chiusi. L’utilizzo 
all’esterno dei propri locali è subordinato al rilascio di un’autorizzazione 
generale

日本準拠基準̶VCCIクラスB基準について

iPhone利用規約
重要：お客様が iPhoneをご使用になることで、お客様は、以下の Appleおよび第三者
の定める各条項に基づく拘束を受けることに同意されたことになります。

A.  Apple iPhoneソフトウェア使用許諾契約

B.  Appleからの通知について 

C.  Googleマップの利用規約

D.  YouTube利用規約

Apple Inc. 
iPhoneソフトウェア使用許諾契約 
シングルユースライセンス
お客様の iPhoneを使用される前、または本ソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」
といいます）に関するソフトウェアアップデートをダウンロードする前に、本契約をよくお読
みください。お客様が Apple返品条件に従い iPhoneを返品されない限り、iPhoneを
ご使用になること、又はソフトウェアアップデートをダウンロードすることによって、本契約
の各条項の拘束を受けることに同意されたことになります。本契約の各条項に同意されな
い場合は、当該 iPhoneのご使用またはソフトウェアアップデートのダウンロードを行わな
いでください。本契約の各条項に同意されない場合、当該 iPhoneを返却期間内に取得さ
れた Apple Store、または正規販売店へ返却の上、払い戻しを受けることができる場合が
あります。なお http://www.apple.com/jp/legalにおけるApple返品条件の制限を
受けるものとします。

1. 総則  お客様の iPhoneに添付されている読み出し専用メモリ、その他の記録媒体また
はその他あらゆる形態上の、ソフトウェア（ブートROMコードおよびその他内蔵されるソフ
トウェアを含みます）、文書、インタフェース、コンテンツ、フォント、および一切のデータ（以
下「iPhoneオリジナルソフトウェア」といいます）は、機能改善、ソフトウェアアップデー
トや Appleから供給されたシステムリストアソフトウェアによってアップデートされたもの、
またはリプレイスされたもの（以下「iPhoneソフトウェアアップデート」といいます）をも
含めて（iPhoneオリジナルソフトウェアおよび iPhoneソフトウェアアップデートは、以下
「iPhoneソフトウェア」と総称されます）、Apple Inc.（以下「Apple」といいます）が、
お客様に対して、本契約条件に従う場合に限り使用を許諾するものであり、販売するもので
はありません。また、Appleおよびそのライセンサーは、iPhoneソフトウェア自体の所有
権を保持し、お客様に非明示的に付与した権利のすべてを留保します。

Appleは、その独自の裁量により、iPhone用にOSソフトウェアの今後のアップデートを
提供することがあります。アップデートがある場合、存在するソフトウェア機能の全てまたは
Appleがリリースする新しい iPhoneモデルの新機能の全てを必ずしも含んではいません。



2. 許諾された使用方法およびその制限
(a) 本契約条件にしたがい、お客様は、一台の Appleのブランドを付した iPhoneで
iPhoneソフトウェアを使用するための限定的な非独占的ライセンスを付与されます。以下
に記載の 2条 (b)に許諾されるものを除き、本契約は、iPhoneソフトウェアが同時に複
数の Appleのブランドを付した iPhone上に存在することを許諾するものではなく、また、
お客様は、配布し、またはネットワーク上で複数の機器が同時に iPhoneソフトウェアを使
用できるようにすることはできません。本契約は、お客様に iPhoneとともに利用する第三
者のデバイスやアクセサリーまたは第三者のソフトウェアアプリケーションのデザイン、開
発、製造、ライセンスあるいは流通についての Apple独自のインターフェースや他の知的
財産権を利用する権利を付与するものではありません。これらの権利のいくつかは、Apple
からの個別のライセンスで可能になります。iPhoneの第三者のデバイスやアクセサリーの
開発に関しご不明な点があれば、madeforipod@apple.comまでメールをしてください。
また、iPhoneのためのソフトウェアアプリケーションの開発に関しご不明な点があれば、
devprograms@apple.comまでメールをしてください。

(b) 本契約条件に従い、お客様は、お客様が所有または管理する iPhone上のソフトウェア
をアップデート、またはリストアするため、お客様の当該 iPhoneのモデル用に Appleが
提供する iPhoneソフトウェアアップデートをダウンロードするための限定的な非独占的ラ
イセンスを付与されます。本契約は、お客様が管理または所有しない iPhoneデバイスを
アップデート、またはリストアすることを許諾するものではなく、また、お客様は、配布し、
またはネットワーク上で複数の機器あるいはコンピュータが同時に iPhoneソフトウェアアッ
プデートを使用できるようにすることはできません。お客様は、バックアップの目的に限り、
機械による読み取り可能な形態でお客様のコンピュータ上に保存される iPhoneソフトウェ
アアップデートのコピーを１部作成することができます。ただし、バックアップ用複製物は、
iPhoneソフトウェアアップデートの原本に含まれる著作権情報のすべてまたは他の所有権
表示を含まなければなりません。

(c) お客様は、iPhoneソフトウェアおよびこれにより提供されるサービスの全部または一部
に対し、複製（本契約に基づき明示的に許可される場合を除きます）、逆コンパイル、リバー
スエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試み、暗号化、修正または二次的
著作物の創造を行うことはできないものとし、これらの行為を行わないことおよび、他者が
これらの行為を行うことを可能ならしめないことに同意するものとします（ただし、上記の
制限が適用法により禁止される場合、あるいは iPhoneソフトウェアに含まれるオープンソー
スコンポーネントの使用に適用されるライセンス条件により許可される場合を除くものとし
ます）。このような行為を試みることは、Appleおよびそのライセンサーの権利を侵害する
ことになります。

(d) コンテンツをお客様の iPhoneに保存することにより、お客様はデジタルコピーを１部
作成していることになります。地域によっては、著作権者の許可を得ないでデジタルコピー
を作成することは違法とされます。iPhoneソフトウェアは、マテリアルを複製することに使
用することができます。ただし、これらの使用が著作権のないマテリアル、お客様が著作権
を有するマテリアル、あるいはお客様が複製を許諾されたか法的に認められたマテリアル
について、複製する場合に限ります。

(e) お客様は、iPhoneソフトウェアおよびサービス（下記 5条にて、定義される）を、お
客様が居住する、または iPhoneソフトウェアおよびサービスをダウンロードもしくは使用す
る国や地域の地域法を含む、すべての適用される法令を遵守して使用されることに同意し
たものとします。

3. 譲渡  お客様は、iPhoneソフトウェアのレンタル、リース、貸与、販売、再配布または
サブライセンスを行うことはできません。ただし、お客様は、iPhoneソフトウェアに関する
お客様が使用許諾された権利のすべてを、iPhoneの所有権の移転にともなって、第三者
に対して永久譲渡をすることができます。この場合、以下の条件をすべて満たさなければな
りません :(a) 当該譲渡は、すべての構成要素、媒体の原本、印刷物および本契約書を含む
iPhoneおよび iPhoneソフトウェアのすべてを含んでいなければならないこと、(b) お客



様は、iPhoneソフトウェアの複製物を、その全部または一部を問わず、コンピュータまた
は他の記憶装置上に保存されているものを含め保持してはならないこと、(c) iPhoneソフ
トウェアの譲受人は、本契約書を読み、かつ本契約条件の受諾に同意すること。

4. データ使用に対する同意 
(a) 匿名診断および使用データ  お客様は、Appleならびにその子会社および代理店がお
客様の iPhone、コンピュータ、システムおよびアプリケーションソフトウェアならびに周辺
機器に関わる情報を含み、これらに限定されませんが、これらの診断、使用、技術および
関連情報を収集、保持、処理かつ使用する場合があることに同意したものとします。なお、
これらの情報は、iPhoneソフトウェアに関連する必要なソフトウェアアップデート、製品サ
ポートおよびその他サービスをお客様へ円滑に提供し、また本契約条件が遵守されているこ
とを確認するため、定期的に収集されるものです。Appleは、弊社製品の改善またはお客
様に対するサービスもしくは技術の提供を行うために、匿名で収集されお客様を特定しない
方法に限り、当該情報を使用することができるものとします。

(b) 位置データ  Appleならびにそのパートナーおよびライセンシーはお客様の iPhoneを
通じて得た位置情報にしたがって、お客様にサービスを提供いたします。これらのサービス
を提供し、改善するにあたり、利用可能な場合、Appleならびにそのパートナーおよびラ
イセンシーは、お客様の iPhoneのリアルタイムの地理的位置を含むお客様の位置情報お
よび場所検索を送信し、収集し、保持し、処理し、使用することができます。Appleが収
集する位置データおよび場所検索は、お客様を個人的に特定しない形で収集され、位置情
報に基づく製品およびサービスを提供し、改善するため Appleならびにそのパートナーお
よびライセンシーが使用することができます。お客様が iPhoneで位置情報サービスを使用
することによって、Appleならびにそのパートナーおよびライセンシーが当該製品およびサー
ビスを提供し、改善するためにお客様の位置データおよび場所検索を送信し、収集し、保
持し、処理し、使用することに、お客様は同意し承諾したことになります。お客様は、お客
様の iPhoneの位置情報サービス設定からグローバル位置情報サービス設定をオフにする
か、お客様の iPhoneにある位置を特定する各アプリケーションの個別位置設定をオフにす
ることにより、何時でもこの承諾を撤回出来ます。これらの位置機能を使わなくなることに
より、お客様の iPhoneの位置情報に基づかない機能に影響することはありません。位置
データを使用または提供する第三者のアプリケーションまたはサービスを iPhoneで使用す
る場合、お客様は、当該第三者のアプリケーションまたはサービスによる位置データの使用
に関する当該第三者の条件およびプライバシーポリシーの適用を受け、当該条件およびプラ
イバシーポリシーを検討する必要があります。

(c) 興味関心に基づく広告  Appleは、モバイルの、興味関心に基づく広告をお客様に提
供することがあります。お客様がご自分の iPhoneに関連広告の受信を希望されない場合、
iPhoneからこちらのリンクhttp://oo.apple.comに移動することによりオプトアウトする
ことができます。オプトアウトされた場合、お客様は同じ数のモバイル広告を受信し続けま
すが、それらはお客様の興味関心に基づくものでないため、関連性が低いものになります。
その後も、ウェブページもしくはアプリケーション上の内容に関連する広告、またはその他
個人情報に基づかない広告を見ることもあり得ます。このオプトアウトは、Apple広告サー
ビスについてのみ適用され、その他の広告ネットワークからの興味関心に基づく広告に影響
を与えるものではありません。

お客様の情報は、いかなる時でも、Appleのプライバシーポリシー（本契約に参照として
組み込まれ、www.apple.com/legal/privacyでもご覧いただけます）に従って取り扱わ
れます。

5. サービスおよび第三者のマテリアル
(a) iPhoneソフトウェアにより、Appleの iTunes Store、App Store、Game Center
やその他 Appleおよび第三者のサービスとウェブサイト（以下、総称して、または個別に
「本サービス」といいます）へのアクセスが可能になります。これら本サービスの利用には
インターネットアクセスが必要であり、利用される本サービスによっては別途追加の条件に
同意する必要があります。iTunes Storeアカウントまたは Game Centerアカウントで当



該ソフトウェアを使用することによって、お客様は最新の iTunes Store規約または Game 
Centerサービス規約、もしくはその両方に同意したことになります。最新のサービス規約
は http://www.apple.com/legal/itunes/wwをご参照下さい。

(b) お客様は、本サービスをご利用いただくことにより、露骨な表現によるか否かを問わず、
不快、わいせつ、または問題があるとみなされる可能性のあるコンテンツに出くわす可能性
があり、特定の URLの検索結果に入ることが、自動的および意図せずに不適切な内容の
ものへリンクあるいは関連することがあります。しかしながら、お客様はご自身の責任によ
り本サービスをご利用いただくことに同意し、Appleはお客様に対し不快、わいせつ、ま
たは問題があるとみなされる可能性のあるコンテンツに関する責任を一切負いません。

(c) 本サービスには、第三者のコンテンツ、データ、情報、アプリケーションまたはマテリア
ル（以下「第三者のマテリアル」と総称します）を表示し、含み、または利用可能にするこ
とや第三者のウェブサイトにリンクされていることがあります。本サービスをご利用いただく
にあたり、お客様は、Appleがこのような第三者のマテリアルやウェブサイトの内容、正確
性、完成度、適時性、有効性、著作権適合性、合法性、品質あるいはその他の面につき、
調査および評価する責任を負うものではないことを承認し同意していただきます。Appleと
その役員、関連会社および子会社は、第三者提供による当該サービス、第三者のマテリア
ルやウェブサイト、その他一切の第三者のマテリアル、製品およびサービスに関し、お客様
およびその他の方々に対して、一切の保証、確約、義務の引き受けをせず、かつ一切の義
務または責任を負いません。第三者のマテリアルおよび他のウェブサイトへのリンクはお客
様への便宜のためだけに提供されているものです。

(d) 本サービスによって示される財務情報は、一般情報提供のみを目的としており、投資ア
ドバイスとして信用してはいけません。本サービスを通して得られる情報に基づき有価証券
取引を行う前に、お客様は、お客様の国や地域で財務上か証券のアドバイスができる法律
的に資格を与えられた財務上か証券の専門家に相談しなければなりません。本サービスを
介して提供される位置データは基本的なナビゲートを目的とするだけのものであり、詳細な
地域情報が必要な状況、あるいは、間違ったり、不正確だったり、不完全だったり、時間
遅延した位置データが、死に至らせ、傷つけたり、財産や環境を破壊させたりするようなこ
とがある状況において、信用性を担保するものではありません。Appleおよびそのコンテ
ンンツ提供者のいずれも本サービスによって表示される株式情報、位置データやその他の
データの利便性、正確性、完成度、信頼性または時宜性について保証いたしません。

(e) お客様は、本サービスが、Appleおよびそのライセンサーの両方またはいずれか一方
により専有されるコンテンツ、情報およびマテリアルを含むこと、著作権を含みますが、こ
れに限りませんが、適用ある知的財産権やその他の関係法令により保護されること、ならび
にお客様がこれら専有のコンテンツ、情報またはマテリアルを本サービスの許諾された利用
以外のいかなる方法において、あるいは本契約の条項に矛盾するか第三者や Appleの知
的財産権の侵害となるいかなる仕方においても利用しないことに同意されたものとします。
いかなる形態または方法によるものであっても、本サービスの部分についての複製は禁止
されます。お客様は、方法のいかんにかかわらず、本サービスの修正、レンタル、リース、
貸与、販売、配布、または本サービスに基づく二次的著作物の創作を行わないことに同意
されたものとし、お客様は、コンピュータウィルス、ワーム、トロイの木馬、その他のマルウェ
ア、不法侵入やネットワーク容量に負荷をかけることを含み、これらに限定されない部分に
ついての許可されていない方法により本サービスを不正利用してはなりません。さらに、お
客様は、方法にかかわらず、本サービスを嫌がらせ、不正利用、ストーキング、脅迫、中
傷その他の第三者の権利を侵害する方法により使用しないことに同意するとともに、お客様
のそのような方法による使用や、お客様が本サービスを利用した結果として受領する可能性
のある、いかなる嫌がらせ、脅迫、中傷、攻撃的，権利侵害的または違法なメッセージや
放送に関し、Appleが一切責任を負うものではないことに同意します。

(f ) さらに、iPhoneからアクセスでき、または表示され、またはリンクされている本サービ
スや第三者のマテリアルはすべての言語、国または地域にてご利用いただけるものではあ
りません。Appleは、このようなサービスやマテリアルがどこか特定の場所において利用で



き、または利用に適していると表明するものではありません。お客様がこれらのサービスお
よびマテリアルを使用しアクセスする場合には、お客様は自らの責任でアクセスし、適用さ
れうる法律（適用されうる地域の法律を含みますがこれに限られません）に適合しているこ
とについて責任を負います。Appleおよび使用許諾者は、本サービスについて、何らの通
知なしにいつでもこれを変更、停止、削除または本サービスへのアクセス不能とする権利を
留保しています。いかなる場合であっても、Appleは本サービスの削除または本サービス
へのアクセス不能とすることにつき、責任を負いません。Appleはまた、何ら通知もせず、
また責任を負うことなくいつでも、一定のサービスの使用または本サービスへのアクセスを
制限することもできます。

6. 契約期間  本契約は、終了するまで有効です。本契約に基づくお客様の権利は、本契約
条件のいずれかにお客様が違反した場合、Appleが通知をすることなく、自動的に終了し、
またはその他の形で失効します。本契約の終了に伴い、お客様は、iPhone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。本契約の 5条、6条、7条、8条、9条、12条
および 13条は、当該終了後も存続するものとします。

7. Appleによる保証の否認
7.1 お客様が、消費者（iPhoneソフトウェアをご自分のお仕事、業務または職業以外でご
使用の方）である場合、以下の制限がお客様に適用されることを禁止する居住国の法的権
利を有する可能性があります。禁止されている場合、これらはお客様には適用されません。
権利についての詳細は、お近くの消費者団体にご連絡ください。

7.2 お客様は、適用法が許可する限りにおいて、iPhoneソフトウェアおよび本サービスを
使用する上での危険はお客様のみが負担し、充分な品質、性能、正確性および努力に関す
る包括的危険は、お客様にあることを明確に認識し同意します。

7.3 適用法が許可する限り、iPhoneソフトウェアおよび iPhoneソフトウェアによって行わ
れる一切のサービスは、すべての瑕疵を問わずかつ一切の保証を伴わない「現状渡し」お
よび「提供可能な限度」で提供され、Appleおよび Appleに対する使用許諾者（本契約
７条および８条において「Apple」と総称します）は、iPhoneソフトウェアおよび本サー
ビスに関するすべての明示の、黙示のまたは法令上の保証および条件を明確に否認し、当
該保証および条件は、商品性、充分な品質また特定の目的についての適合性、正確性、安
居権および第三者の権利を侵害していないことを含みこれに限られません。

7.4 Appleは、iPhoneソフトウェアおよび本サービスの娯楽性の妨害、iPhoneソフトウェ
アおよび本サービスが含む機能やそれらによって行われるサービスがお客様の要求を満足さ
せるものであること、iPhoneソフトウェアおよび本サービスが支障なくもしくは誤りなく作
動すること、本サービスが継続して提供されること、または iPhoneソフトウェアおよび本サー
ビスの瑕疵が修正されること、または iPhoneソフトウェアが第三者のソフトウェア、アプリ
ケーションまたは第三者提供のサービスと互換性または連動することを保証しません。当該
ソフトウェアをインストールすることで第三者のソフトウェア、アプリケーションまたは第三者
の本サービスのユーザビリティに影響を与える場合があります。

7.5 iPhoneソフトウェアおよび本サービスは、失敗あるいはこれらによって提供されるコン
テンツ、データまたは情報の不備、時間遅延、欠陥、または不正確さが、死傷、人的損傷
または物理的もしくは環境上の深刻な損害をもたらすような原子力施設、航空機制御、通
信システム、航空管制システム、生命維持システムまたは兵器システムにおける使用には
適合しておらず、これらの状況または環境下で使用することはできません。

7.6 Appleまたは Appleの権限ある代表者の、口頭もしくは書面による情報または助言の
一切は、新たな保証を行うものではありません。iPhoneソフトウェアおよび本サービスに
瑕疵があると判明した場合、お客様が、すべてのサービス、修理または修正に要する全費
用を負担します。黙示の保証の免責または適用のある消費者法令上の権利の制限を法的に
認めない地域において、上記の免責および制限は、お客様に適用されない場合があります。 

8. 責任の制限  適用法が禁じない範囲において、Appleは、iPhoneソフトウェア、本サー
ビスならびに iPhoneソフトウェアと併用される第三者のソフトウェアおよびアプリケーショ



ンの使用もしくは使用不可に起因するかもしくは関連する、逸失利益、データの消失、破損、
データ送受信の失敗または仕事の中断その他の商業的損害または損失等を含む、人体損傷
または付随的、特別、間接的または二次的損害等について、責任論（契約、不法行為等）
に関係なく、いかように発生し、Appleが当該損害の可能性を示唆していた場合においても、
一切の責任を負いません。人体損傷、付随的または間接損害に対する責任の制限を法的に
認めない地域において、本制限は、お客様に適用されない場合があります。いかなる場合
も（人体傷害を含む場合に適用法が求める場合を除いて）、すべての損害に関するお客様
に対するAppleの賠償責任総額は、250米ドルを上限とします。上記の救済が本質的目的
を達成できない場合でも、 前述の制限が適用になります。

9. デジタル証明書  iPhoneソフトウェアには、Appleまたは第三者のいずれかから発行さ
れるデジタル証明書を受領できる機能が含まれています。お客様は、Appleまたは第三者
のいずれかから発行される証明書を信頼するか否かの判断につき、単独で責任を負うもの
とします。デジタル証明書を使用する上での責任はお客様のみが負担します。適用法が最
大限に許可する限り、Apple は、デジタル証明書に関する商品性、特定の目的についての
適合性、正確性、セキュリティもしくは第三者の権利を侵害していないことにつき、明示、
黙示を問わず一切の保証または表明を行いません。

10. 輸出管理  お客様は、アメリカ合衆国の法律および iPhoneソフトウェアが取得された
国の法律が認めている場合を除き、iPhoneソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出
することはできません。特に、例外なく、iPhoneソフトウェアは、次のいずれの者に対しても、
輸出または再輸出を行うことができません。 (a) アメリカ合衆国の通商禁止国 (b) アメリカ
合衆国財務省の特別指定国リスト (list of Specially Designated Nationals)またはアメ
リカ合衆国商務省の拒否人名リスト (Denied Person's List or Entity List)上の一切の者 
iPhoneソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、
あるいは上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、
お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的で iPhoneソフトウェアを
使用しないことに同意していただいたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もし
くは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。

11. エンドユーザが合衆国政府である場合  iPhoneソフトウェアおよび関連文書は、「商業
コンピュータソフトウェア (Commercial　Computer　Software)」「商業コンピュータソ
フトウェア文書 (Commercial Computer Software Documentation)」から構成され
る 48 C.F.R. 2.101で定義する「商業品目 (Commercial Items)」であり、当該用語は、
48 C.F.R. 12.212または 48 C.F.R. 227.7202で使用されています。48 C.F.R. 12.212また
は 48 C.F.R. 227.7202-1から 227.7202-4に呼応して、商業コンピュータソフトウェアおよ
び商業コンピュータソフトウェア文書は、アメリカ合衆国政府のエンドユーザに対して、(a) 
商業品目としてのみ、かつ (b) 本契約条件に従ってその他のエンドユーザすべてに付与され
る権利のみを伴って、使用許諾されるものです。非公開の権利は、アメリカ合衆国の著作
権法に基づき留保されています。

12. 準拠法および契約の分離性  本契約は、カリフォルニア州法（同州の法の抵触に関する
原則を除く）が適用され、これに従って解釈されるものとします。本契約は、明示的に排除
しているアプリケーション、国際売買契約に関する国連規約は適用されません。お客様が英
国を拠点とする消費者である場合、本契約はお客様の居住地を管轄する法律に準拠します。
何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項またはその一部に
ついて効力を有しないと判断した場合であっても、本契約の他の条項または部分は、依然と
して完全な効力を有するものとします。

13. 完全合意；適用言語  本契約は、iPhoneソフトウェアに関するお客様とAppleの合意
のすべてを定めるものであり、本件に関する、従前の取決めに優越するものです。本契約の
改訂および変更は、当該改訂および変更が書面によりなされ、かつ Appleが署名した場合
を除き、拘束力を有しません。本契約書の翻訳は、地域の必要に応じて行われるものであり、
英語版とそれ以外の言語版とで差異矛盾がある場合、お客様の法域における現地法が禁止
しない範囲で、英語版の本契約書を適用するものとします。



14. 第三者の承認  iPhoneソフトウェアの一部には、第三者のソフトウェアおよびその他の
著作物が利用されまたは含まれております。当該著作物に関する責任の引受け、ライセンス
条項および追加の権利拒否に関する事項は、iPhoneソフトウェアに関する電子的書面に記
載されており、お客様の当該著作物の使用についてはそれらの各条項が適用されるものとし
ます。Google Safe Browsing Serviceの使用は、Google のサービス利用規約 
（http://www.google.com/terms_of_service.html)および Googleのプライバシーポ
リシー（http://www.google.com/privacypolicy.html）の適用を受けます。

15. MPEG-4の使用；H.264/AVC に関する通知
(a) iPhoneソフトウェアには、MPEG-4ビデオエンコーディング機能またはデコーディン
グ機能、もしくはその両方が含まれています。iPhoneソフトウェアは、MPEG-4 Visual 
Patent Portfolio Licenseに基づいて消費者による個人利用および非商用利用目的で以
下のいずれか、または両方を行うためにライセンスされるものです：(i) MPEG-4 Visual 
Standardに従いビデオをエンコードすること (以下「MPEG-4ビデオ」といいます )、（ii） 
個人的、非商業活動に従事する消費者によりエンコードされたか、MPEG-4ビデオを提供
するためにMPEG LAよりライセンスを受けたビデオ提供者から取得したMPEG-４ビデオ
をデコードすること。その他の使用に関してはいかなるライセンスも付与されておらず、また
黙示もされておりません。販売促進用、社内用および商用の使用ならびに使用許諾を含む
更なる情報については、MPEG LA, LLC.より取得していただけます。 
http://www.mpegla.comをご参照ください。

(b) iPhoneソフトウェアには、AVCエンコーディング機能またはデコーディング機能、もし
くはその両方が含まれています。H.264/AVCの商用利用には追加のライセンスが必要であ
り、以下の条件が適用されます：iPhoneソフトウェアにおけるAVC機能は、消費者が以
下のいずれか、または両方を行うための個人利用および非商用利用目的に限るものとします
／ (i) AVC スタンダードに従いビデオをエンコードすること（以下「AVCビデオ」といいま
す）、(ii) 個人的、非商業的行為に参加する消費者によりエンコードされたか、AVCビデオ
を提供するためにライセンスを受けたビデオ提供者から取得した AVCビデオをデコードする
こと。他の使用および使用許諾に関する情報については、MPEG LA L.L.C.より取得してい
ただけます。http://www.mpegla.comをご参照ください。

16. Yahoo Search サービスの制限  Safariを使って利用できる Yahoo Search サービス
は次の国と地域のみでの利用許諾になります。アルゼンチン共和国、アルバ、オーストラリ
ア連邦、オーストリア共和国、バルバドス、ベルギー王国、バミューダ諸島、ブラジル連邦
共和国、ブルガリア共和国、カナダ、ケイマン諸島、チリ共和国、コロンビア共和国、キプ
ロス共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドミニカ共和国、エクアドル共和国、エルサ
ルバドル共和国、フィンランド共和国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、ギリシャ共和国、
グレナダ、グアテマラ共和国、香港、ハンガリー共和国、アイスランド共和国、インド、イン
ドネシア共和国、アイルランド、イタリア共和国、ジャマイカ、ラトビア共和国、リトアニア
共和国、ルクセンブルグ大公国、マレーシア、マルタ共和国、メキシコ合衆国、オランダ王国、
ニュージーランド、ニカラグア共和国、ノルウェー王国、パナマ共和国、ペルー共和国、フィ
リピン共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、プエルトリコ、ルーマニア、シンガポー
ル共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、大韓民国、スペイン、セントルシア、セ
ントビンセントおよびグレナディーン諸島、スウェーデン王国、スイス連邦、中華民国、タイ
王国、バハマ国、トリニダード・トバゴ共和国、トルコ共和国、グレートブリテンおよび北ア
イルランド連合王国、ウルグアイ東方共和国、アメリカ合衆国、ベネズエラ・ボリバル共和国。

17. Microsoft Exchangeに関する通知  iPhoneソフトウェアにおけるMicrosoft 
Exchangeメール設定は、お客様の iPhoneとMicrosoft Exchangeサーバまたは
Microsoft Exchange ActiveSyncプロトコールを実行するためにマイクロソフトによって
ライセンスされたその他のサーバソフトウェアとの間で電子メール、連絡先、カレンダーおよ
び仕事などの情報を無線同期するためにのみライセンスされます。
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Appleからの通知について
Appleよりお客様に対し、お客様の製品またはアカウントについてご通知をさせていただく
必要がある場合について、お客様は、かかる通知を電子メールによって受け取られることに
同意いただきます。また、お客様は、Appleがかかる電子的方法によって行う通知が、法
律上要求されるすべての通知方式を満たすことに同意いただきます。

Googleマップの利用規約
モバイル Googleマップのソフトウェアアプリケーションをご利用いただきありがとうござい
ます。このページには、モバイル Googleマップとモバイル Google マップエンタープライ
ズバージョンの利用規約（「本利用規約」）が記載されています。これらのソフトウェアおよ
びこれらのソフトウェアに関連して提供されるサードパーティのソフトウェアや付随するサー
ビス (以下、総称して「モバイル Googleマップ」)の使用にあたっては、お客様はご自身
または雇用主もしくは他の法人・団体の代理として、本利用規約に従うことに同意するもの
とします。雇用主または別の他の法人・団体の代理として本利用規約に従うことに同意する
場合、お客様は、雇用主またはかかる法人・団体のためにこのような同意を行うために必
要な法的な権限を有することを表明及び保証します。かかる法人・団体を本利用規約に拘
束する法的な権限をお客様が持っていない場合は、本利用規約に同意するか否かの確認時
に [拒否する ]をクリックし、本サービスを使用しないでください。

追加条項

モバイル Googleマップは、Googleの地図サービスや Googleの他のサービスと併せて
使用することを目的とし設計されています。したがってお客様は、モバイル Googleマップ
の利用について、次の各規約（これらは、本利用規約に組み込まれその一部となるものとし
ます）が適用されることについて確認し同意するものとします : (a) Googleマップの利用規約
（http://local.google.co.jp/help/terms_maps.html 参照）およびコンテンツに関する
法的な通知事項（http://local.google.co.jp/help/legalnotices_maps.html 参照）、 
(b) 一般的な Googleの利用規約（http://www.google.co.jp/accounts/TOS 参照）、 
(c) Google全体のプライバシーポリシー（http://www.google.co.jp/privacypolicy.html 
参照）およびその他の特定のプライバシーポリシー（例えばこのアプリケーションに含まれ
ているモバイル Googleマップのプライバシーポリシー）。これらの各規約と本利用規約に
不一致または矛盾が生じる場合は、本利用規約の条項が優先されます。

ネットワーク利用料金

モバイル Googleマップのダウンロードや利用についてGoogleが利用料金を請求するこ
とはありません。ただし、ご契約の携帯サービス会社やプロバイダまたは料金プランにより、
モバイル Googleマップを通じて情報や Googleの他のサービスにアクセスする際に、携
帯電話の通信料金が発生することがあります。

非営利目的に限定した使用

モバイル Googleマップは非営利目的に限りご利用いただけます。お客様の個人的な利用
においてのみご使用ください。職場、自宅を問わず情報の検索にご利用いただけますが、
本利用規約の条件に従う必要があります。モバイル Googleマップ、またはそれに関連あ
るいは得られる情報、サービス、ソフトウェアを販売したり、モバイル Googleマップの改
変、複製、ライセンス供与もしくは派生的作品（二次的著作物）の作成を行う場合は、事
前に mobile-support@google.com までお問い合わせいただき、Googleの許可を得
ていただく必要があります。

お客様は、書面によるGoogleの事前同意を得ない限り、モバイル Googleマップの改変、
改造、変換、派生的作品（二次的著作物）の作成、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、
逆アセンブル、またはその他の方法による、ソースコードの解読を行わないことに同意する
ものとします。

また、Googleのサービスに損害を与えたり、使用不能にしたり、過剰に負荷をかけたり、
機能を損傷するようないかなる方法によってもモバイル Googleマップを使用することはで



きず (例えばモバイル Googleマップの自動化された方法による利用はできません )、また、
他者の Googleのサービスの利用を妨害する可能性があるいかなる方法によっても、モバ
イル Googleマップを使用することはできません。

モバイル Googleマップに関するご意見や改善のためのご提案などがありましたら 
mobile-support@google.com 宛てにメールをお送りください。この場合お客様は、
Googleおよび第三者がお客様に対する通知や報酬の支払いをすることなくモバイル
Googleマップにお客様からのご意見やご提案を反映することを許可したものとみなされる
ことにご留意ください。

知的所有権

お客様とGoogleの関係において、お客様は、モバイル Googleマップに関するすべての
権利、所有権および利益 (関連するすべての知的所有権を含むがこれに限定されない )が
Googleに帰属することを同意し承認したものとみなされます。「知的所有権」とは、特許
法、著作権法、営業秘密に関する法、商標法、不正競争の防止に関する法に基づき随時存
在するすべての権利、およびその他すべての財産的権利と、それらのすべての適用、更新、
延長もしくは原状回復されたもので、現在または将来、全世界のいずれかにおいて効力を
有するものを意味します。お客様は、モバイルGoogleマップに付されもしくは含まれている、
または、モバイル Googleマップを通じてもしくはそれに関連してアクセスする、Google
または関係する第三者の著作権に関する表示、商標、あるいはその他の所有権に関する表
示を削除、隠ぺい、変更しないことに同意するものとします。

保証の免責

Googleおよびモバイル Googleマップを通じもしくはこれに関連してソフトウェアを提供す
る第三者は、モバイル Googleマップの使用およびモバイル Googleマップを通じもしくは
これに関連してアクセスするソフトウェアの使用による損害に対して一切の責任を負いません。

モバイル Googleマップは「現存有姿」で提供され、いかなる保証も提供されません。
Googleおよびかかる第三者は、明示的、黙示的、法令上の一切の保証（商品性、特定
の目的への適合性、財産的権利の不侵害に関する保証を含むがこれらに限定されない）に
ついて、法律で許容された最大の範囲で責任を負わないことをここに明記します。Google
およびかかる第三者は、モバイル Googleマップおよびかかるサードパーティー製ソフトウェ
アの安全性、信頼性、適時性、性能に関する一切の保証に責任を負いません。

お客様は、モバイル Googleマップのダウンロードおよび使用を自身の裁量および危険負
担において行い、モバイル Googleマップのダウンロードまたは使用によって生じたコン
ピュータまたは携帯端末システムへの損傷やデータの損失についてお客様がすべての責任
を負うことを理解し、これに同意するものとします。法域によっては、黙示保証の免除が認
められていないため、上記の免責に関する規定が適用されない場合もあります。また、法
域によっては、お客様は異なる権利を有する場合があります。

責任の制限

Googleおよびモバイル Googleマップを通じもしくはこれに関連してソフトウェアを提供す
る第三者は、事情の如何を問わず、利用者によるモバイル Googleマップの使用または誤
用による責任を一切負いません。この責任制限は、保証、契約、違法行為 (過失を含む )
などいかなる根拠に基づいて行われるクレームについても適用され (Googleや関係する
第三者がそのような損害の可能性について通知を受けていた場合でも )、直接的、間接的、
付随的、結果的、特別および懲罰的損害のいずれについても賠償責任は生じません。かか
る責任制限は、モバイル Googleマップまたはこれと併せてもしくはこれを通じて利用でき
るプロダクトもしくはサービスの使用または誤用およびおよび依拠、使用不能、障害、中断
または停止による損害のいずれに対しても適用されます（第三者により発生した損害も含
みます）。かかる制限は、限定的な法的救済が本来の目的を果たさない場合にも適用され、
法律の許す限りにおいて適用されます。



法域によっては、付随的または結果的損害に対する免責または責任制限が認められていな
いため、上記の責任制限または免責が適用されない場合もあります。

雑則

本利用規約は、カリフォルニア州またはお客様の居住する国もしくは州の抵触法の規定に関
わらず、カリフォルニア州法を準拠法とするものとします。管轄を有する裁判所により、本
利用規約の規定のいずれかまたはその一部が強制力を有さないと判断される場合でも、本
利用規約のその他の規定については引き続き効力を有するものとします。

本利用規約は、本件に関して、お客様とGoogleの間の完全な合意を示すものであり、書
面または口頭にかかわらず、本件に関する過去及び現時点におけるすべての理解または合
意に優先し、取って代わるものです。本利用規約のいかなる規定に関する権利の放棄も、
Googleが署名する書面による同意がない限り、効力を有しません。

2007年 9月

YouTube利用規約
http://www.youtube.com/t/terms

アップル限定製品 1年保証
お買い上げの国、または異なる場合は居住地における消費者保護法／規則によって適用の
ある消費者の場合、本保証による権利は、消費者保護法／規則による権利と救済方法に追
加されるものです。本保証は、売買契約の不履行から生じる消費者のいかなる権利をも、
除外、制限、留保しません。国、州および地方によっては、付随的もしくは結果的損害の
例外もしくは制限、または黙示保証もしくは条件の期間に関する例外もしくは制限を認めて
いませんので、ここに示した例外または制限はお客様に該当しない場合があります。本保
証は、お客様に対し特別な法的権利を賦与し、またお客様は国、州または地方によって異
なる他の権利を有することがあります。本保証は、製品が購入された国の法律が適用され、
これに従い、解釈されます。本保証の保証者であるアップルは、製品が購入された国また
は地域により本保証末尾の通りとします。

アップルの本ハードウェアについての保証は、以下の条件に限定されるものとします。

アップルは、以下の表に記載する通り、アップル商標が付された本ハードウェアについて
通常の使用下において材質および製造上の瑕疵がないことを、最初のエンドユーザである
購入者が販売店から購入した日より1年間（以下「保証期間」といいます）保証します。
万一、ハードウェアに瑕疵があり、かつ有効な請求が保証期間内になされた場合、アップ
ルの選択によって、かつ法律が認める限りにおいて以下のいずれかを行うことができます：
（1）当該ハードウェアの不具合を新品の部品あるいは新品の部品と同等の性能と信頼性を
有する部品を使用して無償にて修理させて頂きます、（2）当該製品を新品の製品に交換す
るか、新品の製品と同等の性能と信頼性を有する製品に交換させて頂きます、ただし機能
上当該製品と同等以上のものとします、（3）製品代金の返金をさせて頂きます。アップルは、
お客様に対し、瑕疵のある部品を、アップルがその保証義務の履行の方法として、新品ま
たは再生の在宅自己交換修理部品を提供して、これと交換して頂くよう依頼することができ
るものとします。アップルが提供させて頂いた説明に従ってインストールされた在宅自己交
換修理部品を含む製品または部品は、元々の製品保証の残存期間または交換／修理日より 
90 日間のいずれか長い期間、お客様に対して保証されるものとします。製品または部品が
交換された場合、新しい製品または部品がお客様の所有物となり、不具合製品または部品
はアップルの所有物になるものとします。アップルがその保証義務の履行の方法として提供
した部品は、保証履行が請求された製品において使用されなければなりません。製品代金
が返金される場合、返金対象製品は、アップルに返却されなければならず、アップルの所
有物になるものとします。

例外および制限  本保証は、ハードウェアに付された「アップル」の商標、商号あるいはロ
ゴとして識別できるアップルによってあるいはアップルのために製造されたハードウェアのみ



に適用されます。本保証はアップルハードウェアとともにパッケージされたり、販売された場
合においてもアップル以外のハードウェアあるいはソフトウェアには適用されないものとしま
す。アップル以外の製造者、供給者、あるいは発行者は、そのエンドユーザに対し、それ
ぞれ独自の保証を提供することがありますが、アップルは、法律で認められている限り、そ
れらの製品を「現状渡し」で提供します。アップルによってアップルブランドとともに、また
はアップルブランドなしに配布されるソフトウェア（システムソフトウェアを含みますが、こ
れに限定されません）については、本保証の適用がありません。この使用に関するお客様
の権利についての詳細に関してはそれぞれのソフトウェアに付随する使用許諾契約書を参照
願います。

アップルは、製品の使用が中断されず、またはエラーなく作動することを保証しません。アッ
プルは、製品の使用に関する指示に従わないことに起因する損害に対して責任を負いま 
せん。

本保証は、以下のいかなる場合においても適用がありません：(a) バッテリーあるいは時間
経過とともに効果が減少する保護コーティング等の消耗品の場合、ただし、障害が材質上
または製造上の瑕疵により生じた場合はこの限りではありません、(b) 表面的な損傷の場
合、なお、これには、かすり傷、へこみ、ポートのプラスチックの欠損を含むものとしますが、
これらに限定されません、(c) アップル以外の製品とともに使用することによって生じる損害
の場合、(d) 事故、乱用、誤使用、液漏れ、水没、洪水、火事、地震または他の外的原因
による損害の場合、(e) アップルが定め、許可し、意図した使用方法以外で製品を作動させ
たことにより生じる損害の場合、(f) アップルの担当者またはアップル正規携帯電話サービス
プロバイダ以外の者が履行したサービス（アップグレードや拡張を含みます）によって生じ
る損害の場合、(g) アップルの書面による許可なしに機能性もしくは性能の重要な変更のた
めに製品または部品が改造された場合、(h) 製品の通常経年とともに生じる通常損傷等に
よる欠陥、(i)アップルのシリアル番号がはがされたり、汚損された場合。

重要： ハードウェア製品をあけないでください。ハードウェア製品をあけることによって、本
保証が適用されない損害をひきおこす可能性があります。アップルまたはアップル正規携帯
電話サービスプロバイダのみがこのハードウェア製品のサービスを行うことができます。

法によって最大限認められる範囲内において、ここに示した本保証およびその救済方法は、
唯一の保証であり、口頭あるいは書面のいずれかを問わず、制定法上、明示あるいは黙示
を問わず、その他の保証、救済、条件について代わるものです。適用される法律によって
認められる場合、アップルは、特に一切の制定法上の、または黙示の保証をしないもとの
し、これには商品性、特定目的適合性、隠れたあるいは潜在的欠陥に対する黙示の保証を
しないことを含むものですが、これに限るものではありません。制定法上または黙示の保証
に対する制限を法的に認めない地域がある場合、これらの保証はすべて、明示保証の期間
に制限され、さらにアップルの単独の裁量により決定された修理または交換サービスに制限
されます。アップルの販売店、代理店あるいは社員は、本保証の修正、延長、追加をする
ことが認められていないものとします。いずれかの条件が違法または履行不能であると判断
された場合、残りの条件の違法性または履行可能性は影響を受けず、または支障がないも
のとします。

本保証で認められることを除き、法によって最大限認められる範囲内において、アップルは
保証もしくは条件違反から生じる、いかなる法的理論に基づく直接、特別、間接、結果的
損害に責任を負わないものとし、これには使用機会の損失；収入の損失；実利益もしくは
予想利益の損失（契約上の利益の損失を含みます）；金銭使用の損失；予定貯蓄の損失；
ビジネスの喪失；機会の喪失；営業権の喪失；評判の喪失；データの損失・損害・汚染；
または設備および所有物の交換、アップル製品に保存・使用されたいかなるプログラムあ
るいはデータを回復あるいは再生する費用、製品に保存されたデータの機密保持維持の不
履行を含めて生じる一切の間接・結果的損失・損害を含むものとします。上記の制限は、
死や身体傷害に関する請求または故意および重過失による作為あるいは不作為に対する法
的責任には適用しないものとします。アップルは、プログラムもしくはデータを逸失もしくは



損失することなくアップルが本保証に基づいて製品を修理できること、または製品を交換す
ることの保証をしているものではありません。

保証サービス方法  保証サービスを依頼される前に本ハードウェアに同梱された書面に記載
のオンラインヘルプリソースにアクセスの上、これをご参照下さい。これらのリソースをお
使いになられても、なお製品が適切に起動しない場合、アップルの担当者、または適用が
ある場合、書面で提供される情報を利用して、アップル直営店かアップル正規携帯電話サー
ビスプロバイダをご確認のうえご連絡ください。お電話によるご連絡の場合、お客様のお住
まいによって、別途料金が課される場合があります。お電話をいただくと、お客様の製品に
サービスが必要かどうかをアップルの担当者またはアップル正規携帯電話サービスプロバイ
ダが判断し、サービスが必要な場合、アップルのサービスがどのように提供されるかをご説
明いたします。お客様にはお客様の製品の問題を診断させていただく際にお手伝いいただ
くとともに、アップルによる保証のプロセスに従っていただきます。アップルは、アップルま
たはアップルの正規代理店が最初にハードウェアを販売した国にサービスを限定し、以下の
方法により保証サービスを提供することができるものとします：(i)その場でサービスが履行
される場合、アップル直営店もしくはアップル正規携帯電話サービスプロバイダの拠点にお
いて、またはアップル直営店もしくはアップル正規携帯電話サービスプロバイダが当該製品
をアップル修理センターへ送付して修理される場合があります；(ii) アップルがお客様の当
該製品がピックアップ＆デリバリー修理サービスの対象となると判断した場合、アップルは、
お客様に送料前払いの送り状（さらに購入時のパッケージがない場合、アップルがお客様
に梱包材料を送る場合もあります）を送付し、お客様は、アップルの指示に従い当該製品
をアップルサービス拠点へ送付して頂きます。(iii) お客様に新品もしくは中古の在宅自己交
換修理製品または部品を送付することにより、お客様はご自身の製品を修理または交換する
ことができます（以下「DIYサービス」といいます）。交換用製品または部品の受領時に、
不具合製品または部品は、アップルの所有物となり、お客様は、必要な場合に不具合製品
または部品を適切な時期にアップルに返却する手配を含む指示に従うことに同意して頂きま
す。不具合製品または部品の返却が必要なDIYサービスを提供する場合、アップルは、交
換用製品または部品の小売価格および該当する送料の保証のためにクレジットカード認証を
求める場合があります。お客様が指示に従っている場合、アップルは、クレジットカード認証
をキャンセルし、お客様には製品または部品代金と送料を請求しません。お客様が指示通
りに不具合製品または部品を返却しない場合、アップルは認証金額をクレジットカードによ
り引き落とさせて頂きます。

サービスオプション、部品の入手可能性、および回答に要する時間は、サービスが依頼さ
れる国ごとに異なる場合があります。サービスオプションは、随時変更されるものとします。
お客様は、サービスを依頼する国において当該製品のサービスが受けられない場合、送料
および取扱手数料を負担していただく場合があります。お客様が最初に購入された国以外
の国でサービスが必要な場合、お客様は適用されるすべての輸出規制法を遵守し、一切の
関税、付加価値税、その他関連する税金および諸費用を負担するものとします。海外でのサー
ビスを利用可能にしている場合、アップルは、不具合製品または部品を現地の基準に合致
する同等の製品および部品にて修理または交換する場合があります。準拠法に従い、アップ
ルは、保証サービスに先立ち購入証明の提供あるいは登録要件の遵守を求める場合があり
ます。本件に関する詳細および保証サービスに関するその他事項については、同梱の書類
をご参照願います。

アップルは、下記の表のリストにあるウェブページで閲覧可能な、アップルのプライバシー
に関するポリシーに従い、お客様の情報を維持し、使用します。

お客様の製品がソフトウェアプログラム、データ、その他情報の保存が可能である場合、お
客様は、そのコンテンツを保護し、機能障害の可能性に備えなければなりません。お客様
が保証サービスを受けるため、お客様の製品を引き渡す前に、お客様は別にコンテンツの
バックアップ用複製物を保管し、一切のセキュリティパスワードを無効にする責任を負担しま
す。保証サービスの途中でお客様の製品のコンテンツは削除され、記録媒体は再フォーマッ
トされます。お客様の製品または代替製品は、最初に購入された設定で、適用されるアッ
プデートを行い、お客様に返却されます。アップルは保証サービスの一部としてシステムソ



フトウェアが初期のバージョンに戻るのを防ぐために、アップデートをインストールすること
があります。ハードウェア上にインストールされた第三者のアプリケーションについては、シ
ステムソフトウェアのアップデートの結果、互換性がなかったり、動作しないことがあります。
お客様は、その他ソフトウェアプログラム、データおよびパスワードのすべてを再インストー
ルする責任を負います。ソフトウェアプログラムおよびユーザデータの修復ならびに再インス
トールについては、本保証は及びません。

正規携帯電話サービスプロバイダのリストは下記 URLでご覧になれます。 
http://images.apple.com/legal/warranty/docs/iPhoneAuthorizedDistributors.pdf

無償電話サポートが利用可能な場合は、下記に記載するURLをご覧下さい。 
http://www.apple.com/support/country/index.html?dest=complimentary

購入国／地域ごとの保証者
購入国／地域 アップル 所在地

南北アメリカ

ブラジル Apple Computer Brasil Ltda  
Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP 
Brasil 01454-901

カナダ Apple Canada Inc.  
7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, 
Canada; L3R 5G2 Canada

メキシコ Apple Operations México S.A. de C.V. 
Prolongación Paseo de la Reforma #600, 
Suite 132 
Colonia Peña Blanca, Santa Fé 
Delegación Álvaro Obregón 
México D. F. 
CP 01210 
México

米国および 
その他の南北アメリカ諸国

Apple Inc.  
1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

ヨーロッパ、中東、アフリカ

すべての国 Apple Sales International  
Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, 
Republic of Ireland

アジア太平洋

オーストラリア、 
ニュージーランド、フィジー、 
パプアニューギニア、バヌアツ

Apple Pty. Limited.  
PO Box A2629, South Sydney, NSW 1235, 
Australia

香港 Apple Asia Limited  
2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, 
Hong Kong

インド Apple India Private Ltd.  
19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, 
Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India

日本 アップルジャパン株式会社 
〒163-1480 東京都新宿区西新宿 3-20-2 
東京オペラシティタワー

韓国 Apple Korea Ltd.  
3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, 
Kangnam-gu; Seoul 135-090, Korea



購入国／地域 アップル 所在地

アフガニスタン、バングラデシュ、 
ブータン、ブルネイ、 
カンボジア、グアム、 
インドネシア、ラオス、 
シンガポール、マレーシア、 
ネパール、パキスタン、 
フィリピン、スリランカ、 
ベトナム

Apple South Asia Pte. Ltd.  
7 Ang Mo Kio Street 64 Singapore 569086

中華人民共和国 Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.  
Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free 
Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai

タイ Apple South Asia (Thailand) Limited  
25th Floor, Suite B2, Siam Tower, 989 Rama 1 
Road, Pataumwan, Bangkok, 10330

台湾 Apple Asia LLC  
16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei 106, 
Taiwan

その他のアジア太平洋諸国 Apple Inc.  
1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

プライバシーに関するポリシー

すべての国 http://www.apple.com/legal/warranty/privacy
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