
Apple TV

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、Apple TVの 1年
間の保証のほか、安全、取り扱い、廃棄、リサイクル、法規制の順守、
およびソフトウェア使用許諾に関する情報が含まれています。

±

�  負傷を避けるため、Apple TVをお使いになる前に、
以下の安全性に関する指示、および操作方法をよくお読
みください。安全と法規制の順守に関する最新の情報
を含む、詳しい操作方法については、次のWebサイト
にある「Apple TV設定ガイド」を参照してください：
www.apple.com/jp/support/manuals/appletv

安全に関する重要なお知らせ

警告：以下の安全性に関する指示を守らないと、Apple TV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。

Apple TVを安全にご使用いただくため、次の指示を読み、それに従っ
てください。

 Â ここに記載されている指示をお読みください。

 Â この指示書は保管しておいてください。

 Â すべての警告に注意を払ってください。

 Â すべての指示に従ってください。

 Â 水中や水気のある場所で、 Apple TV を使用しないでください。

 Â 清掃する場合は、 必ず乾いた布を使用してください。

 Â ラジエーター、 暖房の通風口、 ストーブ、 熱を発生させるその他の装
置 （アンプを含む） などの熱源の近くに設置しないでください。

 Â 電源コードは踏みつけたり、 他のものを載せたりして潰さないように
してください。 特にプラグおよび Apple TV から電源コードが出てい
る部分には注意してください。

 Â 製造元により指定された付属品／アクセサリだけを使用して
ください。

 Â 雷雨のとき、または長期間使用しないときには、 Apple TV の電源コ
ードを抜いてください。

 Â 点火したろうそくなどの火気を、 Apple TV の上または近くに置
かないでください。

警告：火災や感電の危険を減らすため、Apple TVを雨、液体、
湿気、過度な熱、または火にさらさないようにしてください。

 Â サービスはすべて、資格のあるサービス要員に委託してください。
電源コードまたはプラグが破損したとき、液体をこぼしたとき、
Apple TV内に異物が入り込んだとき、Apple TVが雨や湿気にさ
らされたとき、Apple TVが正常に動作しないとき、Apple TVを
落下させたときなど、Apple TVが損傷を受けた場合は修理点検が
必要です。

 Â Apple TVには、電源スイッチがありません。Apple TVを電源か
ら切断するには、電源コードを取り外す必要があります。電源コード
は、常に容易に手が届くところにあるようにしてください。

 Â Apple TVの電源プラグをコンセントに抜き差しするときは、必ずプ
ラグの両側を持って行ってください。プラグの金属部分に指が触れな
いように注意してください。

 Â テレビやコンピュータ、ほかの電子装置など、Apple TVに別の装
置が接続されている場合は、Apple TVを移動させないでください。

 Â 水が滴り落ちたり、はねたりする環境に Apple TVをさらさないでく
ださい。花瓶などの液体の入ったものを Apple TVの上に置かない
でください。

 Â 型番、電気的定格、その他の分類などの情報は、Apple TVの底面
に記載されています。

自分で修理しない

警告：Apple TVのケースを開けたり、本体を分解したりしないで
ください。感電する危険性があります。また、製品保証が無効にな
るおそれがあります。内部には、お使いの方がご自身で修理できる
部品はありません。

取り扱いについて
保管や取り扱い方法を誤ると、Apple TVが損傷するおそれがあります。
Apple TVを持ち運ぶときは、落とさないように注意してください。

動作温度と保管温度について
Apple TVの使用中はケースがやや熱を持ちますが、これは異常ではあ
りません。Apple TVのケースには、装置内部の熱を外部の空気で冷
却する機能があります。



Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement
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. See instructions if 
interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference
This computer equipment generates, uses, and can 
radiate radio-frequency energy. If it is not installed and 
used properly—that is, in strict accordance with Apple’s 
instructions—it may cause interference with radio and 
television reception. 

This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device in accordance with the 
specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications 
are designed to provide reasonable protection against such 
interference in a residential installation. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. 

You can determine whether your computer system is causing 
interference by turning it off. If the interference stops, it was 
probably caused by the computer or one of the peripheral 
devices. 

If your computer system does cause interference to radio or 
television reception, try to correct the interference by using 
one or more of the following measures:

 Â Turn the television or radio antenna until the interference 
stops. 

 Â Move the computer to one side or the other of the 
television or radio. 

 Â Move the computer farther away from the television or 
radio. 

 Â Plug the computer in to an outlet that is on a different 
circuit from the television or radio. (That is, make certain 
the computer and the television or radio are on circuits 
controlled by different circuit breakers or fuses.) 

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider  
or Apple. See the service and support information in the 
Apple TV Setup Guide. Or consult an experienced radio/
television technician for additional suggestions. 

Important:  Changes or modifications to this product not 
authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and 
negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under 
conditions that included the use of compliant peripheral 
devices and shielded cables (including Ethernet network 
cables) between system components. It is important that 
you use compliant peripheral devices and shielded cables 
between system components to reduce the possibility of 
causing interference to radios, television sets, and other 
electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):  
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 26-A 
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use
This device is restricted to indoor use when operating in the 
5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy
The radiated output power of the Wi-Fi technology is below 
the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is 
advised to use the wireless equipment in such a manner that 
the potential for human contact during normal operation is 
minimized.

Canadian Compliance Statement
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.

Industry Canada Statement
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.

Europe—EU Declaration of Conformity

Български  Apple Inc. декларира, че това Apple TV е в 
съответствие със съществените изисквания и другите 
приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.

Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento 
Apple TV je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at 
følgende udstyr Apple TV overholder de væsentlige krav og 
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Apple TV in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen 
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see Apple TV 
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist  tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 

English  Hereby, Apple Inc. declares that this Apple TV 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 Apple TV 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 Apple TV 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 
Apple TV 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 
Apple TV fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi 
ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo 
dispositivo Apple TV è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre  disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE. 

Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka Apple TV ierīce atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to 
saistītajiem noteikumiem. 

Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad šis Apple TV atitinka 
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 

Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a Apple TV 
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az  
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 

Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan Apple TV 
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti  
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel 
Apple TV in overeenstemming is met de essentiële eisen en 
de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette Apple TV-
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 Apple TV 
są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. 

Português  Apple Inc. declara que este dispositivo Apple TV 
está em conformidade com os requisitos essenciais e outras 
disposições da Directiva 1999/5/CE. 



Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat 
Apple TV este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu 
celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. 

Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da je ta Apple TV skladne 
z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili 
direktive 1999/5/ES. 

Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto Apple TV 
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES. 

Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä Apple 
TV tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen. 

Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna Apple TV 
står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: 
www.apple.com/euro/compliance

This equipment can be used in the following countries:

VCCI Class B Statement

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR partner, Apple has determined that 
this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. The ENERGY STAR program is a partnership with 
electronic equipment manufacturers to promote energy-
efficient products. Reducing energy consumption of products 
saves money and helps conserve valuable resources.

This product is shipped with automatic power management 
enabled.

For more information about ENERGY STAR®, visit: 
www.energystar.gov

Apple and the Environment
Apple Inc. recognizes its responsibility to minimize the 
environmental impact of its operations and products.  
More information is available on the web at: 
www.apple.com/environment

Disposal and Recycling Information

This symbol indicates that your product must be disposed of 
properly according to local laws and regulations. When your 
product reaches its end of life, contact Apple or your local 
authorities to learn about recycling options.

For information about Apple’s recycling program, go to: 
www.apple.com/recycling

Apple



European Union—Disposal Information

The symbol above means that according to local laws and 
regulations your product should be disposed of separately 
from household waste. When this product reaches its end 
of life, take it to a collection point designated by local 
authorities. Some collection points accept products for free. 
The separate collection and recycling of your product at the 
time of disposal will help conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that protects human 
health and the environment.

Union Européenne—informations sur l’élimination
Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarasser 
de votre produit sans le mélanger avec les ordures 
ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. 
Lorsque ce produit n’est plus utilisable, portez-le dans un 
centre de traitement des déchets agréé par les autorités 
locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. 
Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de 
son élimination aideront à préserver les ressources naturelles 
et à protéger l’environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt 
entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften 
und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben 
Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen 
Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte 
zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das 
separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen 
Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim 
Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von 
Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l’eliminazione
Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme 
locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente 
dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, 
portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. 
Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. 
La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al 

momento dell’eliminazione aiutano a conservare le risorse 
naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da 
salvaguardare la salute umana e l’ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter
Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala 
lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med 
hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas 
till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. 
Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta 
produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om 
hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser 
och skydda hälsa och miljö.

Türkiye 
EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı 
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair 
Yönetmelik) uygundur.

Brasil:  Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria 
não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando 
decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de 
acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. A Apple 
disponibiliza opções de reciclagem e pontos de coleta 
em seu website e no telefone do Serviço de Atendimento 
ao Consumidor. Para informações sobre o programa de 
reciclagem da Apple, visite www.apple.com/br/environment

Battery Disposal Information
Dispose of batteries according to your local environmental 
laws and guidelines.

California:  The coin cell battery in the Apple Remote 
contains perchlorates. Special handling and disposal may 
apply. Refer to www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Deutschland:  Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören 
nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien 
beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich 
abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole 
der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.



Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd 
bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voorklein 
chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Apple Inc.
APPLE TV（以下「APPLE TV」といいます） 
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 Apple TVを使用される前に、本ソフトウェア使用許諾契約
（以下「本契約」といいます）をよくお読みください。当該 Apple TV
をご使用になることで、Appleの返却ポリシーに従って当該 Apple TV
を返却されない限り、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 Apple 
TVをお使いにならないでください。本契約の各条項に同意されない場
合は、当該 Apple TVを返却期間内に、取得された Apple Storeも
しくは正規ディストリビュータへ返却の上、ご購入いただいた Apple 
TVに関し、以下で記載されるAppleの返却ポリシーに従うことを条件
に、払い戻しを受けることができます。 
http://www.apple.com/legal/sales_policies/

1．総則
(a) お客様のApple TVに添付されているディスク、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（Boot 
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、
インターフェース、コンテンツ、フォントおよび一切のデータ（以下「Apple
ソフトウェア」と総称します）は、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か Apple
のライセンサー、またはその両方は、お客様に明示的に付与していない
権利の全てを留保します。

(b) アップルは、その裁量により、お客様の Apple TV用に Appleソ
フトウェアのアップデートを今後行うことがあります。Appleソフトウェ
アアップデートがある場合、それには Appleが Apple TVの新規また
はその他モデルのためにリリースするすべての現行のソフトウェア機能ま
たは新機能を必ずしも含むものとは限りません。本契約に基づき付与さ

れる権利は、アップグレードが別の契約条件を含まない限り、お客様の
Apple TV内のオリジナルの Appleソフトウェアを変更もしくは補足す
るソフトウェアアップグレードに適用されます。

2．許諾された使用方法及びその制限
(a) 本契約の契約条件に従って、お客様は、1台の Appleブランドが付
されたApple TVでAppleソフトウェアを使用することができる制限的、
非独占的ライセンスを付与されます。お客様は、Appleブランドが付さ
れていない機器上でAppleソフトウェアをインストール、使用または稼
働させないこと、または、他の者にこれを行わせないことに同意された
ものとします。本契約は、Appleソフトウェアが同時に複数の機器上に
存在することを許諾するものではなく、また、お客様は、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 Apple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、Apple TVと共に使用
するための第三者機器及びアクセサリー、または第三者ソフトウェアア
プリケーションのデザイン、開発、製造、使用許諾または販売において
Apple所有のインターフェース及びその他知的所有権を使用する権利を
お客様に付与するものではありません。

(b) お客様は、Appleソフトウェア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 Apple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。

(c) Apple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。Appleソ
フトウェアにより、または、Appleソフトウェアを通じて表示されたコン
テンツの権原および知的財産権は、個々のコンテンツの所有者に帰属し
ます。当該コンテンツは、著作権法又はその他の知的財産権に関する
法律または条約によって守られており、当該コンテンツを提供している
第三者の使用規定が適用される可能性があります。本契約は、お客様に、
当該コンテンツを使用するいかなる権利を許諾するものではなく、また
当該コンテンツが引き続き利用できることを保証するものではありません。

(d) お客様は、Apple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、お客様が居住するか Apple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。

http://www.apple.com/legal/sales_policies/


3．譲渡
お客様は、Apple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、Appleソフトウェアに関するお客様が使用許諾された権利の全てを
（Appleの提供したオリジナルのまま）、Apple TV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、
以下の条件を全て満たさなければなりません。(a) 当該譲渡は、全ての
構成要素、媒体の原本、印刷物および本契約書を含む Apple TVおよ
び Appleソフトウェアの全てを含んでいなければならないこと、(b) お
客様は、Apple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) Apple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。Appleソフトウェアのコン
ポーネントの一切は、バンドルの一部として提供され、バンドルから分
離させること、および Appleソフトウェアから完全に切り離したアプリ
ケーションとして配布することはできません。特定の Appleのブランド
が付されたハードウェア製品とともに提供されるAppleソフトウェアは、
Appleのブランドが付された他モデルのハードウェアでは稼働させるこ
とができません。

4．データ使用に関する同意 
(a) 診断および使用データ お客様が診断および使用収集にオプトイン
した場合、お客様は、Apple、その子会社および代理店がお客様の
Appleのコンピュータ、システムおよびアプリケーションソフトウェア並
びに周辺機器に係る診断、技術、使用および関連情報を含み、これら
に限定されませんが、これらの技術および関連情報を収集、保持、処
理および使用する場合が有ることに同意して頂いたものとさせていただ
きます。なお、これらの情報は Appleソフトウェアに関連するソフトウェ
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
提供するため、且つ本契約条件の遵守を確認するために定期的に収集
されるものです。Appleは、Apple製品およびサービスを提供し改善
するために、収集されお客様を個人的に特定しない形に限り、これを
使用することができるものとします。Appleのパートナーおよび第三者
ディベロッパーが、Apple製品と共に使用されるように設計されたそれ
ぞれのソフトウェア、ハードウェアおよびサービスを向上できるようにす
るために、診断情報がお客様を特定しない形式である限り、Appleは
当該パートナーまたはディベロッパーのソフトウェア、ハードウェアおよ
びサービスまたはそのいずれかに関連する一部の診断情報を当該パート
ナーまたは第三者ディベロッパーに提供することがあります。

(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 Apple TV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 Apple TV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 Apple TV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、
Apple TVの位置情報機能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Apple TV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 Apple TV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) お客様の情報は常に、本契約に参照として組み込まれ、  
www.apple.com/jp/privacy/ でご覧いただけるAppleのプライバ 
シーポリシー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) Appleソフトウェアにより、Appleの iTunes Storeやその他
Appleおよび第三者のサービスとコンテンツ（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 Apple IDが必要となり、別途追加のサービ
ス条件に同意する必要があり、追加料金が課せられる場合があります。
iTunes Storeアカウントでこの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サービス規約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) iCloudサービスの利用は、以下の追加条件に従います。 
http://www.apple.com/legal/icloud/ww/ でご覧頂ける iCloud
利用条件および http://www.apple.com/jp/privacy でご覧いただ
けるAppleのプライバシーポリシー。

(c) 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ることをご理解いただきます。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

http://www.apple.com/jp/privacy/
http://www.apple.com/legal/itunes/ww/
http://www.apple.com/legal/icloud/ww/
http://www.apple.com/jp/privacy


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。

(d) 本サービスの中には、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、含まれ、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疑問につき、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。

(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、Appleソフトウェアからアクセスし、リンクされ、または表
示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、または利用できる

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やマテリア
ルに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
れうる地域の法律を含みますがこれに限られませんが、適用されうる法
律に適合していることについて責任を負います。Appleおよびそのライ
センサーは、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、アップルが通知をするこ
となく、自動的に終了し、またはその他の方式により失効します。本契
約の終了に伴い、お客様は、Appleソフトウェアの使用を全て中止し
なければなりません。本契約５条、６条、７条、８条、11条および 12
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（iPod touch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、Appleソフトウェアお
よび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  また適用法が最大限に許可する限りにおいて、Appleソフトウェ
アによって実行されるAppleソフトウェアおよびサービスは、全ての瑕
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、Appleソフトウェアおよびサー
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、本 Appleソフトウェアおよびサービスの娯楽性の妨害、
Appleソフトウェアが含む機能および Appleソフトウェアにより実行さ
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、Appleソフ
トウェアおよびサービスが支障なくもしくは誤りなく作動すること、サー



ビスが継続して提供されること、Appleソフトウェアまたはサービスの
瑕疵が修正されること、Appleソフトウェアが第三者のソフトウェア、
アプリケーションおよび第三者提供のサービスと互換性があることを保
証しません。当該ソフトウェアをインストールされ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  お客様は、また Appleソフトウェアおよび本サービスは、その故
障、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、つまり原子力施
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を含み、これらに限らない状況または環境下にお
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
とはできないことを承諾します。

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。
Appleソフトウェアまたは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、Appleソフトウェア、本サー
ビスあるいは Appleソフトウェアと併用される第三者のソフトウェアあ
るいは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、データの破損もしくは消失、データ送受信の失敗ま
たは仕事の中断または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、特別の、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（人体損傷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、50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．輸出管理
お客様は、アメリカ合衆国の法律および Apple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、Apple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、Apple
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
うことはできません。（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 Apple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Apple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。

10．エンドユーザが合衆国政府である場合
Appleソフトウェアならびに関連文書は、「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全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。

11．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。お客様が英国に住む消費者である場合、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。  

12．完全合意、適用言語
本契約は、Appleソフトウェアの使用について、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。  

13．第三者の承認
A.  Appleソフトウェアでは、部分的に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います。当該著作物に関する確認、



ライセンス条項および責任制限に関する事項は Appleソフトウェアに関
する「オンライン」上の電子的文書に記載されており、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。

B.  MPEG-4の使用  本製品は、MPEG-4 System Patent Portfolio 
Licenseに基づいてMPEG-4 Systems Standardにしたがってエン
コーディングするためにライセンスされるものです。ただし、以下のい
ずれか、または両方をエンコードする場合には、追加のライセンスとロ
イヤルティーの支払いが必要となります : (i) タイトル毎に支払う物理的
なメディアに保存または複製されるデータ (ii) タイトル毎に支払う永久
保存または永久利用するエンドユーザに送信されるデータ。これらの追
加ライセンスは、MPEG LA, LLC.より取得していただけます。詳細に
つきましては、http://www.mpegla.com をご参照ください。 

C.  H.264/AVCに関する通知  Appleソフトウェアが AVCエンコーディン
グ機能またはデコーディング機能、もしくはその両方を含んでいる限り
において、H.264/AVCの商用利用には追加ライセンスが必要であり、
以下の条件が適用されます： Appleソフトウェアおよび Appleソフト
ウェアアップデートにおける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 Standard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。

14．YouTubeサービスの使用
YouTubeサービスのご利用については、以下の追加規約に従うものと
します：YouTubeの利用規約は以下のサイトで参照できます： 
http://www.youtube.com/t/terms  
YouTubeのプライバシーポリシーは以下のサイトで参照できます：  
http://www.youtube.com/t/privacy

15．Flickrサービスの使用
Flickrサービスのご利用については、以下の追加規約に従うものとしま
す：Yahooの利用規約は以下のサイトで参照できます： 
http://flickr.com/terms.gne 
Yahooの Flickrプライバシーポリシーは以下のサイトで参照できます：
http://flickr.com/privacy_policy.gne 
Yahooの著作権および知的財産権に関するポリシーは以下のサイトで
参照できます： 
http://docs.yahoo.com/info/copyright/copyright.html 

16．Netflixサービスの使用
Netflixサービスのご利用については、以下の追加規約に従うものとし

ます：Netflixの利用規約は以下のサイトで参照できます：  
http://www.netflix.com/TermsOfUse  
Netflixのプライバシーポリシーは以下のサイトで参照できます：  
http://www.netflix.com/PrivacyPolicy

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。
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Apple製品 1年限定保証 - Mac 
Apple商標製品専用
消費者法と本保証の関係  オーストラリアの消費者の方へ：　本保証に
記載の権利は、お客様が Competition and Consumer Act 2010
およびその他適用されるオーストラリア消費者保護法令に基づき権利を
有し得る法律上の権利に追加されるものです。当社の製品には、オース
トラリア消費者法の基づき排除できない保証が付いています。お客様は、
重大な不具合およびその他合理的に予測可能な損失または損害の補償
として、交換または返金を受ける権利を有します。また、お客様は、製
品の品質が基準を満たしておらず、かつ不具合が重大な不具合でない
場合、製品の修理または交換を受ける権利を有します。製品の修理によ
り、データが損失されることもあります。修理に出された製品は、修理
を行うのではなく同じタイプの整備済製品と交換されることがあります。
製品の修理には、整備済部品が使われることがあります。

本保証は、お客様に対し特定の法的権利を賦与し、またお客様は州（国
または地域）によって異なる他の権利を有することがあります。法によっ
て認められる場合を除いて、Appleは、売買契約の不履行から生じる
権利を含むお客様が有する他の権利を除外、制限、または留保しません。
お客様の権利について十分に理解していただくためには、お客様の国、
地域、州の法律を参照してください。

保証制限とその消費者法への影響  法によって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、Appleは、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が含まれま
すが、これに限るものではありません。そのような保証が否定できない

http://www.mpegla.com
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
http://www.youtube.com/t/terms
http://www.youtube.com/t/terms
http://www.youtube.com/t/privacy
http://flickr.com/terms.gne
http://flickr.com/privacy_policy.gne
http://docs.yahoo.com/info/copyright/copyright.html
http://www.netflix.com/TermsOfUse
http://www.netflix.com/TermsOfUse
http://www.netflix.com/PrivacyPolicy


場合、Appleは、当該保証の期間および救済をこの明示保証の期間に
制限し、さらに Appleの裁量により以下に示される修理または交換サー
ビスに制限されます。州（国または地域）によっては、黙示保証（また
は条件）の期間に関する制限を認めておらず、ここに示した制限はお客
様に該当しない場合があります。

本保証の範囲  Appleは、元のパッケージに含まれていた Apple商標
ハードウェア製品およびアクセサリ（以下「Apple製品」といいます）
について、Appleが発行するガイドラインに従った通常の使用時におい
て材質および製造上の瑕疵がないことを、エンドユーザである購入者が
販売店から最初に購入した日より1年間（以下「保証期間」といいます）
保証します。Appleが発行するガイドラインには、技術仕様書、ユーザ
マニュアル、およびサービス・コミュニケーションに含まれる情報を含み
ますがこれに限定されません。

本保証の非適用範囲  本保証は Appleハードウェアとともにパッケージ
されたり販売されたりした場合においてもApple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。Apple以外の製造
者、供給者、あるいは発行者は、お客様に対し、それぞれ独自の保証
を提供することがありますが、Apple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。AppleによってAppleブ
ランドとともに、または Apple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、これに限られません）については、
本保証の対象ではありません。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。Appleは、Apple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。Appleは、Apple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
テリー等の消耗品の場合、ただし損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、これに限りません、(c)別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、液体接触、火事、
地震または他の外的原因による損害の場合、(e) Appleの発行するガ
イドラインに定める以外の方法でApple製品を作動させたことにより生
じる損害の場合、(f) Appleの担当者または Apple正規サービスプロ
バイダ（以下「AASP」といいます）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) Apple
の書面による許可なく機能性もしくは性能を変更するために Apple製
品が改造された場合、(h)自然損耗やその他 Apple製品の経年劣化に
よる瑕疵の場合、(i)Apple製品からシリアル番号が剥がされたり汚損
されたりしている場合。

お客様の義務  お客様の Apple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、コンテンツを保護する
ためおよび機能障害が発生した場合に備えて、記憶媒体上に含まれる
情報のバックアップコピーを定期的に作成しなければなりません。

Appleまたはその代理業者は、保証サービスに先立ち、お客様が、購
入証明を提供すること、潜在的な問題を診断する場合に使用する質問に
回答すること、および保証を受けるための Appleの手続きに従うこと
を要求することができます。保証サービスを受けるためお客様の Apple
製品を提出する前に、記憶媒体のコンテンツのバックアップコピーを別
に保管し、保護したい一切の個人情報およびデータを削除し、一切のセ
キュリティパスワードを無効にしなければなりません。

保証サービスの途中でApple製品の記憶媒体のコンテンツが喪失した
り、差し替えられたり、またはフォーマットされたりする可能性がありま
す。そのような場合、Appleおよびその代理業者は、記憶媒体または
サービスを受けているApple製品のその他の部分に保存されているソ
フトウェアプログラム、データまたはその他の情報の損失について一切
責任を負いません。

保証サービスの後、お客様の Apple製品または交換用製品は、最初に
購入された時のお客様の Apple製品の設定で、適用されるアップデー
トを行い、お客様に返却されます。お客様は、その他のソフトウェアプ
ログラム、データおよび情報のすべてを再インストールする責任を負い
ます。その他のソフトウェアプログラム、データおよび情報の修復およ
び再インストールについては、本保証は及びません。

保証違反の場合に Appleが行うこと  お客様が保証期間内に Appleま
たは AASPに対し有効な請求を行った場合、Appleの裁量により以下
のいずれかを行うことができます：（1）当該 Apple製品を新品のある
いは以前使用されたが性能および信頼性において新品と同等の部品を
使用して修理させて頂きます、（2）当該 Apple製品を、少なくとも当
該 Apple製品と機能的に同等で、新品のあるいは以前使用されたが性
能および信頼性において新品と同等の部品から構成される製品と交換さ
せて頂きます、（3）当該 Apple製品の代わりに製品の購入代金の返金
をさせて頂きます。

Appleは、お客様に対し、特定の在宅自己交換修理部品または製品を
取り替えることを依頼することがあります。Appleが提供する説明に従っ
て取り付けられた在宅自己交換修理部品を含む交換用部品または製品
は、元々の Apple製品の保証の残存期間または交換もしくは修理日よ
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。製品もしくは部品が交換された場合、または返金された場合、交
換用品はお客様の所有物となり、不具合のもしくは返金対象の製品また
は部品は Appleの所有物になるものとします。



保証サービスを受けるには  保証サービスをお求めになる前に以下に
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 Apple製品が適切に
起動しない場合、以下に示されている情報を使用して、Apple代理店、
または該当する場合、Appleが所有する小売店（以下「Apple直営
店」といいます）または AASPへご連絡ください。Apple代理店また
は AASPは、お客様の製品にサービスが必要であるかどうかを判断す
るためのサポートをさせていただき、サービスが必要な場合、お客様に
対し、Appleによるサービス提供方法をお知らせいたします。電話にて
Appleにご連絡頂く場合、お客様の所在地によりその他費用が生じる
場合があります。

保証サービスに関する詳細は、以下に記載のオンライン情報をご参照く
ださい。

保証サービスのオプション  Appleは、以下のいずれか 1つまたは複数
の方法により保証サービスを提供します：

(i) キャリーイン（持ち込み）サービス。お客様は、Apple製品を、キャリー
インサービスを行っているApple直営店または AASP店舗へ持ち込ん
で頂くことができます。サービスは、当該店舗で提供されるか、または
Apple直営店もしくはAASPがお客様のApple製品をApple修理サー
ビス（以下「ARS」といいます）拠点へ送付して修理される場合があり
ます。お客様に対しサービス完了の通知が行われた後は、お客様により
Apple直営店または AASP店舗から速やかに当該 Apple製品を受け
取って頂くか、または当該 Apple製品は直接 ARS拠点からお客様に
送付されます。

(ii) メールインサービス。Appleがお客様の Apple製品についてメー
ルインサービスが可能であると判断した場合、Appleは、お客様が
Appleの指示に従ってARSまたは AASP店舗にお客様の Apple製品
を送付できるように、Appleからお客様に前払運送状、必要に応じて
梱包材を送付します。サービスが完了後、ARSまたは AASP店舗は、
お客様に当該対象機器を送付します。Appleは、すべての指示に従っ
て頂いた場合、お客様のご住所からの往復の送料を支払います。

(iii) Do-It-Yourself（DIY）部品サービス（在宅自己交換修理）。エク
スプレス交換サービスおよび DIY部品サービスにより、お客様は、お客
様ご自身の Apple製品を修理して頂くことが可能です。DIY部品サー
ビスが利用可能な状況である場合、以下の手続きが適用されます。

(a) 不具合製品または部品が要返却の場合。Apple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。クレジットカード認証を行えないとき、
お客様は、DIY部品サービスをご利用できない場合があり、その際、
Appleは代替サービスを提供します。Appleは、取付に関する説明
書、必要に応じて、不具合製品または部品の返却条件とともにお客様
に交換用製品または部品を送付します。お客様に指示に従って頂ける場

合、Appleは、クレジットカード認証をキャンセルし、お客様に対し製
品または部品の代金とお客様の所在地からの往復の送料を請求しませ
ん。指示に従って不具合製品または部品が返却されない場合、または
サービスの対象とはならない不具合製品または部品を返却された場合、
Appleは認証金額をクレジットカードより引落させて頂きます。

(b) 不具合製品または部品が返却不要の場合。Appleは、取付に関す
る説明書、必要に応じて、不具合製品または部品の廃棄条件とともに、
お客様に交換用製品または部品を無料で送付します。

(c) Appleは、DIY部品サービスに関してお客様が負担する人件費に
ついて責任を負いません。他にご質問等がありましたら、以下に記載の
Appleの電話番号までご連絡ください。

Appleは、Appleによるお客様への保証サービスの提供方法およびお
客様の Apple製品に関し受けることが可能な特定のサービスの方法を
いつでも変更する権利を保持します。サービスは、サービスが依頼され
る国において利用可能なオプションに限定されます。サービスオプション、
部品の入手可能性、および対応に要する時間は、国ごとに異なる場合
があります。お客様の Apple製品がその所在地においてサービスを受
けられない場合には、お客様に送料および取扱手数料を負担して頂く場
合があります。お客様が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入規制法を遵守し、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。
海外でのサービスに関し、Apple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。

責任の制限  本保証で規定されている場合を除き、法によって最大限に
認められる範囲内において、Apple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、付随的、または結果
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、漏洩、もしくは汚染；
または、原因が何であれ、設備および所有物の交換、Apple製品に保
存されたもしくはApple製品とともに使用されたいかなるプログラムも
しくはデータを回復、プログラミング、もしくは再生する費用、Apple
製品に保存された情報の機密保持の不履行を含めて生じる一切の間接
もしくは結果的損失もしくは損害を含むものとします。

上記の制限は、死もしくは身体傷害に関する請求または故意および重過
失による作為および不作為もしくはそのいずれかに対する法的責任には
適用しないものとします。Appleは、Apple製品に保存されている情
報に対するリスクもしくはその損失を伴うことなくAppleが本保証に基
づいてApple製品を修理できること、または Apple製品を交換できる
ことの保証をしているものではありません。州（国または地域）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を認めておらず、
ここに示した制限または例外はお客様に該当しない場合があります。

プライバシー  Appleは、
http://www.apple.com/legal/warranty/privacyで閲覧可能な、
Apple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。

一般条項  Apple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ません。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。本保証は、
Apple製品が購入された国の法律に準拠し、これに従い、解釈されま
す。Appleとは、Apple製品が購入された国または地域により本書末
尾に記載の通りとします。Appleまたは Appleの権利の譲受人が本保
証の保証人です。

オンライン情報  以下に関する追加情報は、オンライン上で取得できます。

インターナショナル 
サポート情報

www.apple.com/support/country

Apple正規サービス 
プロバイダ

http://support.apple.com/kb/HT1434

Apple直営店 http://www.apple.com/retail/storelist/

Appleサポートおよび 
サービス

http://support.apple.com/kb/HE57

Apple無償サポート http://www.apple.com/support/country/
index.html?dest=complimentary

購入した地域または国の保証義務者

購入国／地域 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

購入国／地域 所在地

メキシコ
Apple Operations Mexico, 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, Mexico

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

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. Ltd.

PO Box A2629, Sydney South, 
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
Apple Japan Inc.

3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan

韓国

Apple Korea Ltd.

3201, ASEM Tower; 159,  
Samsung-dong, Gangnam-Gu; 
Seoul 135-798, Republic of Korea

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 Computer 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, Tower Building, No. 1, 
Ji Long Road, Wai Gao Qiao  
Free Trade Zone, Shanghai, P.R.C..

http://www.apple.com/legal/warranty/privacy
http://www.apple.com/support/country
http://support.apple.com/kb/HT1434
http://www.apple.com/retail/storelist/
http://support.apple.com/kb/HE57
http://www.apple.com/support/country/index.html?dest=complimentary
http://www.apple.com/support/country/index.html?dest=complimentary


購入国／地域 所在地

台湾
Apple Asia LLC

16A, No. 333 Tun Hwa S. Road.  
Sec. 2, Taipei, Taiwan 106

タイ
Apple South Asia (Thailand) 
Limited

25th Floor, Suite B2,  
Siam Tower,989 Rama 1 Road, 
Pataumwan, Bangkok, 10330

その他アジア太平洋諸国
Apple Inc.

1 Infinite Loop;  
Cupertino, CA 95014, U.S.A.
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Regulatory Certification for Model Number A1427
Country Certification Number

Australia DoC N122

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, 
Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

CE 

Canada IC: 579C-A1427 

France CE  Usage en intérieur uniquement. Consultez l’ARCEP pour 
connaître les restrictions d’utilisation des canaux 1 à 13. www.arcep.fr

New Zealand DoC Z844

United States  
(including Puerto Rico)

FCC ID: BCGA1427

A copy of the European Declaration of Conformity is available at:  http://www.apple.com/euro/compliance

© 2012 Apple Inc. All rights reserved.  
Apple、Appleロゴ、Apple TV、およびMacは、米国その他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
Apple Store、iCloud、および iTunes Storeは、米国その他の国で登録された Apple Inc.のサービスマ
ークです。ENERGY STAR®は米国の登録商標です。本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標で
ある場合があります。

J034-6145-A 
Printed in XXXX


