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セーフティガイド

KTFE1

•	 本書では、TM、®マークを省略している場合があります。
•	 本書では本製品に付属する「はじめてガイド」、「セーフティガイド」（本書）および、auホームペー
ジからダウンロードできる「取扱説明書」を総称して『取扱説明書』と表記します。

ご利用前に必ずお読みください

免責事項について
	◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客
様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切
責任を負いません。
	◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事
業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
	◎ 本書の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
	◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関
して、当社は一切責任を負いません。
	◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、ダウンロードされたデータなどが変化または消失
することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切
責任を負いません。
	◎ 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変
化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかね
ますのであらかじめご了承ください。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
　発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
　製造元：船井電機（株）

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。
◦	この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への
損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

◦	各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■	表示の説明

危険 この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負う危険が差し迫って生
じることが想定される内容」を示しています。

警告 この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内
容」を示しています。

注意 この表示は「人が傷害（※2）を負うことが想定される内容や物的損
害（※3）の発生が想定される内容」を示しています。

※	1	重傷	：		失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期
の通院を要するものを指します。

※	2	傷害	：		治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※	3	物的損害	：		家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■	図記号の説明

行ってはいけない（禁止）内容
を示しています。

水に濡らしてはいけない（禁
止）内容を示しています。

分解してはいけない（禁止）内
容を示しています。

必ず実行していただく（強制）
内容を示しています。

濡れた手で扱ってはいけない
（禁止）内容を示しています。

電源プラグをコンセントから
抜いていただく（強制）内容を
示しています。

■	本体、リモコン、ACアダプタ、周辺機器共通

危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

必ず指定の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破
裂・故障・漏液の原因となります。
本製品専用および共通周辺機器
	 •	リモコン（KTFE1DHP）
	 •	ACアダプタ（KTFE1PCP）
	 •	HDMIケーブル（KTFE1HDP）

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の
車内など）で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となり
ます。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・
傷害の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯な
ど）が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製のアクセサリーなどの金属類を、接続
端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意し、確実に差し込んください。感電・発
火・傷害・故障の原因となります。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となりま
す。万一、改造などにより本製品や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を
負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。

警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原
因となります。

雷が鳴りだしたらACアダプタや本体を触らないでください。落雷による感電などの原因と
なります。

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因
となる場合があります。

本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ず周辺機器からのケーブルを外し、コンセントから
プラグを抜いてから行ってください。

本製品が落下などによって破損し、機器内部が露出した場合、露出部に手を触れないでく
ださい。感電したり、破損部でけがをする場合があります。auショップまたはお客さまセン
ターまでご連絡ください。

水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場
など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や
電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場
合には直ちにACアダプタを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外と
なり有償修理となります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤っ
て落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほ
こりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があり
ます。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所を避け、接続しているケーブル類が引っ
掛かって本体をひっぱらないように設置してください。動作不良、故障の原因になるおそれ
があります。

使用中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となり
ます。

外部から電源が供給されている状態の本体、ACアダプタに長時間触れないでください。低
温やけどの原因となる場合があります。

本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意
ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超
えると、発熱による火災の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データ
の消失の原因となります。

使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用
をやめてください。異常が起きた場合、ACアダプタをコンセントから抜き、熱くないことを
確認してから、auショップまたはお客さまセンターまでご連絡ください。また、落下したり、
破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたはお客さまセンターまでご連絡く
ださい。

テレビの音量は、適度な音量に調節してください。音量を上げすぎると耳に悪い影響を与え
るおそれがあります。

ACアダプタやHDMIケーブル、microSDメモリカードなどをお使いになるときは、接続す
る端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差し
してください。破損・故障の原因となります。

皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の
体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
本製品で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所 使用材質 表面処理
本体ケース PC／ABS ー
本体ケース（足） EPDM ー
本体ラベル PE ー
リモコン本体ケース PC／ABS ー
リモコン電池フタ PC／ABS ー
リモコンボタン シリコンゴム ー
リモコンラベル PE／PP ー
[ACアダプタ]外装 ポリカーボネート ー
[ACアダプタ]	ケーブル 銅／スズメッキ／ポリ塩化ビニル ー
[ACアダプタ]	プラグ（金属部分） 黄銅 ニッケルメッキ
[ACアダプタ]	プラグ（樹脂部分） ポリ塩化ビニル／ポリオキシメチレン ー
[HDMIケーブル]	ケーブル 銅／ポリ塩化ビニル ー
[HDMIケーブル]	プラグ 亜鉛 ニッケルメッキ
専用ホルダ TPEE ー
面ファスナー ポリエステル ー
面ファスナー（テープ） アクリル ー

■	本体、リモコンについて

警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

高精度な電子機器の近くでは、本製品をご使用にならないでください。電子機器に影響を与
える場合があります。（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・
その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メー
カーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使
用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次の
ことをお守りください。
1.		植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、本製品を
植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器から22cm以上離して使用して
ください。

2.		医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
	 ・		手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には本製品を持ち込まないで

ください。
	 ・		無線通信が禁止されている場所では使用しないでください。
	 ・		医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機

関の指示に従ってください。
3.		医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気
機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医用電気機器
メーカーなどにご確認ください。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を
帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

microSDメモリカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないで
ください。火災・感電・故障の原因となります。

心臓の弱い方は、音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団
などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

付属リモコンから電池フタを外したまま、放置・保管・使用しないでください。内部にほこり
などの異物が入ると故障の原因となります。

ほこりの多い場所に設置しないでください。microSDメモリカードスロットやUSB端子、
HDMI端子などにほこりがたまると、故障の原因となります。

■	ACアダプタについて

警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となりま
す。日本国内家庭用AC100V	50/60Hzを使用してください。

ACアダプタはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、
感電や発熱・発火による火災の原因となります。ACアダプタが傷んでいるときや、コンセン
トの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

ACアダプタのケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを
載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショー
ト・火災の原因となります。

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因
となる場合があります。

お手入れをするときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。抜かないでお手入
れをすると、感電や回路のショートの原因となります。また、ACアダプタに付いたほこりは
拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

長期間使用しない場合はACアダプタをコンセントから抜いておいてください。感電・火災・
故障の原因となります。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手でACアダプタ・HDMIケーブルを抜き
差ししないでください。感電や故障の原因となります。

ケーブル類を抜くときは、ケーブルを引っ張らないでください。ケーブルが損傷するおそれ
があります。
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取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正
しくご使用ください。

■	本体、リモコン、ACアダプタ、周辺機器共通

	● 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れた
り、中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりす
ると内部基板などの破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

	● 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～40℃、湿度30％～
80％の範囲内でご使用ください。）

	● 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近く
など温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがありま
す。（結露といいます。）このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますの
でご注意ください。

	● 本製品をテレビに設置する場合は通風口など熱くなる場所は避けてください。火災や故障の原因
となります。

	● 固定する場所によっては、稀にテレビの受信障害が発生することがあります。障害が発生する場合
は固定する場所を変える、あるいは本体をテレビから遠避けてご使用ください。

	● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

	● ACアダプタをときどき抜いて点検し、プラグやプラグの取付面にゴミやほこりが付着している場
合は掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。

	● お手入れの際は、ケーブル類を外し、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

	● お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、傷
が付く場合があります。水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりす
ることがあります。

	● microSDメモリカードスロットやUSB端子、HDMI端子などに導電性異物（金属片、鉛筆の芯な
ど）が触れないようにしてください。また、隙間などから異物が入らないようにしてください。万一
異物が入った場合、本製品のACアダプタを抜き、auショップまたはお客さまセンターまでご連絡
ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭では
ご注意ください。

	● 使用中に温かくなることがありますが異常ではありません。

	● お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたを
ご指導ください。	
	● ACアダプタは非常時を除いて電源を切ってから取り外してください。電源を切らずにACアダプ
タを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

	● 本体に貼ってある製造番号もしくは、バーコードの印刷されたシールは、本製品が電波法に適合し
たものであることを証明するものですので、はがさないでください。

	● 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねま
す。また、当社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行ってお
りませんので、あらかじめご了承ください。

■	本体、リモコンについて

	● 改造されたau製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵
触します。	 	
本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技
適マーク 」が本製品の銘板シールに表示されております。本製品を分解して内部の改造を行った
場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用
すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

	● 本製品に登録された内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があり
ます。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失
利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

	● 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の
際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

	● 強い磁気を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。

	● 本体にUSBケーブルやHDMIケーブルを接続するときは、接続する端子に対してコネクタがまっ
すぐになるように抜き差ししてください。

	● 本体にUSBケーブルやHDMIケーブルを接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりま
すのでご注意ください。

	● 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった
本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。

	● 本製品のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード以外のものは挿入しないで
ください。

	● microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指
を傷付ける場合があります。

	● microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、ACアダプタ
をコンセントから抜いたり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となり
ます。

■	ACアダプタについて

	● 長期間ご使用にならないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

	● ACアダプタのケーブルをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となり
ます。

	● ACアダプタのプラグやコネクタとケーブルの接続部を無理に曲げないでください。感電、発熱、火
災の原因となります。

■	著作権・肖像権について

	● インターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する
著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒
布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖
像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、
展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合があります
のでご注意ください。

■	VCCIについて

	● この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています
が、この装置はラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと
があります。『取扱説明書』に従って正しい取り扱いをしてください。	 VCCI-B

＜本製品の記録内容の控え作成のお願い＞
	● ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に受信・ダウンロードした内容で、重要な
ものは控え※をお取りください。

	 	本製品のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消
えたり変化することがあります。
※	控え作成の手段

	 •		連絡先のデータや音楽データなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておい
てください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただ
し、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

■	お知らせ
	 •	本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
	 •	本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
	 •		本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付き

の点がありましたらご連絡ください。
	 •	乱丁、落丁はお取り替えいたします。

Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能について

Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能についてのお願い
•	 Bluetooth®および無線LAN機能は日本国内でご使用ください。日本国内の無線規格に準拠し、認
定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。海外でご利用になる場合
は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。

•	 無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合
によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することが
あります。

•	 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります（特
に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。

•	 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索
できない場合があります。

•	 航空機内での使用はできません。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございま
す。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

•	 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

2.4GHz帯ご使用上の注意
•	 本製品のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。この周波数
帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造
ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線
局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。
1.	本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2.	万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製
品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3.	ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターま
でご連絡ください。

2.4 FH1

2.4 DS / OF4

Bluetooth®機能：2.4FH1
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH–SS変調方式を採用
し、与干渉距離は約10m以下です。
全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

2.4 FH1

2.4 DS / OF4 無線LAN機能：2.4DS/OF4
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS–SS方式および
OFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。
全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

	◎ 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありませ
ん。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との動作を保証するものではありま
せん。
	◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LANの標準仕様に準拠したセキュリ
ティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でな
い場合が考えられます。Bluetooth®・無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
	◎ 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN
接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第
三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責
任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
	◎ Bluetooth®・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では
責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	◎ Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し
合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。

アプリケーションについて
•	 アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してくだ
さい。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利
用履歴、本製品に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性
があります。

•	 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより不具合が生じた場合、当社では
責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらか
じめご了承ください。

•	 お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様ご自身または第三者への不利
益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

•	 アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていないと利用できない場合が
あります。

•	 本製品に搭載されているアプリケーションやインストールしたアプリケーションはアプリケー
ションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。ま
た、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

輸出管理規制
本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替および外国貿易法」およびその関
連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export	Administration	
Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸
出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りくださ
い。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

■	商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

•	 Smart	TV	Stick	powered	by	Android™	Technology

•	 HDMIとHDMI	High-Definition	Multimedia	 Interface用語およ
びHDMIロゴは、米国およびその他国々において、HDMI	Licensing	
LLCの商標または登録商標です。

•	 microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。
•	 microSDHCロゴはSD-3C,	LLCの商標です。

•	 Bluetooth®は米国Bluetooth	SIG,	Inc.の商標であり、船井電機株
式会社はライセンスに基づき使用しています。

•	 対応プロファイルを搭載している機器であっても、接続できない場
合があります。

•	 Wi-Fi®はWi-Fi	Alliance®の登録商標です。

•	 Wi-Fi	Protected	Setupのマーク	は、“Wi-Fi	Alliance”の商標です。

•	 Google、Google	ロゴ、Gmail、Gmail	ロゴ、Google	Latitude、Google	Latitude	ロゴ、Google	
音声検索、Google	音声検索	ロゴ、Google	検索、Google	検索	ロゴ、Google	トーク、Google	
トーク	ロゴ、Google	プレイス、Google	プレイス	ロゴ、Google	マップ、Google	マップ	ロゴ、
Google	マップ	ナビ、Google	マップ	ナビ	ロゴ、YouTube、YouTube	ロゴ、Android、Google	
PlayおよびGoogle	Play	ロゴはGoogle.	Inc.の商標または登録商標です。

•	 3GPPはETSIの商標または登録商標です。
•	 AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。
•	 TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
•	 音楽認識テクノロジーおよび関連データはGracenote®により提供されます。Gracenoteは音楽
認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。詳細については、次のWebサイトを
ご覧ください：www.gracenote.com

	 	GracenoteからのCDおよび音楽関連データ：Copyright	©	2000	-	present	Gracenote.
	 	Gracenote	Software：Copyright	2000	-	present	Gracenote.
	 	この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性があり
ます：#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、
#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。

	 	一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許（#6,304,523）用にOpen	Globe,Inc.から提供さ
れました。

	 	GracenoteおよびCDDBはGracenoteの登録商標です。
	 	Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered	by	Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。
	 	Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください：
	 	www.gracenote.com/corporate

本製品で使用しているオープンソフトウェアについて
本製品は、オープンソースソフトウェアまたは、その他のGNU	General	Public	
License	(GPL)、GNU	Lesser	General	Public	License	(LGPL)およびその他著作
権ライセンス、免責条項、ライセンス通知の適用を受ける第三者のソフトウェアを含み
ます。GPL、LGPLおよびその他のライセンス免責条項およびライセンス通知の具体的
な条件については、本製品の「端末情報」から参照いただけます。GPL、LGPL又はその
他のソースコードの配布を要求しているオープンソースライセンスのもとでライセン
スされているソフトウェアの配布に関する条件については当社のホームページにてご
確認ください。これらのソースコードで配布されるソフトウェアについては、当社なら
びにソフトウェアの著作者は一切のサポートの責を負いませんのでご了承ください。

お問い合わせ先番号　お客さまセンター
一般電話からは au電話からは

	0077-7-111(無料） 局番なしの157(無料）

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

	0120-977-033（沖縄を除く地域）

	0120-977-699（沖縄）

上記電話番号は年中無休／オペレータ対応は9:00～ 20:00
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