＜米国発表プレスリリース（抄訳版）＞

2009 年 10 月 7 日

AMAZON、電子ブックリーダーKindle を
100 ヵ国以上で販売開始
世界中のお客様に向けて、200,000 冊以上の英語書籍を提供

【2009 年 10 月 7 日 米国ワシントン州シアトル発 — Amazon.com（NASDAQ: AMZN）
】
Amazon の電子ブックリーダー「Kindle」は、Amazon でもっともギフトに望まれ、実際に贈られ、
No.1 ベストセラーになった商品ですが、これまでは米国のお客様限定で展開して参りました。この度、
Amazon は初めて Kindle を世界中のお客様に向けて提供開始いたします。Kindle を利用すると、書籍
や雑誌、新聞、個人用文書をワイヤレスでダウンロードが可能になり、電子インクを採用し鮮明な画
像を提供する 6 インチの高解像度ディスプレイで、本物の紙面のように見たり読んだりすることがで
きます。Kindle は、最新の携帯電話機に搭載されている 3G ワイヤレス技術を採用しているため、ワイ
ヤレスネットワークのアクセスポイントを探す手間は一切必要ありません。Amazon は、世界中の読者
向けて、本日より Kindle の予約販売を www.amazon.com/kindle において、販売価格 279US ドルにて、
開始いたします。商品は本年 10 月 19 日より発送開始いたします。
Amazon.com の創業者兼 CEO（最高経営責任者）のジェフ・ベゾス（Jeff Bezos）は以下のように
述べています。
「英語書籍を購入するお客様は、全世界に何百万といらっしゃいます。Kindle を利用す
れば、この本と思ったら、ワイヤレスで 60 秒以内にダウンロードできます。
」
Kindle ストア（www.amazon.com/kindlestore）では世界中のお客様に向けて、新刊や New York Times
ベストセラーを含む 200,000 冊以上の英語書籍を、通常、紙の書籍よりもお求めやすい価格で提供し
ています。Kindle ストアでは現在、Atlantic Books や、Bloomsbury、Canongate、Faber and Faber、
Hachette、Harlequin、HarperCollins、Lonely Planet、Penguin、Profile Books、Quercus、Simon & Schuster
and Wiley をはじめとする主要出版社など、1,000 以上の著作権所有社の書籍を取り扱っています。
英語書籍を提供する世界最大の出版社である Penguin 社の CEO（最高経営責任者）
、ジョン・マキ
ンソン（John Makinson）氏は以下のように述べています。
「当社は、Kindle に向けて電子書籍を提供
する米国主要供給社の 1 社です。Amazon と当社の素晴らしい協力関係を世界中に拡大できることに
なり、とても嬉しく思います。出版業界は、米国国内における電子書籍の著しい成長を感じています。
Kindle という新たなデバイスに対応したコンテンツを世界中に広く提供することで、場所を選ばずに
購入できるデジタル書籍の普及をさらに推進していきたいと考えています。
」
また、Faber and Faber 社で出版責任者兼 CEO（最高経営責任者）を務めるステファン・ペイジ
（Stephen Page）氏は以下のように述べています。
「当社は、我々が出版する書籍の著者のために読
者を開拓する新たな方法がないか、常に模索しています。そのため、Kindle が米国以外で発売され
ることに大変期待しています。Amazon と当社が築き上げた強固なパートナーシップを紙の書籍に
とどまらず、電子書籍の分野にまで発展できることを嬉しく思います。」
さらに Kindle ストアでは、85 以上の米国および世界の主要な新聞や雑誌を 1 紙/誌から購入できる
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ほか、定期購読も可能です。また今回、The New York Times、The International Herald Tribune、Le Monde
（フランス）
、Frankfurter Allgemeine Zeitung（ドイツ）、The Washington Post といった主要紙に加え
て、La Stampa（イタリア）
、El País（スペイン）
、El Universal（メキシコ）、O Globo（ブラジル）
、
The Daily Telegraph（英国）といった多くの米国外の新聞の購入が可能になりました。定期購読を申し
込んだ新聞と雑誌は、ワイヤレスで毎回 Kindle に自動配信されます。
世界中のお客様は、Amazon.com で No.1 ベストセラー商品となった Kindle に役立つ同様の以下の機
能をご利用いただけます。
薄型かつ軽量：厚さがわずか 3 分の 1 インチ（約 0.9 cm）
、重さは 10 オンス強（約 289g）で
Kindle は鉛筆のように薄くかつ一般的な単行本よりも軽量です。
3G ワイヤレス技術を搭載：Kindle が対応するワイヤレスの範囲内に居住する、または旅行など
で出かける読者は、ワイヤレスを介して Kindle ストアで書籍を購入し、60 秒以内でウンロード
できます。さらに、定期購読した新聞や雑誌を自動的に受信できるほか、個人用文書の受信も可
能です。しかも、PC や Wi-Fi アクセスポイント、同期作業は一切不要です。Kindle が対応する
ワイヤレスの圏外では、USB を介して、Kindle にコンテンツを高速転送することができます。
本物の紙面のような読みやすさ：電子インクを採用した Kindle の 6 インチ（15.24cm）
・ディス
プレイは、画面にバックライトを使わず、本物のインクを用いているため、他の電子ディスプレ
イで起こりがちな目の疲れやまぶしさを感じることなく、本物の紙面に印刷された活字のように
本を読むことができます。
1,500 冊分の書籍を保存可能：Kindle は 2 GB のメモリー容量を備えるため、1,500 冊分の書籍を
保存することができます。Amazon が Kindle の書籍を自動的にバックアップしているため、お客
様は書籍データをライブラリーに再ダウンロードできます。
1 回の充電で数週間読書可能：Kindle の電子ペーパーディスプレイは消費電力が少ないため、1
回の充電で、ワイヤレスをオフにした状態では 2 週間以上、オンにした状態では 4 日間まで読書
可能です。
音声読み上げ機能を搭載：実験的な機能として、音声読み上げ機能を搭載しています。Kindle の
読み上げ機能は、大半の新聞や雑誌、書籍に対応しています。
Kindle や Kindle 対応デバイスとの自動同期が可能：Amazon が開発した「Whispersync」テク
ノロジーを導入したことで、ユーザーが最後に読んだページや、ブックマーク、メモ、ハイライ
トを Kindle、Kindle DX、Kindle for iPhone を含む Kindle 対応デバイス間で自動的に同期させる
ことが可能です。
個人用文書をワイヤレスで受信・確認：Microsoft Word や PDF などさまざまな形式の個人用文
書を、ワイヤレス通信で送受信し、Kindle で確認することができます。
インスタント辞書： New Oxford American Dictionary を搭載する Kindle では、250,000 語以上
の定義を各ページの下部で瞬時に確認できます。

文字サイズを選択可能：Kindle では、6 種類の文字サイズを提供しているため、読者は好み
に応じて文字サイズを選択できます。
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ブックマーク、メモ、ハイライト機能：Kindle のユーザーは、スタンダードなキーボードを
使用して、後で参照するために、テキストに注釈をつけることができるほか、重要な箇所や
ブックマーク・ページをハイライトしたり、クリップしたりすることもできます。
メディアの方は、Kindle Media Room (URL: http://www.amazon.com/pr/kindle)にて追加のメディア
素材をご確認いただき、取材のお申し込みをしていただけます。
（但し、英語でのご案内のみとなり
ますので、あらかじめご了承ください。
）
<Amazon.com について>

Amazon.com は 米国ワシントン州シアトルを本拠地とする Fortune 500 企業です。1995 年 7 月に WWW 上
でサービスを開始し、地球上で最も豊富な商品セレクションを提供して今日に至っています。お客様がオン
ライン上で求められるあらゆるものを探し、発見でき、可能な限りの低価格で商品を提供する、地球上で最
もお客様を大切にする企業であることを目指しています。Amazon.com とその他売り手は、書籍、映画、ミ
ュージック＆ゲーム、デジタル・ダウンロード、エレクトロニクス＆コンピューター、ホーム＆ガーデン用
品、おもちゃ、キッズ＆ベビー用品、食料品、アパレル、シューズ＆ジュエリー、ヘルス&ビューティー用品、
スポーツ＆アウトドア用品、ツール、自動車および産業用品など何百万点にも及ぶユニークな新製品、再生
品および中古製品を取り揃えています。
Amazon Web サービスでは、Amazon 独自のバックエンド技術を活かしたプラットフォームに基づく数多く
のクラウド系インフラ・サービスを、ウェブ・アプリケーションの開発に携わる Amazon のお客様に提供し
ています。ウェブ開発者の方々は、この Amazon のインフラ・サービスを通じて、バーチャルに様々なビジ
ネスに活用することができます。Amazon Web サービスが提供するサービスには、
「Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)」や「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)」、
「Amazon SimpleDB」、
「Amazon
Simple Queue Service (Amazon SQS)」、
「Amazon Flexible Payments Service (Amazon FPS)」、
「Amazon
Mechanical Turk」
、
「Amazon CloudFront」があります。
Amazon とその関連会社は、www.amazon.com, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.co.jp,
www.amazon.fr, www.amazon.ca, www.amazon.cn のウェブサイトを運営しています。
将来予想に関する記述

(Forward-Looking Statements)

本リリースは、米国１９３３年証券法第２７条Ａおよび米国１９３４年証券取引法第２１条Ｅに規定される意味においての「将来予想に関する記述(Forward-Looking Statements)」
に該当する記述が含まれています。実際の業績は経営予想と大きく異なる可能性があります。これら将来予想に関する記述は様々なリスクおよび不確定要因により実績と異なる可
能性があり、それらリスクおよび不確定要因には、競争、成長の管理、新たな商品、サービスおよび技術、営業結果の変動可能性、国際的拡大、訴訟および申し立ての結果、配送
センターの最適化、季節的要因、取引契約、買収および戦略的提携、外国為替相場、システム中断、多大な債務、政府規制と課税、支払いならびに不正行為などが含まれます。そ
の他 Amazon.com, Inc.の業績に影響する可能性のある事項については、2008 年 12 月 31 日期末およびそれ以降の Form 10-K のアニュアルレポートなど、同社が米国証券取引委員会
（SEC）に提出している文書にも記述されています。

Kindle は、Amazon Digital Services Inc.を通じて販売いたします。
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