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商標などについて
 本機はMicrosoft® Windows® Automotive
で動作します。
   Microsoft、Windows、Windows Vista、
Windows Automotive、Windows Media
は、米国Microsoft Corporationの米国および 
その他の国における登録商標または商標です。
   は、財団法人道路交通情報通信シス
テムセンターの商標です。
 ETCは、財団法人道路システム高度化推進
機構(ORSE)の登録商標です。
 DSRCは、一般社団法人ITSサービス推進 
機構(ISPA)の登録商標です。
 ITSスポットロゴは、国土交通省の登録商
標です。
 本機は、ドルビーラボラトリーズからの 
実施権に基づき製造されています。Dolby、
ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビー
ラボラトリーズの商標です。
   と  は、SRS Labs, Inc.の商標です。
 CS Auto DXおよびWOW HD技術は、SRS  
Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品
化されています。
 SD、SDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
 BLUETOOTHワードマークとロゴは、Bluetooth 
SIG所有であり、ライセンス取得者「パナソニッ
ク株式会社」のマーク使用は、許可を得ています。 
その他のトレードマークおよびトレードネームは
各所有者のものです。
 QRコードは（株）デンソーウェブの登録商標です。
 ミュージックソムリエ ロゴは、パナソニック
株式会社の登録商標です。
 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront 
BrowserおよびASKを搭載しています。

 

・ 本 製 品 の ソ フ ト ウ ェ ア の 一 部 分 に、
Independent JPEG Groupが開発した 
モジュールが含まれています。

・ ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、
日本国、米国、およびその他の国における
株式会社ACCESSの登録商標、または商
標です。
 © 2012 ACCESS CO.,LTD. ALL rights 
reserved.

 Google、Googleロゴ、およびGoogleマップ
は、Google Inc.の商標または登録商標です。
 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、
米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

 「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、
それぞれiPod,iPhone専用に接続するよう
設計され、アップルが定める性能基準を満た
しているとデベロッパによって認定された
電子アクセサリであることを示します。
 アップルは、本製品の機能および安全およ
び規格への適合について一切の責任を負い
ません。
 iPod,iPod classic,iPod nano,iPod touch
は、米国および他の国々で登録されたApple 
Inc.の商標です。

 本機の説明書に記載されている各種名称、
会社名、商品名などは、各社の登録商標ま
たは商標です。
 各社の商標および製品商標に対しては特に
注記のない場合でも、当社はこれを十分尊重
いたします。

 本製品は、AVC Patent Portfolio License
に基づきライセンスされており、お客様が
個人的かつ非営利目的において以下に記載
する行為に係る個人使用を除いては、ライ
センスされておりません。

 ・ AVC規格に準拠する動画（以下、AVCビ
デオ）を記録する場合

 ・ 個人的かつ非営利的活動に従事する消費
者によって記録されたAVCビデオを再生
する場合

 ・ ライセンスをうけた提供者から入手され
たAVCビデオを再生する場合
詳 細 に つ い て は、米 国 法 人MPEG LA, 
LLCにお問い合わせください。
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