GeForce NOW Powered by SoftBank クローズドベータテスト利用規約
「GeForce NOW Powered by SoftBank クローズドベータテスト利用規約」（以下「本規約」といい
ま す 。）は 、ソフ ト バン ク株式 会社（ 以下「 当社」と いい ます 。） が提供 する 「 GeForce NOW
Powered by SoftBank」（以下「本サービス」といいます。）のクローズドベータテスト（以下「本テスト」
といいます。）の提供条件等を定めるものです。本テストへのご参加にあたっては、本規約に同意いただく
必要があります。

◆本サービスの利用に関して
第1条 本サービスの概要
1.

本サービスは、NVIDIA Corporation（以下「NVIDIA」といいます。）の GeForce NOW アプ
リケーションを利用した、当社が提供するクラウドゲーミングサービスおよびこれに関連する機能をいい
ます。

2.

本サービスを利用するには、当社所定の方法で、本サービスのアカウントと NVIDIA アカウントを紐
づける必要があります。NVIDIA アカウントの作成にあたっては、別途 NVIDIA が定める利用規約
に同意いただく必要があります。

3.

本サービスを利用するには、その他第三者が提供するサービスへ加入いただく必要がある場合があり
ます。

4.

本サービスの利用にはインターネットの接続が必要となります。

5.

本サービスのご利用は日本国内に限ります。

第2条 本テストの概要
1.

本テストは、本サービスの機能・動作・サーバ負荷テスト等、本サービスの正式な提供（以下「正式
サービス」といいます。）にむけた運用試験を目的としています。そのため、一部使用できない機能や
正式サービスとは異なる箇所があり、当社は、これを原因とする不利益や損害について、一切の責
任を負いません。

2.

当社が状況に応じて緊急メンテナンスやログイン制限を実施し、これにより本サービスを利用いただけ
ない場合、サーバ負荷やバランスの点で、安定してプレイができない場合等がありますが、当社は、こ
れを原因とする不利益や損害について、一切の責任を負いません。

3.

本テストへは無料でご参加いただけます。ただし、本サービス利用の際の有料ゲームやコンテンツの購
入、通信料等は別途負担いただく必要があります。

4.

本テストの終了日は、当社ホームページにてお知らせするようにします。当社は本テストの終了日を
自由に変更できるものとし、変更がある場合は当社ホームページにてお知らせするようにします。ただ
し、当社は、何らお知らせすることなく本テストを終了させる場合もあり、これを原因として不利益や
損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。

第3条 テスト参加ユーザ
1.

「テスト参加ユーザ」とは、次項に定めるテスト参加手続きを行った者をいいます。

2.

本テストに参加するためには、当社による抽選に当選し、当社所定の方法で本テストへの参加申
込みを行い、当社が承諾すること（以下「テスト参加手続き」といいます。）が必要となります。

第4条 テスト参加手続き
1.

未成年者は、テスト参加手続きにあたり親権者の同意を得なければならないものとします。

2.

本テストへの参加を希望する者は、当社が実施する抽選に応募し、そのうち当選した者が、氏名、
電話番号、生年月日、メールアドレス等の情報を登録し、本テストへの参加を申し込むものとしま
す。

3.

当社は、前項の申込みを行った者（以下「申込者」といいます。）が次のいずれかに該当すると判
断した場合、これを承諾しない場合があります。
(1) テスト参加手続きにおける申込内容に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
(2) その他、当社が当該申込者に対し、本テストへの参加を認めることが不適当と判断する場合

4.

当社は、テスト参加手続きにおいて承諾した後であっても、承諾を受けたテスト参加ユーザが前項
各号のいずれかに該当することが判明した場合には、承諾を撤回することができるものとします。

5.

テスト参加手続きにおいて、承諾を得た申込者は、本サービスのアカウントにアクセスするためのログ
イン ID、パスワードを設定するものとします。

6.

テスト参加ユーザは自らのログイン ID 及びパスワードを第三者と共有してはなりません。当社は、ロ
グイン ID 及びパスワードを用いて行われたすべての行為を、当該ログイン ID 及びパスワードに係る
テスト参加ユーザの行為によるものとみなすことができるものとします。

7.

テスト参加ユーザはアカウントの不正使用が行われないよう、その情報を適切に保管するものとし、パ
スワードの漏洩、不正使用等を原因として生じた不利益または損害について、当社は、一切の責任
を負いません。

8.

テスト参加ユーザは、第 2 項で登録した氏名、電話番号・メールアドレス等の情報に変更があった
場合、当社所定の方法に従い、速やかに申し出るものとし、かかる申し出の遅滞または申し出がな
されなかったことによる不利益や損害について、当社は一切の責任を負いません。

第5条 正式サービス
1.

本テストの実施は、正式サービスの提供を保証するものではありません。

2.

本テストへの参加後、正式サービスのご利用をご希望の場合は、当社所定の方法で正式サービス
の利用をお申込みいただく必要があります。お申込方法の詳細は、ご登録いただいたメールアドレス
宛にご連絡します。

3.

正式サービスをご案内後、一定期間正式サービスへのご登録がない場合、本テストへの参加の際に
作成いただいた本サービスのアカウントを削除させていただく場合があり、これによってテスト参加ユー
ザに損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。

4.

テスト参加ユーザが正式サービスを利用する場合、本テストへの参加に係る情報（ログイン ID、パ

スワード、データ等）を移行させることができない場合があり、これを原因として生じた不利益または
損害について、当社は一切の責任を負いません。
第6条 退会
1.

テスト参加ユーザが自ら本サービスのアカウントを削除する（以下「退会」といいます。）ためには、
当社所定の方法で申し出を行い、当社が退会に承諾することが必要になるものとします。

2.

当社が、テスト参加ユーザに対して退会を承諾した日が退会日となり、退会と同時に本サービスの
利用ができなくなります。

3.

テスト参加ユーザが退会した場合、再度本テストに参加することはできません。

第7条 アカウント削除等
当社は、テスト参加ユーザが次の各号のいずれかに該当する場合には当該ユーザへの本サービスの全部
又は一部の提供を停止し、又は当該ユーザのアカウントを削除することができるものとします。
(1) 本規約に定める禁止行為を行った場合
(2) その他、本規約に違反した場合
(3) 前各号の他、アカウントの削除が適当であると、当社が判断する場合
第8条 テスト参加ユーザへの通知
当社は、テスト参加ユーザに対し、当社が運営するウェブサイトへの表示及び当社が適当と判断する方
法により、必要な情報を通知します。また、本サービスの利用に必要な情報を、当社よりテスト参加ユー
ザの登録メールアドレス宛に通知させていただく場合があります。
第9条 権利帰属
本サービスを通じて提供される全てのデータ、文章、音声、映像、イラスト、情報及び本サービスに関する
著作権、商標権、肖像権を含む一切の権利は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属します。
第10条 禁止事項
テスト参加ユーザは、本サービスの利用に際し、次の各号に該当する行為又は該当するおそれのある行
為を行ってはならないものとします。
(1) 本サービスを通じて提供される全データ、情報、文章、音、映像、イラスト等について、著作権法で
認められた私的利用の範囲を超えて、複製、頒布、譲渡、貸与、公衆送信、又はリバースエンジニア
リング、逆アセンブル、逆コンパイル等すること
(2) 当社又は第三者の財産(商標権、意匠権等の知的財産権を含みます。)、プライバシー、肖像権そ
の他一切の権利を侵害すること、又はそのおそれのある行為をすること
(3) 当社又は第三者のサーバ、ネットワーク、ウェブサイト等への不正アクセスやウイルス、ハッキングなどに
より当社の運営を妨害又は破壊する行為
(4) 当社又は第三者を誹謗中傷し、その名誉又は信用を毀損すること、又はそのおそれを生じさせるこ

と
(5) 本規約による契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、
移転、担保設定、その他の処分をすること
(6) テスト参加ユーザとしての資格に基づき有する権利を、インターネットオークション等により第三者に転
売する等、第三者に対し譲渡、貸与、名義変更すること、又は質権の設定その他の担保に供すること
(7) 本サービスを利用して自己又は第三者の営利を目的とした活動、及びその準備を目的とした活動を
行うこと。
(8) 本サービスを利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体へ
の加入等宗教上の結社に関する行為をすること。
(9) 他人の個人情報を利用して本サービスに入会すること、その他なりすまし行為をすること
(10) 上記各号の他、法令又は公序良俗に違反する行為若しくは本サービスの運営を妨害する行為を
行うこと。
(11) その他当社が不適切と判断する行為
第11条 動作保証
本サービスの対応端末は当社ホームページをご確認ください。
第12条 サービス内容の変更等
1.

当社は、テスト参加ユーザに対し事前に何ら通知を行うことなく、本サービスの提供内容やテスト参
加ユーザ特典等を変更することができるものとします。

2.

当社は、前項の場合において、本サービスの重要な内容を変更するときは、第 8 条に定める方法に
より事後にテスト参加ユーザに対し通知を行うものとします。

第13条 サービスの停止等
1.

当社はシステムの保守点検、不可抗力、又は本サービスの運営状況その他の予期できない事情が
存する場合及び当社が必要と判断する場合は、テスト参加ユーザに対し事前に何ら通知を行うこと
なく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中止することができるものとします。

2.

当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきテスト参加ユーザに生じた損害について一切の責
任を負いません。

第14条 サービスの終了
1.

当社は、本サービスの提供を継続し難いと判断した場合及び当社が必要と判断する場合には、本
サービスの提供を終了することができるものとします。

2.

当社は、前項に基づき当社が行った措置に基づきテスト参加ユーザに生じた損害について一切の責
任を負いません。

◆個人情報の取扱いに関して
第15条 個人情報の取扱い
1.

当社は、本サービスを提供するにあたって、テスト参加ユーザに関する契約情報（氏名、生年月
日、メールアドレス、電話番号）、契約者固有 ID 及び本サービスに関わる利用履歴（アクセス履
歴、閲覧履歴、購買履歴、設定情報等）を取得します。

2.

本 サ ー ビ ス の 提 供 に あ た り取 得 す る 個 人 情 報 の 取 り扱 い は 、 当 社 の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
（https://www.softbank.jp/corp/privacy/）に従います。

3.

テスト参加ユーザは、当社に対し、本サービスの提供等（本サービスのアカウントと NVIDIA アカウン
トの紐づけを含みます。）を受ける目的で、自らのアカウントに係る情報（契約者固有 ID）
を NVIDIA に提供することを委託し、当社は、かかる委託に基づき、テスト参加ユーザに代わって、
当該情報を NVIDIA に提供するものとします。

4.

テスト参加ユーザは、前項に基づく情報の提供先である NVIDIA がアメリカ合衆国に所在する法人
であることを理解し、同意するものとします。

第16条 メールマガジン・広告等の配信
1.

テスト参加ユーザは、本規約への同意をもって、当社がテスト参加ユーザに対し、当社又はその提
携先等のサービス、商品、キャンペーン等に係るご案内のメール及びメールマガジンを配信することに
同意したものとみなされます。

2.

前項のメール及びメールマガジンは、テスト参加ユーザが登録した携帯電話番号又はメールアドレス
宛に配信されます。

3.

テスト参加ユーザは、当社に対し、本条に基づいて当社が配信するメール及びメールマガジンの全部
又は一部について、当社所定の方法により、配信の停止を求めることができ、当社はこれに応じるも
のとします。

4.

本条に基づくメール及びメールマガジンは、本サービスの利用を停止した場合であっても継続して配
信されます。配信をご希望されない場合は、テスト参加ユーザ自ら前項の配信停止手続きを行って
いただく必要があります。

5.

本条に定めるメール及びメールマガジンの受信には通信料が発生します。

◆その他の一般条項に関して
第17条 損害賠償
1.

テスト参加ユーザは、本サービスの利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により当社又はその他
の第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。

2.

テスト参加ユーザは、本サービスの利用に関し、他のユーザ又はその他の第三者から、クレームや請
求を受け、又は紛争が生じた場合は自己の責任と費用負担でこれを解決するものとします。

第18条 免責
1.

当社およびグループ企業ならびに提携先は、本サービスの利用の安全性・有用性・正確性等を、明

示または黙示にも一切保証するものではありません。
2.

テスト参加ユーザが、本サービスの利用（本サービスの終了、中止、停止その他の事由により利用
できなかったこと、本サービスの内容変更も含みます。）に関し損害を受けた場合、当社およびグル
ープ企業ならびに提携先はその賠償の責を負わないものとします。

第19条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と
判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残
りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第20条 準拠法・裁判管轄
1.

本サービスの利用並び本規約の適用及び解釈は、日本法に準拠するものとします。

2.

テスト参加ユーザは、当社との間で本サービス又は本規約について訴訟の必要が生じた場合、東京
地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するもの
とします。

第21条 本規約の内容変更
本規約の内容は、当社の都合により、テスト参加ユーザへの通知なしに変更されることがあります。その場
合、当社は変更後の内容を当社ホームページに掲載及びテスト参加ユーザの登録メールアドレス宛に通
知するものとし、テスト参加ユーザはこれを確認するものとします。また当該変更の後は、変更後の本規
約に従い、当社は本サービスを提供するものとし、テスト参加ユーザはこれに従うものとします。なお、変更
後に本サービスを利用した時点で、変更後の本規約に同意したものとみなします。

発行日：2019 年 11 月 30 日

