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ニンテンドーDSi ネットワークサービスに関する利用規約
ニンテンドーDSi ネットワークサービスに関する利用規約（以下「本規約」といいます。）は、任天
堂が提供するニンテンドーDSi によるネットワークサービスをご利用になるお客様と任天堂との間で
合意されるものです。（本規約で使用される用語は、各条文で定義されることがあるほか、末尾第
19 条にもまとめられています。）
お客様は、ニンテンドーDSi によるネットワークサービスにご登録することにより、本規約に同意し
たものとみなされますので、ご登録される前に、本規約の以下の全ての条項をよくお読みください。
お客様が 20 歳未満である場合には、ご自身では登録できません。必ず保護者の方の同意を得て、ご
登録を行ってください。

第1章
ニンテンドーDSi ネットワークサービス
第1条

ニンテンドーDSi ネットワークサービス
本規約は、お客様がニンテンドーDSi ネットワークサービスをご利用になる際に適用される
ものです。任天堂が提供するニンテンドーDSi ネットワークサービスとは、本規約に定める
各種サービス等により構成されるものをいいます。
ニンテンドーDSi ネットワークサービスは、日本国内に存在する日本国内向仕様のニンテン
ドーDSi を対象とし、お客様が私的使用するために提供されます。

第2章
ニンテンドーDSi ショップサービス
第2条

ニンテンドーDSi ショップサービス
「ニンテンドーDSi ショップサービス」とは、お客様がニンテンドーDSi を用いて、任天堂
が直接または間接に運営するインターネットサーバーに接続し、任天堂が提供するポイント
登録システムに基づきポイント登録を行い、登録済のポイントを対価とするなどして（ただ
し、別途無償と定める場合もあります。）、対象コンテンツ等をニンテンドーDSi にダウン
ロードした上、使用することの許諾を受けることを内容とするサービスで、任天堂がお客様
に提供するものをいいます。
任天堂は、その単独の裁量において、対象コンテンツ等をバージョンアップまたは変更し、
またその一覧を随時修正または変更することがあります。

第3条

使用許諾
任天堂は、お客様が本規約を遵守することを条件として、お客様が対象コンテンツ等をニン
テンドーDSi にダウンロードし、別途明示的に定める場合を除き、当該ニンテンドーDSi 上
でのみこれを使用することができる権利を許諾します。また、お客様は、対象コンテンツ等
の通常の使用方法の範囲内において、対象コンテンツ等をご家族やご友人等の第三者と共に
使用することができるものとします。当該使用許諾は非排他的なものであり、使用期間につ
き制限がある場合があり、かつ任天堂によりいつでも取消可能であることをお客様は了解す
るものとします。
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前項の定めにかかわらず、本規約に定めるほか合理的な理由がある場合、任天堂は、お客様
が対象コンテンツ等をニンテンドーDSi ショップサービスを通じてダウンロードすることを
拒絶することができます。
本規約、取扱説明書その他マニュアルやガイドライン等においては、対象コンテンツ等の
「購入」、「購買」その他これらに類似する表現は、文脈上別異に解すべき場合を除き、対
象コンテンツ等をニンテンドーDSi にダウンロードしてインストールした上、使用すること
の許諾を受けることをいいます。
第4条

ニンテンドーDSi ショップサービスに係るペアレンタルコントロール機能
お客様がペアレンタルコントロール機能を有効にしている場合、お客様は、ニンテンドー
DSi ショップサービスにおいて、自らが事前に特定した機能またはサービスを使用すること
ができません。

第5条

ポイント購入・登録・使用
お客様は、ニンテンドーDSi ショップサービスに関して、ポイント購入時点における最新の
ポイント料金を、別途任天堂が定める支払方法により支払いポイントを購入します。
お客様は、ご購入されたポイントを別途任天堂が定める方法により、ニンテンドーDSi に登
録（「ポイント登録」といいます。）します。当該ポイント登録の後には、法令に定める場
合を除き、お客様は登録の取消やポイントの返還等を求めることができませんし、無償・有
償を問わずポイントの譲渡を行うこともできません。
お客様が対象コンテンツ等をダウンロード（プレゼント等として第三者にダウンロードさせ
る場合を含みます。）するに際し、登録済のポイントから、当該対象コンテンツ等のダウン
ロードの時点における最新の対価見合いのポイントが消費されます（ただし、対象コンテン
ツ等によっては、任天堂は登録済のポイントを対価とせず無償で使用許諾を行う場合があり
ます。）。ダウンロードした対象コンテンツ等は、別途明示的に定める場合を除き、ダウン
ロードしたお客様のニンテンドーDSi 上でのみ動作し、他のニンテンドーDSi や別の機器で
は使用することができません。また、一旦ダウンロードした対象コンテンツ等は、任天堂に
返品することはできません。

第3章
ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービス
第6条

ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービス
ニンテンドーDSi は、インターネットに接続できる機能をもっています。「ニンテンドー
DSi ネットワーク通信サービス」とは、ニンテンドーDSi のこの機能を使用し、任天堂が提
供する各種サービスをいいます。以下はニンテンドーDSi ネットワーク通信サービスの主な
ものですが、これに限られません。その内容については、随時、任天堂のインターネットホ
ームページ（http://www.nintendo.co.jp/）上に告知していく予定です。
① 通信コンテンツを随時、任意にお客様のニンテンドーDSi に対して提供するサービス
② お客様が、通信コンテンツを利用するなどして、インターネット上の各種情報（第三者
の運営するホームページにおいて提供される商業的または非商業的な情報を含みます。）の
閲覧を行うことを可能にするための機能等を提供するサービス
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③ お客様が、対象コンテンツ等および通信コンテンツを利用するなどして、他のお客様等
との間で対戦プレイや通信プレイを行うこと、または、メッセージその他のデータの送受信
を行うことを可能にするための機能等を提供するサービス
お客様は、ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービスにより、ご自身で、またご家族やご
友人等の第三者と共に、ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービスを利用することができ
ます。
任天堂は、その単独の裁量において、ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービスの全部ま
たは一部について、その提供を停止したり、その仕様をバージョンアップまたは変更し、ま
たは通信コンテンツの一部または全部またはその一覧を随時修正または変更することがあり
ます。
第7条

使用許諾
任天堂は、通信コンテンツについて、お客様が本規約を遵守することを条件として、ご自身
で、またはご家族やご友人等の第三者と共に使用することを許諾します。当該使用許諾は非
排他的なものであり、使用期間につき制限がある場合があり、かつ任天堂によりいつでも取
消可能であることをお客様は了解するものとします。
前項の定めにかかわらず、本規約に定めるほか合理的な理由がある場合、任天堂は、ニンテ
ンドーDSi ネットワーク通信サービスを提供することを拒絶することができます。

第8条

ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービスに係るペアレンタルコントロール機能
お客様がペアレンタルコントロール機能を有効にしている場合、お客様は、ニンテンドー
DSi ネットワーク通信サービスにおいて、自らが事前に特定した機能またはサービスを使用
することができません。

第9条

ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービスの対価
任天堂は、原則として無償でニンテンドーDSi ネットワーク通信サービスをお客様に提供い
たします。お客様は、ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービスをご利用になるに当たり、
任天堂に対して、原則としては、金銭的な対価を支払う必要はなく、また、有償のポイント
等を使用する必要もありません。ただし、別途、任天堂が明示的に定めて通知または告知し
た場合はこの限りではありません。

第4章
その他
第 10 条 業務委託
任天堂は、ニンテンドーDSi ネットワークサービスの提供に関連して、その業務の一部を任
天堂が選任した第三者に委託することがあります。
第 11 条 知的財産権
ニンテンドーDSi ネットコンテンツは全て任天堂知的財産であって、これらについて、任天
堂は、著作権法、特許法、商標法上その他手段の如何を問わず、その複製を配布する独占的
な権利を明示的に留保します。お客様は、任天堂がニンテンドーDSi ネットコンテンツに関
する全ての著作権、特許権、著作者人格権、商標権その他の知的財産権を保持するまたは使
用する権利を有することを了解するものとします。お客様は、本規約によりお客様に対して
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明示的に許諾されていないニンテンドーDSi ネットコンテンツに対する権利および任天堂知
的財産に関する権利が全て、制限なく、任天堂により留保されていることを了解するものと
します。本項は、各ニンテンドーDSi ネットコンテンツを任天堂が保有するか第三者が保有
するかにかかわらず適用されます。
お客様は、ニンテンドーDSi ネットワークサービスに関して、任天堂または第三者の著作権、
特許権、著作者人格権、商標権または商号もしくは製品名に対する任天堂もしくは第三者の
権利、権原および権益に支障を及ぼし、またはそれらを減殺することとなる措置を講じない
ことを了解するものとします。
第 12 条 複製・改変・リバースエンジニアリング等の禁止
お客様は、別途明示的に許諾されている場合を除き、ニンテンドーDSi ネットコンテンツの
一部または全部について、複製、改変、リバースエンジニアリングを行い、それらの二次的
著作物を作成し、それらの翻案を行い、またはそれらを公衆に送信可能な状態におくことは
できません。また、ニンテンドーDSi 本体およびニンテンドーDSi ネットワークサービスに
ついては、任天堂または任天堂の許諾を受けた第三者が製造販売する周辺機器およびソフト
ウェア等以外のものを使用することはできません。
任天堂は、お客様の別途の同意が有る場合には、ニンテンドーDSi 本体、ニンテンドーDSi
周辺機器、ニンテンドーDSi ネットワークサービスまたはニンテンドーDSi ネットコンテン
ツその他のソフトウェア等もしくはデータのセキュリティもしくは機能等を向上するために、
または不正に改造されたもしくは任天堂の許諾を受けていないニンテンドーDSi 本体、ニン
テンドーDSi 周辺機器またはニンテンドーDSi ネットコンテンツその他のソフトウェア等も
しくはデータの使用を防止するために、ニンテンドーDSi ネットワークサービスを通じて、
お客様のニンテンドーDSi 本体またはニンテンドーDSi 周辺機器のシステムの更新等を行う
ことができるものとします。この場合、お客様は、ニンテンドーDSi 本体もしくはニンテン
ドーDSi 周辺機器のシステム、またはニンテンドーDSi ネットコンテンツその他のソフトウ
ェア等もしくはデータが、お客様に対する事前の通知なくして変更または削除等されること
があることを了解するものとします。
第 13 条 権利譲渡の禁止
お客様は、理由の如何を問わず、本規約に特に定めるほか、有償無償を問わず本規約の当事
者たる地位または本規約上の権利義務を譲渡、貸与その他の形態で処分しまたはニンテンド
ーDSi ネットコンテンツの再実施を許諾することはできません。お客様が、ニンテンドー
DSi を第三者に譲渡（有償無償を問いません。）する場合は、ニンテンドーDSi ネットコン
テンツ等を全て消去し、かつニンテンドーDSi を初期化しなければなりません。また、お客
様が中古のニンテンドーDSi を有償無償を問わず譲り受けた場合には、当該譲り受け時点に
おいて既に格納されたニンテンドーDSi ネットコンテンツ等を全て消去し、かつニンテンド
ーDSi を初期化してからニンテンドーDSi ネットワークサービスにご登録するものとします。
第 14 条 本規約の終了および解除
お客様は、ニンテンドーDSi ネットコンテンツをニンテンドーDSi から削除し、かつ、保有
するポイントに関する権利を放棄することにより、本規約を終了させることができます。
任天堂は、ニンテンドーDSi ネットワークサービスの終了を任天堂のウェブサイト等に事前
に告知することにより、ニンテンドーDSi ネットワークサービスおよび本規約を終了させる
ことができます。任天堂が本規約を終了した場合、お客様が保有しているポイントは、当該
終了の時点をもって無効となり、法令に定める場合を除き、お客様が当該ポイントの返金を
求めることはできません。
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お客様が本規約または任天堂が随時発行するニンテンドーDSi ご利用に関するお願いもしく
はガイドライン（その時々における最新のもの）に違反した場合または本規約に定める義務
を遵守しない場合は、任天堂は、本規約を直ちに解除することができます。また、お客様が
反社会的勢力であるかまたは反社会的勢力と何らかの関わりを有する者であると任天堂が認
めた場合には、任天堂は事前の通知等を行うことなく、お客様のニンテンドーDSi ネットワ
ークサービスの利用を停止し、または本規約を解除する等の必要な措置をとることができる
ものとします。これらの場合において、任天堂は、お客様が既に登録したポイントを返金し
ないものとします。
また、お客様が、ニンテンドーDSi ネットコンテンツもしくはその複製物を第三者に対する
譲渡、貸与、質入その他の方法により処分した場合には、お客様は原状回復の義務を負いま
す。
本規約が本条の規定により終了し、または解除された場合であっても、第 10 条乃至第 16 条、
第 18 条および第 19 条の規定はなお効力を有するものとします。
第 15 条 免責および責任の制限
お客様は、本規約に基づき任天堂がニンテンドーDSi ネットワークサービスに関してお客様
に提供するポイント、ニンテンドーDSi ネットコンテンツ、ニンテンドーDSi ネットワーク
通信サービスを通じてインターネット上の第三者の運営するホームページなどにおいて提供
されるコンテンツ、およびこれらに関係する一切の情報が、「現状のまま」にて、何らの保
証をも伴うことなく、提供されるものであること、サーバ障害やメンテナンス作業その他任
天堂による判断等を理由として任天堂が事前の通知なしにニンテンドーDSi ネットワークサ
ービスを中断または停止することがあること、また、お客様が本規約または任天堂が随時発
行するニンテンドーDSi ご利用に関するお願いもしくはガイドライン（その時々における最
新のもの）に違反したり、ニンテンドーDSi ネットワークサービスを妨害したり、他のお客
様に対して迷惑な言動をしたり、反社会的勢力であるかもしくは反社会的勢力と何らかの関
係を持ったり、その他任天堂が必要と判断する場合に任天堂がお客様のニンテンドーDSi ネ
ットワークサービスのご利用を事前の通知なく停止することができること、または、本規約
に基づき任天堂が、ニンテンドーDSi ネットワークサービスを通じてニンテンドーDSi 本体
もしくはニンテンドーDSi 周辺機器のシステム、またはニンテンドーDSi ネットコンテンツ
その他のソフトウェア等もしくはデータを更新、変更または削除等することができることを
了解するものとします。お客様はここに、黙示的なものか明示的なものかを問わず、本規約
に基づき任天堂がニンテンドーDSi ネットワークサービスに関してお客様に提供するポイン
ト、ニンテンドーDSi ネットコンテンツ、ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービスを通
じてインターネット上の第三者の運営するホームページなどにおいて提供されるコンテンツ、
およびこれらに関係する一切の情報につき、それらの全部または一部が使用できなかったこ
と、もしくはそれらを使用したこと、本規約に基づき任天堂によってニンテンドーDSi 本体
もしくはニンテンドーDSi 周辺機器のシステム、またはニンテンドーDSi ネットコンテンツ
その他のソフトウェア等もしくはデータが更新、変更もしくは削除等されたこと、またはニ
ンテンドーDSi ネットワークサービスが終了、中断または停止されたこと、もしくは本規約
が終了ないし解除されたことにより、お客様または第三者に生じる損害および損失につき一
切の請求権を放棄することを了解するものとします。
任天堂は、間接的または付随的な損害および損失について、かかる損害および損失が発生す
る可能性を認識していた場合であっても、お客様に対して何ら責任を負わないものとします。
第 16 条 個人情報の保護
任天堂は、本規約に関して直接もしくは任天堂がニンテンドーDSi ネットワークサービスの
実施のためその業務の一部を委託した業者を通じて任天堂が収集するお客様の情報であって、
個人を識別できる情報（以下、「個人情報」といいます。）を、注文処理、注文履歴の管理、
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ニンテンドーDSi ネットワークサービスおよびニンテンドーDSi ネットコンテンツ、その他
任天堂または第三者の業務および製品に関する情報提供ならびにプレゼントの提供等のため
利用します。また、お客様の別途の同意がない限り、任天堂は、本条における利用目的の範
囲を超えて、お客様のニンテンドーDSi に格納された情報（個人情報に限らない）を利用し
ないものとします。
任天堂は、お客様がご自身のクラブニンテンドーの ID をニンテンドーDSi ネットワークサ
ービスの利用に際して登録した場合においては、本規約に関して直接もしくは任天堂がニン
テンドーDSi ネットワークサービスの実施のためその業務の一部を委託した業者を通じて任
天堂が収集するお客様の個人情報を、上記の利用目的に加えクラブニンテンドーにおけるサ
ービスの提供等のため利用します。
任天堂は、任天堂が保有する個人情報を不正な使用、漏洩、開示、改変または廃棄から保護
するため、合理的な対策を講じます。
任天堂は、ニンテンドーDSi ネットワークサービスの実施のためその業務の一部を委託した
業者に対して当該委託業務の遂行のため個人情報を提供する場合、裁判所その他の官公庁か
ら個人情報の提供または開示を求められた場合、およびその他法令により許容される場合を
除き、個人情報を第三者に提供しません。
お客様がご自身でニンテンドーDSi 本体またはニンテンドーDSi ネットワーク上に保存した
個人情報その他重要な情報については、お客様の責任において管理するものとします。ご自
身で保存した個人情報の取扱いには十分に注意し、また、ニンテンドーDSi 本体を処分する
際には、保存した個人情報やその他の重要な情報を悪用されないように消去してください。
第 17 条 通知
(1) 任天堂による通知
任天堂は、ニンテンドーDSi ネットワークサービスに関連して通知、承諾その他の連絡を行
う場合には、任天堂のインターネットホームページ（http://www.nintendo.co.jp/）上に告
知します。場合によっては、任天堂は、かかる通知、承諾その他の連絡をお客様のニンテン
ドーDSi に対して電子的に送信します。任天堂は、当該連絡を告知または送信することによ
り免責され、当該連絡の不達または遅延によりお客様に生じる一切の損害および損失につき、
その理由の如何を問わず、責任を負いかねます。
(2) お客様による通知
お客様が任天堂に対し、ニンテンドーDSi ネットワークサービスに関し通知、承諾その他の
連絡を行う場合には、その内容に応じ、ニンテンドーDSi 本体取扱説明書、ニンテンドー
DSi ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス ま た は 任 天 堂 の イ ン タ ー ネ ッ ト ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.nintendo.co.jp/）その他において示される各連絡先に連絡するものとします。
第 18 条 準拠法および裁判管轄
本規約は日本法により解釈されるものとします。本規約に関連する任天堂とお客様との間の
紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条 定義
本規約において、次の語は、以下に定める意味を有するものとします。
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「本規約」とは、ニンテンドーDSi ネットワークサービスに関する利用規約をいいま
す。また、本規約の内容を任天堂はそのインターネットホームページ
（http://www.nintendo.co.jp/）に公表することにより随時変更することができます。
-

「任天堂」とは、任天堂株式会社およびその関連会社をいいます。
「ニンテンドーDSi」とは、ニンテンドーDSi およびその後継機、互換機をいいます。

「ニンテンドーDSi ネットコンテンツ」とは、ニンテンドーDSi ネットワークサービ
スに関連して提供される全てのコンテンツをいい、対象コンテンツ等および通信コンテンツ
その他のコンテンツを含みますが、ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービスを通じて、
インターネット上の第三者の運営するホームページなどにおいて提供されるコンテンツを含
みません。
「ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービス」とは、ニンテンドーDSi によるイン
ターネットを介した電子的な通信方法によるサービスで本規約に定める内容のものであって、
有線、無線の別や通信技術手段の如何、または、ニンテンドーWi-Fi コネクション等のサー
ビスの呼称の如何を問いません。
「お客様」には、本規約にご同意いただけるお客様ご本人および本規約に従い通常
の使用範囲においてニンテンドーDSi を使用するご家族やご友人等の第三者を含むものとし
ます。お客様ご本人は、これらの第三者が本規約を遵守することにつき連帯して責任を負う
ものとします。
「任天堂知的財産」とは、任天堂が保有し、もしくは使用許諾を受けている知的財
産権、ハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェアコード、文書、ノウハウその他の情報、
ならびに、任天堂が本規約と独立に開発し、または使用許諾を受けている知的財産権、ハー
ドウェア、ソフトウェア、ソフトウェアコード、文書、ノウハウその他の情報を意味します。
任天堂知的財産には、お客様による対象コンテンツ等のダウンロードを可能もしくは円滑に
し、ポイント登録およびポイント決済を電子的に処理し、ポイント登録およびポイント決済
の履歴を管理することまたは通信コンテンツの提供を可能もしくは円滑にすることを主な目
的として任天堂が使用する、任天堂が保有しもしくは任天堂が使用許諾を受けている知的財
産権、ハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェアコード、文書、ノウハウその他の情報が
含まれますが、これらに限定されるものではありません。
「私的使用」とは、お客様が任天堂または任天堂以外の者より使用許諾を受けたニ
ンテンドーDSi ネットコンテンツを、私的使用の目的で、その範囲内でのみ、営利や金銭そ
の他対価の授受を伴わない態様にて、かつその他本規約の定めに従い使用することをいいま
す。
「ペアレンタルコントロール機能」とは、お客様が、①特定非営利活動法人コンピ
ュータエンターテインメントレーティング機構（CERO）が各ソフトウェアに関して定める
「年齢区分」に準拠した年齢区分を特定した上で、本機能を有効とすることによって、当該
年齢区分に適合しないソフトウェア（ただし、特定非営利活動法人コンピュータエンターテ
インメントレーティング機構（CERO）によって予め「年齢区分」が定められているものに限
ります。）の使用を制限すること、および②お客様がニンテンドーDSi ネットワークサービ
スにおける一部の機能またはサービス（ただし、任天堂が別途定める範囲のものに限りま
す。）を任意に特定した上で、本機能を有効とすることによって、当該機能またはサービス
の使用を制限することを、それぞれ可能とする機能をいいます。
「ポイント」とは、お客様が直接または間接に任天堂から購入または取得するポイ
ントであって、ポイント登録を経てニンテンドーDSi ショップサービスの対象コンテンツ等
と交換するために用いられるものをいいます。本規約、取扱説明書その他マニュアルやガイ
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ドライン等においては、「ポイント購入」、「ポイント購買」および類似の表現は、文脈上
別異に解すべき場合を除き、贈与によるポイント（ポイント登録前のものに限ります。）の
適法な取得等を含みます。
「ポイント登録システム」とは、ニンテンドーDSi ショップサービスに関して任天堂
が運営するポイント制度であり、ポイント登録およびポイント決済を処理し、それらの履歴
を管理する制度をいいます。
「ポイント登録」とは、お客様が別途任天堂が定める支払方法により購入したポイ
ントが、ポイント登録システムに記録される手続をいいます。
「ポイント決済」とは、お客様の保有するポイントとしてポイント登録システム上
に記録されているポイントを、対象コンテンツ等の対価として使用する手続をいいます。
「対象コンテンツ等」とは、ニンテンドーDSi ショップサービスを通じてお客様がダ
ウンロードして使用することができる「任天堂コンテンツ」、「提携先コンテンツ」、情報、
データ、メッセージその他のコンテンツならびにこれら以外の財およびサービスをいい、そ
の内容は任天堂によりお客様への事前の予告なく更新される場合があります。
「任天堂コンテンツ」とは、任天堂が著作権、著作者人格権、特許権、商標権その
他の知的財産権を保持し、または正当に許諾を受けているソフトウェア、情報、データ、メ
ッセージその他のコンテンツであって、ニンテンドーDSi ショップサービスを通じてお客様
に使用を許諾する対象コンテンツ等のうち、任天堂ブランドのものをいいます。
「提携先コンテンツ」とは、任天堂以外の者が著作権、著作者人格権、特許権、商
標権その他の知的財産権を保持し、または正当に許諾を受けているソフトウェア、情報、デ
ータ、メッセージその他のコンテンツであって、任天堂が、任天堂以外の者からニンテンド
ーDSi ショップサービスを通じてお客様に使用を許諾することの許諾を受けてお客様に使用
を許諾する対象コンテンツ等のうち、他社ブランドのものをいいます。
「通信コンテンツ」とは、ニンテンドーDSi ネットワーク通信サービスを通じてお客
様に使用を許諾する任天堂または第三者のソフトウェア、情報、データ、メッセージその他
のコンテンツ（任天堂または第三者の商業的または非商業的なメッセージを含みます。）を
いいます。
「個人情報」には、お客様の氏名、年齢、任天堂がお客様に割り当てる通信アカウ
ントおよびお客様がポイント決済のために使用するクレジットカードに係る情報（カード番
号等）を含みます。
以上

