2011 年 2 月 26 日

ニンテンドー3DS ネットワークサービスに関する利用規約

お客様にニンテンドー3DS ネットワークサービスをご利用頂くにあたり、ニンテンドー3DS 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。）に同意頂く必要があります。本規約
は、お客様と任天堂との間で合意されるものであり、お客様がニンテンドー3DS ネットワークサービ
スをご利用になる際に適用されます。
本規約に同意するにあたり、本規約の以下の全ての条項をよくお読みください。特に本規約第 14 条
には、任天堂が直接または任天堂が本規約に定めるサービスの実施のためその業務の一部を委託した
業者を通じて収集するお客様の個人情報についての利用目的、その他当該個人情報の取扱いに関する
規定が定められております。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 18 条にもまとめられています。
お客様が 20 歳未満である場合には、ご自身では本規約に同意できません。必ずお客様の保護者の方
が本規約に同意してください。

第1条

ニンテンドー3DS ネットワークサービス

ニンテンドー3DS ネットワークサービスとは、ニンテンドー3DS がもつインターネットに接続できる
機能や通信ができる機能その他電子的な通信方法（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、すれちがい通信、いつの間に通信等の呼称の如何を問わないもの
とします。）を使用し、任天堂が提供する各種サービス等により構成されるものをいいます。以下は
ニンテンドー3DS ネットワークサービスの主なものですが、ニンテンドー3DS ネットワークサービス
はこれらに限られません。その内容については、随時、任天堂のウェブサイト
（http://www.nintendo.co.jp/）上に告知していく予定です。
①ショッピングサービス
②引っ越し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
③任天堂またはその提携先の商業的または非商業的なソフトウェア、情報、データ、メッセージその
他のコンテンツを随時、任意にお客様のニンテンドー3DS に対して提供するサービス
④お客様が、ニンテンドー3DS 対応ソフトウェアやサービス等を利用する等して、他のお客様との間
で対戦プレイ、通信プレイまたはユーザーコンテンツの共有もしくは送受信等を行うこと、または、
他のお客様または任天堂もしくはその提携先との間で商業的または非商業的なメッセージ、データ
その他のコンテンツの送受信等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
⑤お客様が、ニンテンドー3DS 対応ソフトウェア等を利用する等して、インターネット上のウェブサ
イト（第三者の運営するウェブサイトにおいて提供される商業的または非商業的な各種コンテンツ
を含みます。）の閲覧等を行うこと、または、任天堂またはその提携先のニンテンドー3DS 対応サ
ービス等にアクセスすることを可能にするための機能等を提供するサービス
ニンテンドー3DS ネットワークサービスは、原則として日本国内に存在する日本国内向仕様のニンテ
ンドー3DS を対象とし、お客様が私的使用するために提供されます。
ショッピングサービスにおいてポイント決済を要するものとされている場合等を除き、任天堂は、原
則として無償でニンテンドー3DS ネットワークサービスをお客様に提供いたします。お客様は、ニン
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テンドー3DS ネットワークサービスをご利用になるにあたり、任天堂に対して、原則として金銭的な
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。
お客様に対する事前の通知なく、ニンテンドー3DS ネットワークサービスまたはニンテンドー3DS ネ
ットワークコンテンツの一部または全部について、随時、その提供が停止されたり、その仕様がバー
ジョンアップ、変更または修正されたりすることがあります。さらに、ショッピングコンテンツまた
はその一覧もしくは価格は、随時、変更または修正されることがあります。
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3DS ネットワークサービスを
提供することを拒絶することができます。

第2条

ショッピングサービス

ショッピングサービスとは、お客様がニンテンドー3DS 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、ポイント決済をする等して（ただし、別途無償と定められる場
合や、引き換え番号等のポイント以外の手段を使用する場合もあります。）、ショッピングコンテン
ツをニンテンドー3DS で使用することの許諾を受けること等を内容とするサービスをいいます。

第3条

ポイント購入・登録・使用

お客様は、ポイントを購入するにあたり、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うものとします。
お客様は、ショッピングサービスに関してポイントを使用するにあたり、購入したポイントをポイン
ト登録するものとします。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。なお、任天堂ポイントシステムに記録されたポイントは「円」という単位で呼称されます
が、ポイントに貨幣価値はなく、使用可能範囲が限定されていることをお客様は了解するものとしま
す。
お客様は、ショッピングコンテンツを購入するにあたり、ポイント決済をするものとします（ただし、
別途無償と定められる場合や、引き換え番号等のポイント以外の手段を使用する場合もあります。）。
ショッピングコンテンツは、別途明示的に定める場合を除き、お客様のニンテンドー3DS 上でのみ動
作し、他のニンテンドー3DS や別の機器では使用することができません。また、一旦ポイント決済
（引き換え番号等のポイント以外の手段を使用する場合を含みます。）をして購入したショッピング
コンテンツは返品することはできません。

第4条

引っ越し

引っ越しとは、お客様の「ニンテンドーDSi」もしくは「ニンテンドーDSi LL」からお客様のニンテ
ンドー3DS へ、またはお客様のニンテンドー3DS 間において、ニンテンドー3DS ネットワークサービ
スその他の電子的な通信方法を使用して、任天堂が別途引っ越しの対象として定めるソフトウェア、
情報、データその他のコンテンツを移動させることをいいます（お客様のニンテンドー3DS からお客
様の「ニンテンドーDSi」もしくは「ニンテンドーDSi LL」へは移動ができないものとします。）。
なお、引っ越しの対象として定められたソフトウェア、情報、データその他のコンテンツは、引っ越
しを行うことができる回数が制限されているものがあったり、また、随時、引っ越しの対象外に変更
されたりすることがあります。
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お客様の「ニンテンドーDSi」もしくは「ニンテンドーDSi LL」からお客様のニンテンドー3DS への
ニンテンドーDSi ウェアの引っ越しは、お客様が当該ニンテンドーDSi ウェアに関する権利を放棄す
る代わりに、引っ越しの時点でニンテンドー3DS ネットワークサービスにおいて提供されている、当
該ニンテンドーDSi ウェアに相当する最新のニンテンドー3DS 専用ソフト（ダウンロード）をお客様
のニンテンドー3DS へニンテンドー3DS ネットワークサービスを通じてダウンロードした上、使用す
ることの許諾を無償で受けることによって行われるものとします。また、お客様のニンテンドー3DS
間におけるニンテンドー3DS 専用ソフト（ダウンロード）の引っ越しは、お客様が当該ニンテンドー
3DS 専用ソフト（ダウンロード）に関する権利を放棄する代わりに、引っ越しの時点でニンテンドー
3DS ネットワークサービスにおいて提供されている、当該ニンテンドー3DS 専用ソフト（ダウンロー
ド）に相当する最新のニンテンドー3DS 専用ソフト（ダウンロード）をお客様のニンテンドー3DS へ
ニンテンドー3DS ネットワークサービスを通じてダウンロードした上、使用することの許諾を無償で
受けることによって行われるものとします。なお、ニンテンドー3DS 専用ソフト（ダウンロード）は
ニンテンドー3DS 専用のソフトウェアであり、また、随時、バージョンアップ、変更または修正され
ることがあるため、引っ越しを行った場合、引っ越し先の機器にダウンロードされるニンテンドー
3DS 専用ソフト（ダウンロード）は、引っ越し元の機器のニンテンドーDSi ウェアまたはニンテンド
ー3DS 専用ソフト（ダウンロード）と必ずしも完全に同一のものではないことがあることをお客様は
了解するものとします。
お客様は、お客様ご自身が所有する機器間でのみ引っ越しを行うものとし、お客様ご自身以外の第三
者が所有する機器を使用して引っ越しを行わないものとします。

第 5 条 使用許諾
本規約を遵守することを条件として、お客様には、別途明示的な定めがある場合を除き、お客様のニ
ンテンドー3DS もしくはその周辺機器またはニンテンドー3DS ネットワークサービス上でのみニンテ
ンドー3DS ネットワークコンテンツを使用することができる権利が許諾されます。また、お客様は、
ニンテンドー3DS ネットワークコンテンツを、本規約に従い通常の使用範囲において、ご家族やご友
人等の第三者とともに私的使用することができるものとします。かかる使用許諾は非排他的なもので
あり、使用期間や使用回数の制限またはその他追加条件が適用される場合があり、かつ任天堂または
その提携先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。
本規約、ニンテンドー3DS ネットワークサービス、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、ショッピングコンテンツの「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、ポイント決済をしたのち（ただし、別途無償と定められる場合や、引き換
え番号等のポイント以外の手段を使用する場合もあります。）、ショッピングコンテンツをお客様の
ニンテンドー3DS で使用することの許諾を受けることをいいます。

第6条

ユーザーコンテンツ

お客様は、ニンテンドー3DS 対応ソフトウェアやサービス等に関連し、ニンテンドー3DS ネットワー
クサービスを利用して、ユーザーコンテンツの共有または送受信等を行うことができます。ただし、
当該ユーザーコンテンツの共有または送受信等が以下に該当する場合には、この限りではありません。
①第三者の著作権、著作隣接権、特許権、商標権等の知的財産権その他これに準じる権利を侵害する
もの
②第三者の名誉もしくは信用を毀損するもの、または第三者を誹謗中傷するもの
③第三者のプライバシー権もしくは肖像権を侵害するもの、または第三者の個人情報を表示、盗用、
収集、蓄積、変更もしくは利用するもの
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④第三者の業務を妨害するもの、第三者を脅迫するもの、暴力的な表現を含むもの
⑤第三者を欺くもの、または無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、もしくはこれを勧誘・運営するもの
⑥不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反するもの、電子計算機損壊等業務妨害罪に該当する
もの、その他任天堂または第三者のハードウェアまたはソフトウェア等に対して不正な操作を行う
またはその正常な機能を阻害するもの
⑦犯罪予告、犯罪の指南、その他犯罪を惹起するおそれのあるもの
⑧人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産および収入等を
理由とする差別的表現を含むもの
⑨わいせつなもの、性的な表現を含むもの、第三者に不快感または嫌悪感を与えるもの、ポルノ、売
春、風俗営業その他これに類する事項に関連する情報を含むもの（性交その他わいせつな行為を目
的とした出会い等を誘導するものを含みます。）、その他倫理的に問題がある低俗または有害なも
の
⑩第三者に迷惑をかけるもの（同一または類似のコンテンツの大量または連続的な送信等を含みま
す。）、嫌がらせを行うもの、その他正当な理由なく精神的被害または経済的被害を与えるもの
⑪第三者である個人、会社もしくは団体を名乗るもの、権限なく特定の会社もしくは団体の名称を使
用するもの、架空の個人、会社もしくは団体を名乗るもの、事実なく第三者である個人、会社もし
くは団体と業務提携、協力関係その他の関係があると偽るもの、または第三者になりすますもの
⑫宣伝または商用を目的とした広告、勧誘その他これに類するもの（ただし、任天堂が特別に許可し
たものを除きます。）
⑬政治的な主張を含むもの
⑭過剰な点滅表示等、光感受性発作を誘発させるおそれのあるもの
⑮上記の他、犯罪に関わるもの、法令等に違反するもの、公序良俗に反するもの、社会通念上不適切
と認められるもの、任天堂が随時発行するニンテンドー3DS 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）に反するもの、または任天堂が別途行う要請、命令もしく
は強制的措置等に反するもの

お客様は、ニンテンドー3DS 対応ソフトウェアやサービス等に関連し、ニンテンドー3DS ネットワー
クサービスを利用して、ユーザーコンテンツの共有または送受信等を行った場合、お客様は、以下の
行為を同時に行ったものとみなされます。
①任天堂に対して、世界中において、目的の制限なく、当該ユーザーコンテンツ（お客様のニンテン
ドー3DS のユーザーネーム、Mii のニックネームおよび作成者の名前、その他当該ユーザーコンテ
ンツに関連して送信された名前または名称等を含みます。）について、使用、複製、製造、上映、
上演、送信可能化および公衆送信、頒布（電子的方法を用いる場合を含みます。）、翻案、翻訳、
二次的著作物の作成、その他媒体の如何を問わず公開および表示（以下「使用等」といいます。）
をすることができる、非独占的、永続的かつ取消撤回不可能な、第三者へのサブライセンス権を含
めた権利の無償許諾
②任天堂に対して、お客様自らが当該ユーザーコンテンツに関する全ての権利を保有もしくは管理し
ていること、当該ユーザーコンテンツの内容は真実かつ正確であり、本規約に違反しておらず、い
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かなる第三者の権利または利益をも侵害するものではないことの表明保証、および当該ユーザーコ
ンテンツに起因または関連する全ての第三者からの請求について任天堂に補償することの約束
③当該ユーザーコンテンツが、他のお客様により改変等されること、また、当該改変等をされた当該
ユーザーコンテンツが、ニンテンドー3DS ネットワークサービスに関連してまたは関連せずに、他
のお客様を含めた第三者により使用等される可能性があることの了解
④任天堂、他のお客様その他の第三者による当該ユーザーコンテンツの使用等に関連して、自らが有
する著作者人格権その他の人格権を一切行使しないことの約束
⑤お客様の個人情報を当該ユーザーコンテンツ（お客様のニンテンドー3DS のユーザーネーム、Mii
のニックネームおよび作成者の名前、その他当該ユーザーコンテンツに関連して送信された名前ま
たは名称等を含みます。）に含めた場合、当該情報がニンテンドー3DS ネットワークサービスに関
連してまたは関連せずに、不特定多数の第三者の間で流通する可能性があること、特にお客様のニ
ンテンドー3DS のユーザーネーム等はお客様がゲームをオンラインで遊ぶ際に自動的に不特定多数
の第三者に表示されることの了解
⑥当該ユーザーコンテンツの内容が本規約に違反することその他の理由に基づき不適切であると認め
られた場合には、ユーザーコンテンツ制限システムその他の手段を通じて、任天堂または他のお客
様等により、当該ユーザーコンテンツがニンテンドー3DS ネットワークサービス上で表示されなく
なる場合やお客様のユーザーコンテンツを受け取ることを他のお客様に拒否される場合等があるこ
との了解
⑦お客様が当該ユーザーコンテンツに関して有する権利を第三者に譲渡する場合、第三者に本規約の
内容を事前に承諾させることの約束
任天堂は、お客様を含めたいずれの第三者に対しても、ユーザーコンテンツを監視、編集または削除
する義務を負うものではなく、ユーザーコンテンツの本規約への適合性（合法性、道徳性、関連する
知的財産権その他これに準ずる権利の許諾の有無等を含みます。）その他内容の一切について、何ら
の確認を行う義務をも負うものではありません。任天堂は、ユーザーコンテンツが本規約に反するま
たはそのおそれがあると認めた場合には、事前の通知または承諾取得なく、当該ユーザーコンテンツ
を編集または削除する場合があり、お客様は、任天堂が行った当該編集または削除について、一切異
議を申し立てることができないものとします。任天堂は、お客様または他のお客様を含めた第三者の
作成等に係るユーザーコンテンツに対して、何らの責任および義務をも負担するものではなく、お客
様の作成等に係るユーザーコンテンツ（お客様の個人情報が表示されたものを含みますが、これに限
りません。）により、お客様において、他のお客様もしくは第三者との間での紛争、または他のお客
様もしくは第三者からの誹謗中傷、嫌がらせ、詐欺もしくはストーカー行為等の被害が生じた場合に
も、これらに基づく損害等に関して、任天堂は一切責任を負いません。

第7条

保護者による使用制限

保護者による使用制限を設定することにより、任天堂が保護者による使用制限の対象として定めたニ
ンテンドー3DS ネットワークサービスの一部の機能またはサービスの使用を制限することができます。

第8条

知的財産権

任天堂またはその提携先が、任天堂知的財産およびニンテンドー3DS ネットワークコンテンツに関す
る全ての著作権、特許権、著作者人格権、商標権等の知的財産権その他これに準じる権利を保持する
または使用する権利を有することをお客様は了解するものとします。また、お客様は、本規約により
お客様に対して明示的に許諾されていない任天堂知的財産およびニンテンドー3DS ネットワークコン
テンツに関する権利が全て、制限なく、任天堂またはその提携先により留保されていることを了解す
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るものとします。本項は、任天堂知的財産およびニンテンドー3DS ネットワークコンテンツを任天堂
またはその提携先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3DS ネットワークサービスに関して、任天堂もしくはその提携先または第三
者の著作権、特許権、著作者人格権、商標権等の知的財産権その他これに準じる権利（商号または製
品名に対する任天堂もしくはその提携先または第三者の権利、権原および権益を含みます。）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9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、任天堂知的財産およびニンテンドー3DS ネット
ワーク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、お客様は、ニンテンドー3DS 本体およびニンテンドー3DS ネットワークサービ
スにおいて、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
等のみを使用することができるものとし、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周
辺機器およびソフトウェア等を使用することはできません。

第 10 条 システムアップデートの提供等
任天堂は、お客様に対する事前の通知なく、ニンテンドー3DS 本体、ニンテンドー3DS 周辺機器、ニ
ンテンドー3DS ネットワークサービスまたはニンテンドー3DS ネットワークコンテンツその他のソフ
トウェアもしくはデータ等の動作、セキュリティまたは機能等を向上するために、ニンテンドー3DS
ネットワークサービスまたはその他のソフトウェア等を通じて、お客様のニンテンドー3DS 本体また
はニンテンドー3DS 周辺機器へシステムアップデートを提供したり、これらのシステム等を更新等し
たりすることができるものとします。この場合、お客様に対する事前の通知なく、お客様のニンテン
ドー3DS 本体もしくはニンテンドー3DS 周辺機器のシステム等またはニンテンドー3DS ネットワーク
コンテンツその他のソフトウェアもしくはデータ等の一部または全部が変更または削除等されること
があること、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3DS 本体、ニンテ
ンドー3DS 周辺機器またはニンテンドー3DS ネットワークコンテンツその他のソフトウェアもしくは
データ等の使用が行えなくなることがあること、およびアップデートや更新等が行われる前にお客様
のニンテンドー3DS もしくはニンテンドー3DS 周辺機器で使用していたシステム等が使用できなくな
ることがあることをお客様は了解するものとします。

第 11 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することまたはニンテンドー3DS ネッ
トワーク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3DS を第三者に
譲渡（有償無償を問いません。）する場合は、お客様のニンテンドー3DS の初期化およびショッピン
グサービスにおける利用履歴の削除を行い、ニンテンドー3DS ネットワークコンテンツその他のソフ
トウェアおよびデータ等全てをニンテンドー3DS から消去した上、ニンテンドー3DS ネットワークコ
ンテンツおよび保有するポイントに関する権利を放棄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3DS を有償無償を問わず譲り受けた場合には、当該ニンテンドー3DS の初期化およびシ
ョッピングサービスにおける利用履歴の削除を行い、当該ニンテンドー3DS に関する既存のニンテン
ドー3DS ネットワークコンテンツその他のソフトウェアおよびデータ等全てを当該ニンテンドー3DS
から消去し、かつ、当該ニンテンドー3DS に関する既存のニンテンドー3DS ネットワークコンテンツ
および既存のポイントに関する権利（もしあれば）を放棄した上で、ニンテンドー3DS ネットワーク
サービスのご利用を開始するものとします。
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第 12 条 本規約の終了および解除
お客様は、ニンテンドー3DS の初期化およびショッピングサービスにおける利用履歴の削除を行い、
ニンテンドー3DS ネットワークコンテンツその他のソフトウェアおよびデータ等全てをニンテンドー
3DS から消去した上、ニンテンドー3DS ネットワークコンテンツおよび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3DS 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3DS 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。
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3DS 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3DS 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
客様が既にポイント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3DS ネットワーク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 6 条、第 8 条乃至第 15 条
ならびに第 17 条および第 18 条の規定はなお効力を有するものとします。

第 13 条 業務委託
任天堂は、ニンテンドー3DS ネットワークサービスの実施に関連して、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 14 条 個人情報の保護
任天堂は、任天堂が直接もしくは任天堂がニンテンドー3DS 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収集するお客様の個人情報を、ニンテンドー3DS ネットワークサ
ービスの実施または運営、注文処理、注文履歴の管理、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、アンケート、キャンペーンまたはプレゼントの実施、お客様からのお問い合わせへの対
応、ならびに任天堂または第三者の業務および製品の利便性向上または製品開発の参考等のために利
用します。任天堂は、お客様の別途の同意がない限り、本条における利用目的の範囲を超えて、お客
様の個人情報を利用しないものとします。具体的な利用例としては、例えば、以下のとおりですが、
これらに限られるものではありません。なお、お客様は、任天堂が別途定める一部の情報（個人情報
に限りません。）については、収集されないことを選択できるものとしますが、収集されないことを
選択した場合、一部のサービスまたは機能等がご利用できなくなることがあります。
①ショッピングサービスに関連して、お客様の生年月日、性別、住所、クレジットカード番号、ニン
テンドー3DS 本体のシリアルナンバー、クラブニンテンドー会員 ID（もしあれば）、フレンドコー
ド、各種コンテンツの購入記録、お客様による各種コンテンツの評価、ページビュー情報等を収集
し、これらを注文処理および注文履歴の管理に利用するほか、営業的な集計・解析等に利用する等
して、お客様への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、アンケート、キャンペ
ーンまたはプレゼントの実施のために利用します。
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②引っ越しに関連して、お客様のニンテンドー3DS 本体のシリアルナンバー、購入済みのソフトウェ
アのリスト、引っ越しするソフトウェアに割り当てられたゲームコード等を収集し、引っ越しを円
滑に実現するために利用します。
③フレンドの機能に関連して、お客様が使用する Mii、お客様のお気に入りやプレイ中のソフトウェ
ア名およびアイコン、最終ログアウト時間、お客様のフレンドに対するコメントおよびその更新日
時、その他お客様によるニンテンドー3DS のご利用状況等のほか、お客様のニンテンドー3DS 本体
に割り当てられた ID およびプロフィール（国、地域、言語、機種、お客様のニンテンドー3DS 本
体に割り当てられた MAC アドレス等を含みます。）等を収集し、お客様のフレンドとして認識すべ
き他のお客様を判別し、お客様のフレンドとの間で様々な情報のやりとりを実現するために利用し
ます。
④いつの間に通信の機能に関連して、お客様のニンテンドー3DS がお客様の操作によりまたはそのよ
うな操作によらずに自動的にネットワークに接続した際に、お客様のニンテンドー3DS 本体、各種
コンテンツまたはソフトウェアに関する設定情報、ご利用状況およびプレイ履歴等を収集し、これ
らを営業的な集計・解析等に利用する等して、お客様の嗜好に合うと考えられる任天堂または第三
者の業務および製品に関する情報提供をショッピングサービスにおいて行う等、お客様向けにカス
タマイズされたサービス等を提供するために利用します。
⑤ニンテンドー3DS ネットワークサービス全般に関連して、お客様のニンテンドー3DS がお客様の操
作によりまたはそのような操作によらずに自動的にネットワークに接続した際に、お客様のニンテ
ンドー3DS 本体に割り当てられた MAC アドレス、シリアルナンバーその他の関連データ等を収集し、
各種サービスまたは機能の円滑な提供および他のお客様の機器との適切な区別を図るために利用し
ます。
⑥上記の利用例およびその他ニンテンドー3DS ネットワークサービスに関連して収集する情報（個人
情報に限りません。）は、営業的な集計・解析等に利用する等して、任天堂または第三者の業務お
よび製品の利便性向上または製品開発の参考等のために利用します。また、当該営業的な集計・解
析等による結果は、お客様を個人として特定できない形式に加工された後に、任天堂からその提携
先等に対して開示される場合があります。
任天堂は、お客様がご自身のクラブニンテンドー会員 ID をニンテンドー3DS 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、任天堂が直接もしくは任天堂がニンテンドー3DS 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。なお、クラブ
ニンテンドー会員 ID は、お客様の氏名および住所等の個人情報と関連づけられている関係上、お客
様がご自身のクラブニンテンドー会員 ID をニンテンドー3DS ネットワークサービスの利用に際して
登録した場合、お客様のニンテンドー3DS の本体に割り当てられた MAC アドレスおよびシリアルナン
バー等とクラブニンテンドー会員 ID が関連づけられて保存されるため、当該登録以降は、理論上、
当該 MAC アドレスおよびシリアルナンバー等からもお客様の氏名および住所等の個人情報を特定する
ことが可能となることについて、お客様は了解するものとします。
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3DS 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3DS 本体またはニンテンドー3DS ネットワークサービス上に保存した
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
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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3DS 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 15 条 免責および責任の制限
お客様は本項以下各号に掲げる事項を了解するものとします。
①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3DS 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。
②本規約に基づき、任天堂がニンテンドー3DS ネットワークサービスに関連してお客様に提供するポ
イント、ニンテンドー3DS ネットワークコンテンツ、ユーザーコンテンツ、ニンテンドー3DS ネッ
トワーク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ウェブサイト等において提供され
る各種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。
③お客様が別途任天堂が定める方式に従ってすれちがい通信の設定を行わない場合であっても、特定
の商業的または非商業的なデータその他のコンテンツを頒布するため、すれちがい通信の機能を利
用して、お客様のニンテンドー3DS が他のお客様のニンテンドー3DS に対し、当該特定の商業的ま
たは非商業的なデータその他のコンテンツの中継、媒介または転送等を行うことがあること。（こ
の場合、当該特定の商業的または非商業的なデータその他のコンテンツのみがお客様のニンテンド
ー3DS を介して他のお客様のニンテンドー3DS に対し中継、媒介または転送等され、お客様のニン
テンドー3DS はその他のいかなる情報も送受信しません。）
④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3DS 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3DS 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3DS 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。
⑤本規約に基づき任天堂により、お客様に対する事前の通知なく、お客様のニンテンドー3DS 本体も
しくはニンテンドー3DS 周辺機器のシステム等またはニンテンドー3DS ネットワークコンテンツそ
の他のソフトウェアもしくはデータ等の一部または全部が変更または削除等されることがあること、
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3DS 本体、ニンテンドー3DS
周辺機器またはニンテンドー3DS ネットワークコンテンツその他のソフトウェアもしくはデータ等
の使用が行えなくなることがあること、およびアップデートや更新等が行われる前にお客様のニン
テンドー3DS もしくはニンテンドー3DS 周辺機器で使用していたシステム等が使用できなくなるこ
とがあること。
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、前項各号に掲げる事項、本規約に基づき
任天堂がニンテンドー3DS 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
3DS ネットワークコンテンツ、ユーザーコンテンツ、ニンテンドー3DS ネットワークサービスを通じ
てインターネット上の第三者の運営するウェブサイト等において提供される各種コンテンツおよびこ
れらに関係する一切の情報およびニンテンドー3DS ネットワークサービスにつき、それらの一部また
は全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、ならびに本規約またはニンテンドー
3DS ネットワークサービス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。
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第 16 条 通知
①任天堂による通知
任天堂は、ニンテンドー3DS 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、任天堂のウェブサイト（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3DS 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3DS 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3DS 本体取扱説明書、ニンテンドー3DS ネットワークサ
ービスまたは任天堂のウェブサイト（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 17 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 18 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。
-「本規約」とは、ニンテンドー3DS 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ウェブサイト（http://www.nintendo.co.jp/）上に公表することにより
随時変更することができます。本規約の変更後にお客様がニンテンドー3DS ネットワークサービス
をご利用になる場合、お客様は変更後の本規約に同意したものとみなされます。
-「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3DS」とは、ニンテンドー3DS およびそれ以降に発売される後継機、互換機をいいま
す。
-「お客様」とは、本規約にご同意いただけるお客様ご本人および、文脈上別異に解すべき場合を除
き、本規約に従い通常の使用範囲においてニンテンドー3DS を使用するご家族やご友人等の第三者
を含むものをいいます。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。
-「私的使用」とは、本規約の定めに従い、私的使用の目的および範囲内でのみ、営利や金銭その他
対価の授受を伴わない態様にて使用することをいいます。
-「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ショッピングコンテンツと交換するために用いられるものをいいます。本規約、
ニンテンドー3DS ネットワークサービス、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、「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。
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-「任天堂ポイントシステム」とは、ショッピングサービスに関して任天堂が運営するポイントシス
テムであり、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システムをいい
ます。
-「ポイント登録」とは、購入したポイントを任天堂ポイントシステムに記録する手続をいいます。
-「ポイント決済」とは、お客様の保有するポイントとして任天堂ポイントシステム上に記録されて
いるポイントから、ショッピングコンテンツの最新の対価見合いのポイントを対価として使用する
手続をいいます。
-「ニンテンドー3DS ネットワークコンテンツ」とは、ニンテンドー3DS ネットワークサービスに関連
してお客様に提供または利用もしくは使用される、任天堂またはその提携先の全てのソフトウェア、
情報、データ、メッセージその他のコンテンツならびにこれら以外の財およびサービスをいい、
Mii およびショッピングコンテンツを含むものとしますが、ユーザーコンテンツおよび第三者の運
営するインターネット上のウェブサイト等において提供される商業的または非商業的な各種コンテ
ンツを含まないものとします。
-「ショッピングコンテンツ」とは、ショッピングサービスを通じて提供される任天堂またはその提
携先のソフトウェア、情報、データ、メッセージその他のコンテンツならびにこれら以外の財およ
びサービスをいいます。
-「ユーザーコンテンツ」とは、お客様を含むニンテンドー3DS のユーザーが作成するまたは使用す
る権利を有するコメント、メッセージ、画像、写真、音声、動画、情報、データその他のコンテン
ツ（ニンテンドー3DS のユーザーネーム、Mii のニックネームおよび作成者の名前等を含むものと
します。ただし、Mii は除くものとします。）であり、お客様を含むニンテンドー3DS のユーザー
がニンテンドー3DS ネットワークサービスに関連して使用するものをいいます。
-「ユーザーコンテンツ制限システム」とは、任天堂が別途定める方式および範囲において、お客様
が他のお客様からユーザーコンテンツおよび Mii その他のコンテンツを受け取ることを制限したり、
ユーザーコンテンツおよび Mii その他のコンテンツの拡散を防止等したりするシステムをいいます。
-「すれちがい通信」とは、ニンテンドー3DS 間またはニンテンドー3DS とニンテンドー3DS 以前に発
売されたニンテンドー3DS の互換機間の無線通信であって、お客様の操作無しに自動的に、かつ、
お客様への特段の表示無く、お客様のニンテンドー3DS が任意に相手方の機器を選択し、商業的ま
たは非商業的なデータその他のコンテンツの送受信等を行う無線通信をいいます（なお、すれちが
い通信中継所を使用する場合を含むものとします。）。原則として、すれちがい通信は別途任天堂
が定める方式に従ってすれちがい通信の設定を行った機器同士において、特定の通信環境およびす
れちがい通信の設定条件が合致した場合に行われますが、お客様が別途任天堂が定める方式に従っ
てすれちがい通信の設定を行わない場合であっても、特定の商業的または非商業的なデータその他
のコンテンツを頒布するため、すれちがい通信の機能を利用して、お客様のニンテンドー3DS が他
のお客様のニンテンドー3DS に対し、当該特定の商業的または非商業的なデータその他のコンテン
ツの中継、媒介または転送等を行うことがあります。（この場合、当該特定の商業的または非商業
的なデータその他のコンテンツのみがお客様のニンテンドー3DS を介して他のお客様のニンテンド
ー3DS に対し中継、媒介または転送等され、お客様のニンテンドー3DS はその他のいかなる情報も
送受信しません。）
-「すれちがい通信中継所」とは、隔地者間のすれちがい通信を実現したり、すれちがい通信の相手
方の役割を果たしたりすることを目的とした、無線 LAN アクセスポイントをいいます。お客様のニ
ンテンドー3DS とすれちがい通信を行うことですれちがい通信中継所が受信したデータその他のコ
ンテンツは、隔地者間のすれちがい通信を実現するため、他のすれちがい通信中継所へ転送・中継
等されることがあります。また、お客様のニンテンドー3DS はすれちがい通信中継所とすれちがい
通信を行うことで、他のすれちがい通信中継所から転送・中継等されたデータその他のコンテンツ
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を受信したり、任天堂またはその提携先が配信するデータその他のコンテンツを受信したりするこ
とがあります。
-「いつの間に通信」とは、ニンテンドー3DS と無線 LAN アクセスポイントとの間の無線通信であっ
て、お客様の操作無しに自動的に、かつ、お客様への特段の表示無く、お客様のニンテンドー3DS
が任意に相手方の無線 LAN アクセスポイントを選択し、商業的または非商業的なデータその他のコ
ンテンツの送受信等を行う無線通信をいいます。原則として、いつの間に通信は別途任天堂が定め
る方式に従っていつの間に通信の設定を行ったニンテンドー3DS と無線 LAN アクセスポイントとの
間において、特定の通信環境およびいつの間に通信の設定条件が合致した場合に行われますが、お
客様が別途任天堂が定める方式に従っていつの間に通信の設定を行わない場合であっても、いつの
間に通信の機能を利用して、お客様のニンテンドー3DS と無線 LAN アクセスポイントとの間で、特
定の商業的または非商業的なデータその他のコンテンツの送受信等が行われることがあります。
-「任天堂知的財産」とは、ニンテンドー3DS ネットワークサービスまたはこの提供に関連し、任天
堂が使用する、保有するまたは使用許諾を受けている、知的財産その他これに準じるもの、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、お客様によるショッピングコンテンツ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
することを主な目的として任天堂が使用する、保有するまたは使用許諾を受けている、知的財産そ
の他これに準じるもの、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。
-「保護者による使用制限」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3DS 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。
-「個人情報」とは、お客様に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記
述等によりお客様を特定の個人として識別することができるもの（他の情報と容易に照合すること
ができ、それによりお客様を特定の個人として識別することができることとなるものを含みま
す。）をいい、例えば、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
お客様がポイント購入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。

附則
第1条

ショッピングサービスおよび引っ越しに係るサービスの利用

ショッピングサービスおよび引っ越しに係るサービスをご利用になるにあたり、お客様は任天堂が別
途提供するシステムアップデートに基づき、お客様のニンテンドー3DS 本体のシステムを更新する必
要があるものとします。ただし、当該システムアップデートの提供以降に販売されるニンテンドー
3DS をご購入されたお客様についてはこの限りではありません。

以上

