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Wii ネットワークサービスに関する利用規約
Wii 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
Wii 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、Wii 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
Wii ネットワークサービス
第1条

Wii ネットワークサービス
本規約は、お客様が Wii 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 Wii ネットワークサービスとは、本規約第 2 章にいう「Wii ショッピングチ
ャンネル・サービス」および本規約第 3 章にいう「WiiConnect24」をいいます。
Wii 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 Wii 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
Wii ショッピングチャンネル・サービス
第2条

Wii ショッピングチャンネル・サービス
「Wii ショッピングチャンネル・サービス」とは、お客様が Wii 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。）、対象ソフトウェア等を Wii 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、対象ソフトウェア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、お客様が対象ソフトウェア等を
Wii にダウンロードし、別途明示的に定める場合を除き、当該 Wii 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、対象ソフトウェア等の通常の使用方法の
範囲内において、対象ソフトウェア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
が対象ソフトウェア等を Wii ショッピングチャンネル・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、対象ソフトウェア等の
「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
象ソフトウェア等を Wii 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

Wii ショッピングチャンネル・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、Wii ショッピン
グチャンネル・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、Wii ショッピングチャンネル・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、Wii 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。
お客様が対象ソフトウェア等をダウンロード（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、当該対象ソフトウェア等のダ
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、対象ソフ
トウェア等によっては、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ソフトウェア等は、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 Wii 上でのみ動作し、他の Wii 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ソフトウェア等は、任天堂に返品することはで
きません。

第3章
WiiConnect24
第6条

WiiConnect24
Wii は、電源を切っていても、省エネモードで作動しつづけ、常時インターネットに接続し
つづけるという機能をもっています。「WiiConnect24」とは、任天堂が、Wii のインターネ
ット接続機能を使用して、対象ソフトウェア等、チャンネル、その他の Wii 用のソフトウェ
アと連動し、または、連動せず、ソフトウェア、情報、データ、インターネットコンテンツ、
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。）を随時、任意にお客様の Wii に対して提供するサービス、ならびにお客様の
Wii に対して電子メールアドレスを割り当ててお客様に電子メール送受信機能を提供するサ
ービスその他インターネット接続機能を使用するサービス全般をいいます。お客様は、
WiiConnect24 により、ご自身で、またご家族やご友人等の第三者と共に、任天堂がお客様
の Wii に対して提供したソフトウェア、チャンネル、ニュースおよび天気予報等のインター
ネットコンテンツ、メッセージのうち原則として希望するものを選択して視聴または使用す
ることができます。またお客様は、上記の電子メールアドレスを用いて、電子メールの送受
信を行うことも可能です。Wii ネットワークサービスへの登録により、お客様は、任天堂が
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WiiConnect24 をお客様に提供することをご了解いただいたものとみなされます。任天堂は、
その単独の裁量において、WiiConnect24 の各種サービスおよび WiiConnect24 で提供するソ
フトウェアをバージョンアップまたは変更し、または WiiConnect24 の提供する情報、デー
タ、インターネットコンテンツ、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。）の一部または全部を随時修正または変更す
ることがあります。お客様は、任天堂が別途定める方法により、いつでも、WiiConnect24
による商業的なメッセージの提供停止を要求することができます。この場合、任天堂は、当
該要求を受けた後すみやかに当該お客様に対する商業的なメッセージの提供を停止いたしま
す。
第7条

使用許諾
任天堂は、WiiConnect24 によりお客様に提供したソフトウェア、情報、データ、インター
ネットコンテンツ、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。）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、お客様
に対して WiiConnect24 を提供することを拒絶することができます。

第8条

WiiConnect24 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、WiiConnect24
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

WiiConnect24 の対価
任天 堂は、原則 として無償 で WiiConnect24 をお客 様に提供い たします。 お客様は 、
WiiConnect24 をご利用になるにあたり、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、Wii 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
Wii 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 Wii 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明示的に許諾されていない
Wii 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 Wii 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。
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お客様は、Wii 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、Wii 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、Wii 本体および Wii 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ある場合には、Wii 本体、Wii 周辺機器、Wii ネットワー
クサービスまたは Wii 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 Wii 本体、Wii 周辺機器または Wii 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、Wii ネットワークサービスを通じて、お客様の Wii
本体または Wii 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、Wii 本体もしくは Wii 周辺機器のシステム、または Wii 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 Wii 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、Wii を第三者に譲渡（有償無
償を問いません。）する場合は、Wii ネットコンテンツ等を全て消去し、かつ Wii を初期化
しなければなりません。また、お客様が中古の Wii 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 Wii ネットコンテンツ等を全て消去し、かつ Wii
を初期化してから Wii 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、Wii ネットコンテンツを Wii 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、Wii 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、Wii 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 Wii 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 Wii 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、Wii 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。
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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 Wii 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、Wii ネットコンテンツ、Wii 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 Wii 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 Wii 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、Wii 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 Wii 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、Wii ネットワークサービスを通じて、Wii 本体もしくは Wii 周辺機器のシス
テム、または Wii 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 Wii 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、Wii ネットコンテンツ、Wii 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 Wii 本体もしくは Wii 周辺
機器のシステム、または Wii 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 Wii 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 Wii 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、Wii ネット
ワークサービスおよび Wii 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 Wii 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 Wii 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 Wii 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。
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任天堂は、Wii 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 Wii 本体または Wii 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、Wii 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、Wii 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、または、
お客様の Wii に対して電子的に連絡を送信します。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、Wii 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、Wii 本体取扱説明書、Wii 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。
「本規約」とは、Wii 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。

-

「Wii」とは、Wii およびその後継機、互換機をいいます。

「Wii ネットコンテンツ」とは、Wii 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、Wii ショッピングチャンネル・サービスにおける対象ソフトウェア
等ならびに WiiConnect24 で提供されるソフトウェア、情報、データ、インターネットコン
テンツ、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。）を含みますが、Wii 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。
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「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 Wii 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、お客様による対象ソフトウェア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 Wii
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 Wii 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 Wii ショッピングチャンネル・サービスの対象ソフトウ
ェア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、Wii ショッピングチャンネル・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、対象ソフトウェア等の対価として使用する手続をいいます。
「対象ソフトウェア等」とは、Wii ショッピングチャンネル・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「任天堂ソフトウェア」、「提携先ソフトウェ
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、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。
対象ソフトウェア等には、バーチャルコンソール・ソフトウェアおよび Wii ウェアまたはチ
ャンネルと呼称されるソフトウェアが含まれます。
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「任天堂ソフトウェア」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、Wii ショッピングチャンネル・サービスを通じて
お客様に使用を許諾する対象ソフトウェア等のうち、任天堂ブランドのものをいいます。
「提携先ソフトウェア」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、当該任天堂以外の者から Wii
ショッピングチャンネル・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ソフトウェア等のうち、他社ブランドのものをいいます。
「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電子メール
アドレス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

