
 

 

GeForce NOW Powered by au 利用規約 

 

「GeForce NOW Powered by au 利用規約」（以下「本規約」といいます。）は、KDDI 株式

会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社」といいます｡）が提供する「GeForce 

NOW Powered by au」（以下「本サービス」といいます。）の提供条件等を定めるものです。

本サービスのご利用にあたっては、本規約に同意いただく必要があります。 

 

第 1 条 （総則） 

1. 本サービスは、NVIDIA Corporation（以下「NVIDIA」といいます。）が提供する 「GeForce 

NOW」 を利用したクラウドゲームのプレイ環境を利用するためのサービス、及びこれに

関連するサービスです。当社は、NVIDIA の GeForce NOW Alliance Partner として NVIDIA

と共同して本サービスの提供を行います。 

 

2. 本サービスは日本でのみご利用いただけます。 

 

第 2 条 （加入申し込み） 

1. 本サービスに加入を希望する者（以下「加入希望者」といいます。）は、当社の指定する

方法により、本サービスの加入の申込みを当社に対して行うことができるものとします。 

 

2. 前項に加え、本サービスに加入するためには、以下の条件を満たしている必要がありま

す。 

(1)加入希望者が au ID を保有し、かつ、「au かんたん決済」による決済（以下「au かんた

ん決済」といいます）の合算支払いサービス、又はクレジットカード決済サービスをご利用

いただいていること 

(2)加入希望者が保有する au ID に電子メールアドレスの登録が行われていること、又は EZ

メールアドレスが有効化されていること 

(3)web 利用制限又は有料サイト利用制限の適用を受けていないこと 

(4)加入希望者が 13 歳以上であること 

(5)加入希望者が未成年である場合には、加入に関して親権者の同意を得ていること 

 

3. 加入希望者は、前二項及び当社が別に定める手続きに従って本サービスへの加入申込み

を行うものとし、当社がこれを承諾した時をもって、本サービスへ加入したものとします。 

 

第 3 条 （GeForce NOW の利用） 

1.「GeForce NOW」は、NVIDIA が定める GeForce NOW 利用規約、その他 NVIDIA の

定める条件等により提供されるサービスです。「GeForce NOW」の仕様・対応ソフトウェ



 

 

ア・その他の提供条件は、NVIDIA により、随時変更がおこなわれる可能性があります 。

すなわち、過去に利用可能であったソフトウェア（マイライブラリに登録されたソフトウェ

アを含み、かつ、ソフトウェアの関連データを含みます）は予告なく利用不可能となる可能

性があります。 

 

2. 「GeForce NOW」 の利用には、「GeForce NOW」 に対応したアプリケーション（以下

「GeForce NOW アプリ」といいます。）を 「GeForce NOW」 に対応した機器（以下「対

応機」といいます。）にインストールし、その他 NVIDIA 又は NVIDIA 以外の第三者所定の

手続きが必要です。加入者であっても GeForce NOW アプリを利用できない場合、

「GeForce NOW」 の利用はできません。なお、加入者が「GeForce NOW」 を利用でき

ない場合でも、本サービスに加入した場合には、次条に従い本サービスのご利用料金の課金

がおこなわれます。 

 

第 4 条 （ご利用料金） 

1. 本サービスのご利用料金は以下の通り課金されます。なお、「GeForce NOW」の利用に

は、別途通信料などが必要になります。 

 

金額：1,980 円/月（税込・自動継続） 

 

課金方法：ご利用料金は、暦月の初日に、当該暦月 1 ヶ月分のご利用料金が課金されます。

課金開始日（無料期間の適用がある加入者の場合には無料期間満了日の翌日をいい、無料期

間の適用がない加入者の場合には、加入日をいいます。）が暦月の途中の場合は、当該暦月

のご利用料金は課金開始日を含む日割でのご請求となります。暦月の途中で退会した場合

であっても、ご利用料金は日割とならず、当該暦月 1 ヶ月分が課金されます。 

 

2. 本サービスの利用のために加入者が設定した au ID（以下、「本件 au ID」といいます。）

が、回線登録 ID（当社の「ID 利用規約」で定めるものをいい、以下同様とします。）の場

合、本サービスのご利用料金の支払方法は、当社が提供する「au かんたん決済」の「合算

支払いサービス」又は「クレジットカード決済サービス」のみとなります。 

 

本件 au ID が回線登録 ID から非回線登録 ID（当社の「ID 利用規約」で定めるものをいい、

以下同様とします。)に移行した場合であって、かつ当該本件 au ID において課金開始日に

クレジットカード決済サービスでの決済が可能なときには、本サービスのご利用料金の支

払い方法は、自動的にクレジットカード決済サービスでの決済となります。 

 

なお、本サービスの利用のために加入者が設定した au ID が回線登録 ID であり「au かん



 

 

たん決済」の「クレジットカード決済サービス」又は「合算支払いサービス」をご利用の場

合には、加入者が au 通信サービス（当社の「ID 利用規約」で定めるものをいい、以下同様

とします。）から UQ mobile 通信サービス II 契約約款に基づく UQ mobile 通信サービス

II(注)にサービスを変更又はその逆に変更した場合であっても、本サービスに基づく契約は

自動的に継続されます。 

 

3. 本件 au ID が非回線登録 ID の場合、ご利用料金の支払い方法は、当社が提供する「au 

かんたん決済」の「クレジットカード決済サービス」のみとなります。 

 

4.加入者は、本サービスのご利用料金の支払いにあたり、au かんたん決済の利用に関する

条件を定めた「au かんたん決済会員規約」に同意のうえで、同規約に従って au かんたん

決済を利用するものとします。 

 

5. 加入者が本サービスへ初めて加入する場合（退会に基づくキャンセル等による再加入の

場合は除きます。）、その加入日から起算して 1 ヶ月間（以下「無料期間」 といいます。）

は、本サービスのご利用料金が無料となります。 

 

6. 本サービスへの加入は、無料期間経過後も、加入者が退会手続きを行わない限り継続し、

無料期間満了日の翌日を第 1 項の課金開始日として、同項の定めに従い本サービスご利用

料金が課金されます。 

 

7. 本サービスは、「GeForce NOW」を利用したクラウドゲームのプレイ環境の利用を提供

することのみがサービスの範囲となります。よって、本サービス及び「GeForce NOW」の

利用にあたっての有料ゲーム又は有料コンテンツの購入等のデジタルコンテンツの購入費

用は別途ご負担いただく必要があります。 

 

8. 本サービスに加入した場合であっても、他社との間で「GeForce NOW」に関連するサー

ビスに関する契約を締結している場合、本サービスのご利用料金に加えて、他社と締結して

いる「GeForce NOW」に関連するサービスに関する契約に係る費用が他社より請求されま

す。 

 

第 5 条 （加入者による退会） 

1. 加入者が本サービスの退会を希望する場合は、当社所定の方法で申し出を行う必要があ

ります。 

 

2. 前項にかかわらず、法令に基づく場合を除き、加入者は無料期間中に本サービスからの



 

 

退会はできません。但し、当社所定の方法にて、無料期間満了時の退会を事前に予約 する

ことができます。 

 

第 6 条（禁止事項） 

1. 加入者は、本サービスを加入者個人による「GeForce NOW」のご利用のためのみに利用

することができるものとし、商業・広告目的その他当社が許可していない目的での利用を一

切してはならないものとします。 

 

2. 加入者は、本サービスによる「GeForce NOW」の利用に関して、以下の行為を一切行っ

てはならないものとします。 

(1) 当社及び第三者の権利を侵害する又はその虞がある行為 

(2) 本サービス、及び 「GeForce NOW」の運営を妨害する又はその虞がある行為 

(3) 法令に違反する又は違反する可能性がある行為 

(4) 当社が定めた方法以外の方法で本サービスを利用する行為、又はその虞がある行為 

(5) 本サービスを通じて得るデータ及び情報等につき、当社の事前の承諾を得ることなく無

断で、転載・複製・複写・修正・改変・公衆送信・頒布・貸与・翻訳・翻案・二次的著作物

の作成、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行う行為 

(6) その他公序良俗に反する行為、もしくはその可能性がある行為、又は当社が合理的な理

由に基づき不適当と判断する行為 

 

3. 加入者は、本サービスに係るいかなる権利又は義務も第三者に移転譲渡、使用許諾又は

その他の処分をおこなうことはできません。 

第 7 条 （当社による強制退会） 

1. 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、加入者に事前に何ら通知することな

く、本サービスを退会させる場合があります。 (1)本サービスのご利用料金の支払いを怠っ

た場合 

(2)過去に、又は現に本規約、又は NVIDIA が定める規約に違反したと当社が判断した場合 

(3)本サービスへ加入している au ID が無効となった場合 

(4)「au かんたん決済会員規約」に基づき、au かんたん決済の利用の制限、停止等があっ

た場合 

(5)加入申込時の登録内容に虚偽の情報が含まれていた場合 

 

2. 前項により強制退会を行った場合、当社はいかなる理由にかかわらず、本サービスのご

利用料金を払い戻しいたしません。 

 

第 8 条 （個人情報の利用） 



 

 

1. 本サービスの提供、及び運営のため、当社から NVIDIA へ当社が付与した加入者を識別

するための ID を提供します。 

 

2．前項に関連して、外国法人である NVIDIA に関する個人情報保護法に基づく開示事項は

以下のとおりです。 

 ■外国の第三者である法人の所在国：米国 

■その外国の個人情報保護制度：APEC の CBPR システム加盟国 

■その外国の第三者が講ずる個人情報保護のための措置の情報：OECD プライバシー8 原

則準拠 

 

3. 加入者は、加入者に係る情報及び本サービスに係る契約情報（NVIDIAがNVIDIA 

GeForce Nowの利用規約、プライバシーポリシー等に基づき取得した各種情報を含みます。）

を、本サービスの提供、運営及び広告宣伝のため、NVIDIAとの間で 相互に開示し照会す

る場合があることをご承諾のうえ、本サービスに加入していただく必要があります。 

 

4. 当社は、加入者情報（氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、電子メールアドレス等） 

を以下の目的で取得し利用することが出来るものとします。 

(1)本サービスの利用状況、利用環境等に関する調査の実施、その他市場調査、 データ分析、

マーケティング活動等に利用するため 

(2)本サービスの改善、品質向上又は新サービスの開発のため 

(3)本サービスに関するキャンペーン施策の実施のため 

(4)本サービスに関する問合せ、質問等への対応のため 

 

5.前項に定める他、当社は、本サービスの提供にあたり加入者の個人情報を取得する場合、

当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って適正に取り扱うものとします。なお、前

項の定めと当該プライバシーポリシーの定めとで矛盾する場合は、前項の定めが優先して

適用されるものとします。 

 

6.当社は、本サービスに係る Web サイト（以下「Web サイト」）に訪問するユーザー（以下

「ユーザー」）及び加入者による本サービス及び Web サイトの利用状況を把握する目的で、

本サービス及び Web サイトにおいて、Google,Inc が提供する解析サービス「Google 

Analytics」を利用しています。 

Google Analytics の利用により、ユーザー及び加入者による本サービス及び Web サイトの

利用情報（閲覧したページの URL、閲覧日時等をいいます。）は Google へ送信されます。

送信された情報は、Google にて分析統計処理が施された後、当社へ送信されます。Google

に送信される情報及び Google から当社に送信される情報には個人を特定する情報は含まれ



 

 

ません。 

Google に送信された情報は、Google により同社のプライバシーポリシーに基づいて管理さ

れます。また、ユーザーは、Google のオプトアウトページにて Google Analytics を無効に

することにより、本サービス及び Web サイトにおける Google Analytics を利用した情報の

送信を停止することができます。 

 

Google のプライバシーポリシー 

https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy 

Google Analytics オプトアウトページ 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja 

 

7.Web サイト内には、「Twitter」、「Facebook」等のソーシャルネットワークサービス（SNS）

運営事業者が提供する「ボタン」機能等を設定したページがあります。ユーザー及び加入者

が当該ページを閲覧した場合、当該「ボタン」等の押下の有無にかかわらず、ユーザー及び

加入者による Web サイトの閲覧情報（閲覧したページの URL、閲覧日時、ページ閲覧回数

等をいいます。）が当該 SNS 運営事業者に送信される場合があります。送信される情報には

個人を特定する情報は含まれません。 

Web サイト内で設定している「ボタン」機能等によって送信される情報の取り扱いについ

ては、各 SNS 運営事業者のプライバシーポリシー等をご確認ください。 

 

Facebook プライバシーポリシー 

https://ja-jp.facebook.com/privacy/explanation/ 

Twitter プライバシーポリシー 

https://twitter.com/ja/privacy 

LINE プライバシーポリシー 

https://terms.line.me/line_rules/?lang=ja 

 

第 9 条 （通知） 

1.当社は、本サービスに関して加入者へ通知を行う場合、又は本サービスに係る運営上のお

知らせ配信を行う場合には、加入者への電子メール、SMS 等の送信、その他当社等が適当

と認める方法により行うものとします。 

 

2.当社は、前項の通知又は配信に加えて、加入者にとって当社が有益と考える情報（当社 又

は当社の提携先企業の提供する商品又はサービスに関する広告、宣伝等（以下「広告 等」

といいます。）を含みます。以下同じとします。）の配信を行う場合には、加入者 への電子

メール、SMS 等の送信（加入者が、当該電子メールアドレス、SMS 宛に広告等を送信する



 

 

ことにつき同意した場合に限ります。）、その他当社が適当と認める方法により行うものと

します。 

 

第 10 条 （本規約の変更） 

当社は、本規約の内容を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更

後の本規約によります。なお、当社は、変更後の本規約及びその効力発生時期を、当社所定

のホームページにおいて周知するものとし、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来し

た時点で効力を生じるものとします。 

 

第 11 条 （本サービスの変更又は終了） 

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又は当社が必要と判断する場合に

は、本サービスの提供の全部又は一部を、変更又は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加入者に生じた損害について、当社の故

意又は重過失に基づく場合を除き、一切の責任を負いません。 

 

第 12 条（本サービスの停止等） 

1.本サービスは、同時にご利用いただける加入者数に限りがあります。同時に利用いただい

ている加入者数が上限に達した場合、接続までに待ち時間が発生する可能性があります。 

 

2.当社は本サービスのメンテナンスをおこなう必要がある場合、その他の予期できない事象

が発生した場合、又は当社が必要と判断する場合は、加入者への事前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することができるものとします。 

 

3.当社は、本条に基づき当社が行った本サービスの停止等により加入者に生じた損害につい

て、当社の故意又は重過失に基づく場合を除き、一切の責任を負いません。 

 

第 13 条（免責） 

当社は、本サービスの動作内容及び結果について、その完全性、正確性、安全性、目的適合

性又は有用性等につき、何ら保証するものではなく、当該内容及び結果が第三者の権利を侵

害しないこと等について何ら保証するものではありません。 

 

第 14 条 （損害賠償） 

本サービスの利用にあたり、当社の責に帰すべき事由により加入者が損害を被った場合は、

当社は、通常生ずべき損害に限り、かつ、本サービスのご利用料金の 1 ヶ月分相当額を上限

として、当該損害を補償するものとします。但し、当社の故意又は重過失に基づく損害につ



 

 

いては、当該上限を適用しないものとします。 

 

第 15 条 （その他） 

1. 本規約は、日本法に従って解釈・適用されるものとします。 

 

2. 本規約に関連して、当社と加入者との間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第 

一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

注) 対象料金プランは下記から確認可能です。 

https://cloudgame.auone.jp/discount_plan.html 

 

附則 : 本規約は 2022 年 3 月 31 日から実施します。 

  



 

 

『au・UQ mobile セット割特典』提供条件書 

 

１．概要 

特定 au 回線又は UQ mobile 通信サービス II 契約約款に基づく UQ mobile 通信サービス

II(注)と GeForce NOW Powered by au（以下、本サービス）をセットでご利用の場合、本

サービスの月額料金から毎月 330 円（ただし、後述の通り割引金額は日割計算される場合

もございます）割り引く特典。 

 

２．有効期間 

2021 年 1 月 1 日～終了時期未定 

 

３．適用条件 

暦月の末日時点で、以下の条件が満たされていること 

・本サービスを利用する au ID の代表契約（当社 ID 利用規約に定めるものをいいます。）

が、当社の別途指定する料金プランに関する契約であること 

 

４．その他のご注意事項 

●当社が実施する他のサービス・キャンペーン・その他施策とは併用できない場合がありま

す 

●割引金額、及び当該金額の表記箇所は以下の通りとなります 

・本サービスのご利用料金が日割の場合、割引金額も日割します 

・割引金額は通信料金明細に表記されます 

 

■提供条件書について 

・当社は、本提供条件書の記載事項を変更する場合があります。この場合の料金その他の提

供条件は、変更後の提供条件書の記載事項によります。 

・本提供条件書に記載のない事項については、「GeForce NOW Powered by au 利用規約」

その他当社の各規約の規定を適用します。 

注) 対象料金プランは下記から確認可能です 

https://cloudgame.auone.jp/discount_plan.html 

 

■作成日：2021 年 9 月 2 日 


