au スマートパスプレミアム用 GeForce NOW 利用規約
「au スマートパスプレミアム用 GeForce NOW 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「au スマートパスプレミアム用

GeForce NOW」（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。
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)加入希望者によって 本サービスのために設定される au ID（以下「本件 auID」といい
ます。）が、次の条件を満たすこと
ア 本件 auID に関して au スマートパスプレミアムサービスにご加入いただいているこ
と。
イ 本件 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
(2)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
(3)加入希望者が 13 歳以上であること
(4)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。）にインストールすることを含む 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。
3. 本サービスにおけるセッション時間（ソフトウェアの起動後に連続してプレイ可能な時
間をいいます）は、最長で 1 時間です。ただし、2020 年 12 月 31 日までは、本サービス
におけるセッションの時間は、最長で 6 時間です。
第 4 条 （ご利用料金）
1.本サービスは au スマートパスプレミアムサービスの特典として提供されるため、加入者
は、当社に対し au スマートパスプレミアムのサービス利用料を支払うことにより、本サ
ービスを利用することができます。なお、「GeForce NOW」の利用には、別途通信料な
どが必要になります。
2. 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。
3. 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、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 （自動解約）
1.本件 auID に関して、加入者の au スマートパスプレミアムサービスが退会となった場
合、au スマートパスプレミアムサービスの退会の日の翌日に、本サービスは自動的に解約
となります。
2.加入者が、本件 auID に関して、「GeForce NOW Powered by au 利用規約」に規定され
る「GeForce NOW Powered by au」に加入した場合、本サービスは自動的に解約となりま
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)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
(2)本件 au ID が無効となった場合
(3)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.本規約又は法令に基づく場合を除き、加入者は本サービスからの退会はできません。
第 8 条 （個人情報の利用）
1. 本サービスの提供、および運営のため、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. 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を、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。
3. 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
4. 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。
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。また、本サービスでは、「GeForce NOW Powered by au 利用規約」に規定される
「GeForce NOW Powered by au」と比較して、接続までにより多くの待ち時間が発生する
場合があります。
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、au スマートパスプレミアムサービスの接続
利用料の 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。
附則 : 本規約は 2020 年 10 月 20 日から実施します。

