
 

※本サービスは、2018年 12月 2日をもって終了します。 

 

 

パ・リーグ LIVE 2018利用規約（特約） 

 

ソフトバンク株式会社 

 

「パ・リーグ LIVE 2018利用規約（特約）」（以下「本規約」といいます。）は、第 2条（利用条件）に規定する

お申込み方法に基づき、ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）が提供する本サービス（第 1条（本

サービスの概要）に定義します。）を利用する場合に、当社とお客さまとの間に適用される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、本規約にご同意の上、ご利用ください。お客さまが本サービスのご利用を

開始された場合、当社はお客さまが本規約に同意したものとみなします。 

なお、お客さまが、当社が「ソフトバンク」ブランドの下で提供する通信サービスの利用者（以下「ソフトバ

ンクユーザー」といいます）である場合は、本規約のほか、「3G通信サービス契約約款」、「4G 通信サービス契約

約款」、「ウェブご利用規約」、「データ定額」提供条件書その他当社が別に定める規定等（以下「契約約款等」と

総称します。）が適用されます。本規約の規定と契約約款等の規定が異なる場合は、本規約において別段の定めが

ない限り、本規約の規定が優先的に適用されるものとします。 

 

第 1条（本サービスの概要） 

1. 本サービスとは、プロ野球 2018 年度パシフィック・リーグの動画及び情報コンテンツ（以下全てのデータ、

文章、音声、画像、映像、イラスト及び情報等を「本コンテンツ」と総称します。）を、本サービスに対応し

た当社が別途指定する端末（以下「対応端末」といいます。）向けに、本規約で定める条件により日本国内に

おいて配信するサービスをいいます。 

2. 本サービスは、専用ウェブサイト（以下「本サイト」といいます。）においてご利用頂くことが必要となりま

す。 

3. 本サービスのご利用には、当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスの利用又は Wi-Fi ネッ

トワークへの接続が必要です。なお、「パケット定額サービス」に加入していない場合は、ご利用状況により

パケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケット定額サービス」への加入を推奨します。 

4. ソフトバンクユーザーが本サービスをご利用するためには、「ウェブ使用料」（月額使用料：300 円（税抜）/

月）への加入が必要です。 

5. 本サービスのご利用は、日本国内に限ります。 

 

第 2条（利用条件） 

お客さまは、本クーポン（本サービスを申し込むために必要なコード番号が表示されている、当社が発行す

るクーポンをいいます。以下同じ。）に表示されているコード番号を入力の上、本サービスの申込みを行ない、

当社がこれを承諾した場合に、当該承諾時点（以下「本利用開始時点」といいます。）から本サービスを利用

することができます。 

 

第 3条（利用期間） 



1. 本サービスを利用することが可能な期間は、次の期間に限られます。 

(1) 福岡ソフトバンクホークス公式ファンクラブ「2018年度クラブホークス」入会者 

（プレミアム会員/ハイグレード会員/スタンダード会員/ジュニア会員/ファミリー会員） 

本利用開始時点から翌日 23時 59分※まで 

※但し、本サービスが終了する場合は、終了する時点までとなります。 

(2) ホークス FAN タブレットの契約者 

本利用開始時点から、本サービスが終了するまでの期間 

2. お客さまは、本サービスの使用を開始した場合は、如何なる理由によっても、残存する利用期間の進行を停

止し、又は中断することはできません。 

 

第 4条（注意事項） 

1. お客さまは、本クーポンの発行後、次の期限までに本サービスの利用を開始しなければなりません。なお、

当該期限を過ぎた場合、本クーポンは当然に失効します。 

(1) 福岡ソフトバンクホークス公式ファンクラブ「2018年度クラブホークス」入会者 

（プレミアム会員/ハイグレード会員/スタンダード会員/ジュニア会員/ファミリー会員） 

2018年 11月 30日 

(2) ホークス FAN タブレットの契約者 

2018年 8月 31日 

2. お客さまは、本クーポン又は本サービスの換金、譲渡その他処分を行なってはならないものとします。 

3. ソフトバンクユーザーであるお客さまが次の各号のいずれかに該当する場合、当該事由が生じた日又はその

翌日に自動的に本サービスを利用することができなくなります。この場合、ご利用頂くことができなくなっ

た時点をもって、当社とお客さまとの間の本サービスに係る利用契約（以下「本契約」といいます。）も当然

に終了します。 

(1) 当社のウェブ使用料を解除された場合 

(2) 対象データ定額サービス以外への変更、又は対応端末以外に機種変更した場合 

(3) 本サービスご利用の回線を解約又は譲渡した場合 

(4) 電話番号・メールアドレスお預かりサービスに加入した場合 

4. 対応端末又は ID・パスワードの紛失・盗難・不正利用等により、本サービスへの不正なログインが発生

し、お客さまに損害又は不利益が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。 

 

第 5条（解除等） 

当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部の提供を停止若し

くは中止し、また、何ら催告等することなく、本契約を解除することができるものとします。 

(1) 本規約に定める禁止事項を行った場合その他本規約又は契約約款等に違反した場合 

(2) プロ野球 2018年度パシフィック・リーグの主催試合が何らかの理由により開催されない場合又は停止、中

止若しくは終了した場合 

(3) お客さまによる本サービスの利用の継続が不適当であると当社が判断する場合 

 

第 6条（終了原因） 

本契約は、お客さまが当社との通信サービス契約を解除した場合（ソフトバンクユーザーの場合に限ります。）

又は本サービスが廃止された場合、当然に終了します。 

 



第 7条（通知） 

当社は、お客さまに対し、本サイトその他当社の運営するウェブサイトへの表示等、当社が適当と判断する方

法により、必要な情報を通知します。また、本サービスの利用に必要な情報を、当社よりお客さまの対応端末

に通知させて頂く場合があります。 

 

第 8条（権利帰属） 

本サービス、本サイト及び本コンテンツに関する著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 27条及び第

28 条の権利を含みます。）、商標権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権（以下「知的財産権」といい

ます。以下同じ。）、肖像権その他一切の権利は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属します。 

 

第 9条（禁止事項） 

1. お客さまは、本サービスの利用にあたって、次の各号に該当する行為又は該当するおそれのある行為を行っ

てはならないものとします。 

(1) 本コンテンツを商業目的で不特定多数の者に閲覧・利用させる行為 

(2) 当社、他のお客さま又は第三者を誹謗中傷する行為  

(3) 当社、他のお客さま又は第三者に不利益を与える行為 

(4) 当社、他のお客さま又は第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害する行為 

(5) 当社、他のお客さま又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為 

(6) 自己又は第三者の営利又は不正を目的とする行為 

(7) 法令、行政機関が定めるガイドライン、公序良俗に違反する行為 

(8) 本コンテンツ又は本クーポンの偽造、改変、翻案、編纂、修正、データベース化等を行う行為 

(9) 本サービスの運営を妨げ、又は当社、他のお客さま若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為 

(10) その他、当社が不適切と判断する行為 

2. お客さまが前項に違反し、当社に損害を与えた場合には、当社に対し一切の損害を賠償する責任を負うもの

とします。 

 

第 10条（動作保証） 

1. 本サービスの対応機種及び推奨環境は、当社ホームページをご確認ください。 

2. Yahoo!きっず、ウェブ利用制限及びウェブ利用制限（弱）等のフィルタリングサービスをお申し込みされた

場合、本サービスをご利用することができない場合があります。 

3. お客さまが SIMカードの変更若しくは故障等による修理を行ったときは、本サービスを正常にご利用頂くこ

とができない場合、又は本契約を解除される場合があります。 

4. お客さまが利用する対応端末の設定状態、その他状態（圏外や電波の弱いところにある場合、パケット通信

が不可能な場合、電源が入っていない場合等を含みます。）及び当社又は他の電気通信事業者の通信サービス

の状態によっては、本サービスを提供することができない場合があります。 

 

第 11条（サービス内容の変更等） 

当社は、お客さまへ何ら通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとします。 

 

第 12条（本サービスの停止等） 

1. 当社は、次の各号に該当する場合、お客さまへ何ら通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を

停止若しくは中止することができるものとします。 



(1) お客さまが本規約に違反した場合 

(2) 本サービスを提供するために必要な設備及びシステムの保守点検を定期的又は緊急に実施する場合 

(3) 火災、停電、天災、労働争議、戦争、テロ、暴動その他不可抗力又は第三者による妨害等その他の非常事

態が発生し、又は発生するおそれがあり、本サービスの提供が困難である場合 

(4) その他当社が必要と判断する場合 

2. 当社は、前項に基づき当社が行った措置に基づきお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。 

 

第 13条（本サービスの廃止） 

1. 当社は、プロ野球 2018 年度パシフィック・リーグ クライマックスシリーズの終了後、当社が定めるその見

逃し配信期間（2018年 12月 2日まで）を経過した時点で、本サービスを廃止するものとします。 

2. 前項にかかわらず、当社は、お客さまに当社ホームページ、本サイト又はこれに類する媒体に表示すること

により、いつでも本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。 

3. 前二項に基づき本サービスが廃止された場合、当該廃止の時点をもって、当然に本契約も終了するものとし

ます。 

4. 当社は、前三項に基づきお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。 

 

第 14条（損害賠償） 

1. お客さまは、本サービスの利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により、当社に対して損害を与えた場合、

一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 

2. お客さまは、本サービスの利用に関し、他のお客さまその他第三者から、クレームや請求を受け、又は紛争

が生じた場合は、自己の費用及び責任をもってこれを解決するものとします。 

3. 前項の場合に当社が何らかの費用を負担した場合は、お客さまは当社に対し当該費用を支払わなければなら

ないものとします。 

 

第 15条（免責） 

1. 当社は、故意又は重過失による場合を除き、当社による本サービスの提供の廃止、停止、中止、利用不能又

は変更等、お客さまが本サービスを利用したこと、又は利用できなかったことによりお客さまに生じた損害

について、お客さまが被った直接かつ現実に生じた損害を超えて賠償する責任を負わないものとし、その他

一切の損害（付随的損害、間接損害、特別損害、逸失利益に係る損害及び拡大損害を含みます。）については、

その予見可能性の有無を問わず賠償の責任を負わないものとします。 

2. 対応端末及び回線の特性又は電波状況等により、本サービス及び本コンテンツが正常にご利用頂けない場合

がありますので、予めご了承願います。なお、これらの故障、損傷、ウィルス感染、通信障害やネットワー

ク状況により本サービスをご利用できない場合、当社はその責任を負わないものとします。 

 

第 16条（保証） 

1. 当社は、本サービス、本コンテンツ、本サイトの内容及び本サービスに関連して提供される全てのコンテン

ツ（電子メール及び第三者が提供するウェブサイトへのリンクを含みます。）について、完全性、安全性、有

用性、正確性、特定目的適合性、期待する水準に達していること、お客さまに適用される法令、ガイドライ

ン又は業界団体の内部規則等に適合すること、ウィルス等に感染していないこと、不具合が生じないこと、

表示情報が正確であること及び真実であること等を含め、明示的又は黙示的にも何ら保証を行いません。 

2. 当社は、2018年度パシフィック・リーグの公式戦が開催されること及び全部又は一部の試合が確実に視聴で

きることについて、明示的又は黙示的にも何ら保証を行いません。 



 

第 17条（存続条項） 

本契約が理由を問わず終了した後も、第 4条（注意事項）第 4項、第 9 条（禁止事項）、第 12 条（本サービ

スの停止等）第 2項、第 13条（本サービスの廃止）第 4項、第 14条（損害賠償）乃至本条及び第 20条（利

用契約上の地位の譲渡等）乃至第 22条（準拠法・裁判管轄）の規定は、有効に存続するものとします。 

 

第 18条（反社会的勢力の排除） 

お客さまは、当社に対し、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。 

(1) 自らが反社会的勢力（暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。）、暴力団員（同条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。）、

暴力団関係団体、暴力団関係者その他の反社会的勢力の総称をいいます。以下同じ。）に該当しないこと 

(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社

会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと 

(3) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと 

 

第 19条（第三者への委託）  

当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。 

 

第 20条（利用契約上の地位の譲渡等） 

お客さまは、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につ

き、第三者に対し、譲渡、移転、担保権の設定その他一切の処分を行なうことはできません。 

 

第 21条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法（平成 12年法律第 61号）その他の法令等により無効

又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとしま

す。 

 

第 22条（準拠法・裁判管轄） 

1. 本規約及び本契約の適用及び解釈は、日本法に準拠するものとします。 

2. お客さまと当社との間で本規約又は本契約について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とするものとします。 

 

第 23条（適用） 

1. 本規約は、当社が制定した 2018 年 3 月 29 日付「パ・リーグ LIVE2018 年利用規約」（以下「原規約」といい

ます。）の特約を定めるものであり、本規約が適用されるお客さまには原規約は適用されないものとします。 

2. 本規約の内容は、当社の都合により、お客さまへ通知することなく変更されることがあります。この場合、当

社は変更後の内容を当社ホームページ、その他当社が運営するウェブサイト又は本サイトに掲載するものと

し、お客さまはこれを確認するものとします。また当該変更の後は、変更後の本規約に従い、当社は本サービ

スを提供するものとし、お客さまはこれに従うものとします。 

 

・ SoftBank 及びソフトバンクの名称、ロゴは日本国及びその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録

商標又は商標です。 

 



発行日：2018年 3月 29日 

改定日：同年 10月 19日 

 


