日本語
重要: お客様がiPhone、iPadまたはiPod touch（以下「本デバイス」といいます）をご使用になるこ
とで、お客様は、以下のAppleの定める各条項に基づく拘束を受けることに同意されたことになりま
す。
A.
B.
C.

Apple iOSおよびiPadOSソフトウェアライセンス契約
Apple Pay 追加条項
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Apple Inc.
iOSおよびiPadOSソフトウェアライセンス契約
シングルユースライセンス
お客様の本デバイスをご使用になる前、または本ソフトウェアライセンス契約（以下「本契約」といい
ます）に関するソフトウェアアップデートをダウンロードする前に、本契約をよくお読みください。お
客様の本デバイスをご使用になること、またはソフトウェアアップデートをダウンロードすることに
よって、本契約の各条項の拘束を受けることに同意されたことになります。本契約の各条項に同意されな
い場合は、当該本デバイスのご使用またはソフトウェアアップデートのダウンロードを行わないでくだ
さい。
もし、お客様が最近本デバイスをご購入され、本契約の各条項に同意されない場合、当該本デバイスを
返却期間内に取得されたApple Store、または正規代理店へ返却の上、払い戻しを受けることができる
場合があります。なお https://www.apple.com/legal/sales-support/ におけるApple返品条件の
制限を受けるものとします。
1．総則
(a) お客様の本デバイスに添付されている読み出し専用メモリ、その他の記録媒体またはその他あらゆ
る形態上の、ソフトウェア（ブートROMコード、内蔵されるソフトウェアおよび第三者のソフトウェア
を含みます）、文書、インターフェース、コンテンツ、フォント、および一切のデータ（以下「オリジナ
ルAppleソフトウェア」といいます）は、機能改善、ソフトウェアアップデートやAppleから供給された
システムリストアソフトウェアによってアップデートされたもの、またはリプレイスされたもの（以下
「Appleソフトウェアアップデート」といいます）も含めて（オリジナルAppleソフトウェアおよび
Appleソフトウェアアップデートを、以下「Appleソフトウェア」と総称します）、Apple Inc.（以下
「Apple」といいます）が、お客様に対して、本契約条件に従う場合に限り使用を許諾するものであり、
販売するものではありません。また、Appleおよびそのライセンサーは、Appleソフトウェア自体の所有
権を保持し、お客様に非明示的に付与した権利のすべてを留保します。お客様は、本契約がお客様の本デ
バイスに内蔵されたすべてのAppleブランドのアプリケーションに適用されることに同意されるものとし
ます。ただし、当該アプリケーションが別個のライセンスを伴う場合には、お客様はその別個のライセン
スが当該アプリケーションの使用に適用されることに同意されるものとします。
(b) Appleは、その独自の裁量により、Appleソフトウェアアップデートを今後提供することがありま
す。Appleソフトウェアアップデートがある場合、それには存在するソフトウェア機能のすべてまたは

Appleが新規またはその他モデルの本デバイス用にリリースする新機能のすべてを必ずしも含むとは限り
ません。 本契約の条件は、Appleが提供するAppleソフトウェアアップデートに適用されますが、お客
様は当該Appleソフトウェアアップデートに別個のライセンスが添付される場合は、その別個のライセン
スが適用されることに同意されるものとします。
(c) お客様は、お客様の既存の本デバイスに基づいて、エクスプレス設定機能を使用して新規の本デバ
イスを設定する場合、お客様の新規の本デバイス上のAppleソフトウェアの使用には、本契約が適用され
ることに同意されるものとします。ただし、当該ソフトウェアが別個のライセンスを伴う場合には、お客
様はその別個のライセンスが当該ソフトウェアの使用に適用されることに同意されるものとします。お客
様の本デバイスは定期的にAppleに対し、Appleソフトウェアのアップデートを確認します。アップデー
トが適用可能な場合は、お客様の本デバイス、および適用可能な場合はお客様の周辺機器にも、自動的
にダウンロードおよびインストールされます。Appleソフトウェアを使用することにより、お客様は、
Appleがお客様の本デバイスまたはお客様の周辺機器にAppleソフトウェアアップデートを自動的にダ
ウンロードおよびインストールする場合があることに同意されたものとします。お客様は「設定」>「一
般」>「ソフトウェアアップデート」の順に選択することによって確認できる「自動アップデート」の設
定をオフすることによって、いつでも自動アップデートを一括してオフにすることができます。
2．許諾された使用方法およびその制限
(a) 本契約条件に従い、お客様は、１台のAppleブランドの本デバイスでAppleソフトウェアを使用す
るための限定的な非独占的ライセンスを付与されます。以下に記載の2条(b)で許諾されるものを除き、
またお客様とAppleとの間の個別契約に規定がある場合を除き、本契約は、Appleソフトウェアが同時に
複数のAppleブランドの本デバイス上に存在することを許諾するものではなく、また、お客様は頒布また
はネットワーク上で複数の本デバイスが同時にAppleソフトウェアを使用できるようにすることはできま
せん。本契約は、お客様に本デバイスとともに利用する第三者のデバイスやアクセサリまたは第三者のソ
フトウェアアプリケーションのデザイン、開発、製造、ライセンスあるいは流通についてのApple独自の
インターフェースや他の知的財産権を利用する権利を付与するものではありません。これらの権利のいく
つかは、Appleからの個別のライセンスで利用可能となります。本デバイスのための第三者のデバイスお
よびアクセサリの開発に関しご不明な点があればhttps://developer.apple.com/programs/mﬁ/ をご
覧ください。また、本デバイスのためのソフトウェアアプリケーションの開発に関しご不明な点があれ
ば、https://developer.apple.com をご覧ください。
(b) 本契約条件に従い、お客様は、お客様が所有または管理する本デバイス上のソフトウェアをアップ
デート、またはリストアするため、お客様の当該本デバイスのモデル用にAppleが提供するAppleソフト
ウェアアップデートをダウンロードするための限定的な非独占的ライセンスを付与されます。本契約は、
お客様が管理または所有しない本デバイスをアップデート、またはリストアすることを許諾するものでは
なく、また、お客様は、Appleソフトウェアを頒布することはできず、またはネットワーク上で複数の機
器あるいはコンピュータが同時にAppleソフトウェアアップデートを使用できる状態にすることはでき
ません。お客様がAppleソフトウェアアップデートをご自身のコンピュータにダウンロードした場合、
お客様は、バックアップの目的に限り、機械による読み取り可能な形態でお客様のコンピュータ上に保
存されるAppleソフトウェアアップデートのコピーを１部作成することができます。ただし、バックアッ
プ用複製物は、Appleソフトウェアアップデートの原本に含まれる著作権情報のすべてまたは他の所有権
表示を含まなければなりません。

(c) Appleが、購入時にお客様の本デバイスにApp StoreからAppleブランドのアプリケーションをプ
リインストールしている限りにおいて（以下「プリインストールアプリケーション」といいます）、お客
様はApp Storeにログインし、お客様の本デバイスにてそれらのプリインストールアプリケーションを使
用するために、お客様のApp Storeアカウントとプリインストールソフトウェアを関連付ける必要があ
ります。お客様がプリインストールアプリケーションとApp Storeアカウントとを関連付ける場合、お客
様は同時に、お客様の本デバイス上のその他のすべてのプリインストールアプリケーションも自動的に関
連付けられることになります。お客様のApp Storeアカウントとプリインストールアプリケーションと
の関連付けを選択することによって、お客様は、Appleが、お客様のApp Storeアカウントにより使用
されたApple IDおよびお客様の本デバイスから収集された固有のハードウェア識別子を、お客様のリク
エストの適格性を判断し、かつApp Storeを通じてお客様のプリインストールアプリケーションへのア
クセスを提供する目的で、固有のハードウェア識別子として、送信、収集、保持、処理および使用する
場合があることに同意されるものとします。お客様がプリインストールアプリケーションの利用を希望さ
れない場合、お客様はいつでも、お客様の本デバイスからプリインストールアプリケーションを削除する
ことができます。
(d) お客様は、Appleソフトウェアおよびこれにより提供されるサービスの全部または一部に対し、複
製（本契約に基づき明示的に許可される場合を除きます）、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、
逆アセンブル、ソースコード導出の試行、暗号化、修正または二次的著作物の創作を行うことはできな
いものとし、これらの行為を行わないこと、および他者がこれらの行為を行うことを可能ならしめない
ことに同意するものとします（ただし、上記の制限が適用法またはAppleソフトウェアに含まれ得るオー
プンソースコンポーネントの使用に適用されるライセンス条件により禁止される場合を除くものとしま
す）。お客様は、Appleソフトウェアに添付、または含まれ得る一切の所有権表示（商標権および著作
権情報を含みます）を削除したり、不明瞭にしたり、または改変したりしないことに同意します。
(e) Appleソフトウェアは、著作権のないマテリアル、お客様が著作権を有するマテリアル、あるいは
お客様が複製を許諾されたか法的に認められたマテリアルを複製する場合に限り、マテリアルの複製に
使用することができます。上記にかかわらず、お客様はNewsまたは「マップ」を通じてアクセスされた
イメージの一切を、スタンドアロンファイルとして再版、再送および複製することは禁じられています。
お客様の本デバイスによって表示、保存またはアクセスされるコンテンツの一切の所有権および知的財産
権は、それぞれのコンテンツ所有者に帰属します。当該コンテンツは、著作権またはその他の知的財産
権に関する法律および条約に保護される場合があり、また当該コンテンツを提供する第三者の使用条件
に従っていただく場合があります。本契約に別途規定のない限り、本契約は、当該コンテンツを使用す
るいかなる権利をお客様に許諾するものではなく、当該コンテンツがお客様に提供され続けることを保
証するものでもありません。
(f) 本契約条件に従い、お客様は、Appleソフトウェアに含まれる、またはAppleソフトウェアで作成さ
れたミー文字（以下「本システムキャラクター」といいます）を以下の場合に使用することができます。
(i) Appleソフトウェアの実行中、および (ii) お客様の独自コンテンツおよびプロジェクトをお客様の個
人的かつ非商用的使用を目的として作成する場合。営利、非営利、公共への共有、商業的な背景でのい
かなるシステムキャラクターの使用、複製、表示、実行、記録、出版または再頒布を含むがこれらに限
らない、その他の目的でのシステムキャラクターの使用は、本契約で許可されていません。
(g)

特定のアプリケーションおよび/またはウェブサイトのアクションショートカットを完了するため

に、Appleソフトウェアは、お客様の本デバイス上の特定の第三者のソフトウェアアプリケーション、
サービスまたはウェブサイトにアクセスする必要がある場合があります。お客様は、Appleソフトウェア
のショートカットを完了させるために必要な範囲内において、その使用に明示的に同意するものとしま
す。
(h) お客様は、Appleソフトウェアおよび本サービス（下記5条にて定義されます）を、お客様が居住
する、またはAppleソフトウェアおよび本サービスをダウンロードもしくは使用する国や地域の法令を
含む、すべての適用される法令を遵守して使用されることに同意したものとします。Appleソフトウェア
および本サービスの機能は、すべての言語または地域で利用いただけるとは限らず、ある機能は地域に
よって異なり、またある機能は、お客様のサービスプロバイダにより利用が制限されたり、または利用
不可であったりする場合があります。Appleソフトウェアまたは本サービスのいくつかの機能には、WiFiまたは携帯電話通信のデータ接続が必要になります。
(i) App Storeの利用には、Apple IDの名称で知られる個別のユーザ名およびパスワードの組み合わせ
を取得する必要があります。Apple IDはまた、アプリケーションのアップデートならびに、Appleソフ
トウェアおよび本サービスの特定の機能にアクセスするためにも必要となります。
(j) お客様は、Appleソフトウェアの多くの機能、内蔵アプリケーションおよび本サービスがデータ送信
によりお客様のデータプランに料金を発生させること、および当該料金をお客様がご負担することにつ
き、了承されたものとします。お客様は、どのアプリケーションに携帯電話のデータ使用を許可するか
確認および管理することができ、また携帯電話のデータ設定のもと、当該アプリケーションがどのくら
いのデータを消費するか、概算を確認することができます。さらに、お客様のWi-Fi接続が弱い時、Wi-Fi
アシストは自動的に携帯電話通信に切り替え、それにより携帯電話のデータ使用量が増加し、お客様の
データプランの料金に影響を及ぼす可能性があります。 Wi-Fiアシストは初期設定にてオンになってい
ますが、「設定」から無効にすることができます。詳細については、本デバイスのユーザガイドをご覧く
ださい。
(k) お客様が自動Appアップデートを許可された場合、お客様の本デバイスは定期的にAppleに対し、
お客様の本デバイス上のアプリケーションのアップデートの有無を確認し、アップデートが適用可能な場
合は、お客様の本デバイスに自動的にダウンロードおよびインストールされます。お客様は、「設定」の
「iTunes & App Store」をタップし、「自動ダウンロード」の「アップデート」をオフすることによっ
て、いつでも自動Appアップデートを一括してオフにすることができます。
(l) 一定の状況下での本デバイスの使用は、お客様の注意をそらすものとなり、危険な状況を引き起こ
す原因となる場合があります（例えば、車を運転中のテキスト入力、または自転車乗車中のヘッドフォ
ンの使用は避けてください）。本デバイスを使用することにより、お客様は、携帯電話またはヘッドフォ
ンの使用を禁止または制限するルール（例えば、運転時の通話にはハンズフリー機能を使用するなどの
要件）を守る責任が、お客様ご自身にあることに同意するものとします。
(m) 本デバイスは、医療機器ではなく、専門的な医学的判断の代わりとして使用すべきものではありま
せん。これらは病気またはその他の健康状態の診断、または治療、緩和、手当または何らかの健康状態
もしくは疾病の予防に使用するために設計されたものでも、意図されたものでもありません。お客様の
健康に関する決断をする前に、お客様の健康管理プロバイダにご相談ください。

3．譲渡
お客様は、Appleソフトウェアのレンタル、リース、貸与、販売、再頒布またはサブライセ
ンスを行うことはできません。ただし、お客様は、Appleソフトウェアに関するお客様がライセンス付与
された権利のすべてを、本デバイスの所有権の移転にともなって、第三者に対して一回限りの永久譲渡を
することができます。この場合、以下の条件をすべて満たさなければなりません:(a) 当該譲渡は、すべて
の構成要素、および本契約を含む本デバイスおよびAppleソフトウェアのすべてを含んでいなければなら
ないこと、(b) お客様は、Appleソフトウェアの複製物を、その全部または一部を問わず、コンピュータ
または他の記憶装置上に保存されているものを含め保持してはならないこと、(c) Appleソフトウェアの
譲受人は、本契約を読み、かつ本契約条件の受諾に同意すること。
4．データ使用に対する同意
お客様が、お客様の本デバイスを使用する際、iMessageおよび
FaceTimeなど、Appleソフトウェアの様々なコミュニケーション機能を使用する際に、他者が電話番号
によってお客様と連絡が取れるようにするために、お客様の電話番号および本デバイスの一定の固有の
識別子がAppleに送られます。 iMessageをご利用になる際、Appleは、送達を確実にするため、一定
期間に限り、お客様のメッセージを暗号化された形式でお預かりする場合があります。お客様は、お客
様の本デバイス上の、FaceTimeまたはメッセージ設定からFaceTimeまたはiMessageをオフにするこ
とができます。解析、位置情報サービス、Siriおよび音声入力のような特定の機能でも、それら各機能を
提供するため、お客様の本デバイスからの情報を必要とする場合があります。お客様がそれらの機能をオ
ンにするまたは使用する際、どのような情報がAppleに送られるのか、およびどのように使用されるか
について、詳細が提供されることになります。 お客様は https://www.apple.com/privacy/ をご覧い
ただくことにより、さらなる情報を入手できます。お客様の情報は、いかなる場合においても、Appleプ
ライバシーポリシーに従って取り扱われます。プライバシーポリシーについては、https://
www.apple.com/legal/privacy/ をご確認ください。
5．サービスおよび第三者のマテリアル
(a) Appleソフトウェアにより、AppleのiTunes Store、App Store、Apple Books、Game
Center、iCloud、マップ、News、Fitness+やその他Appleおよび第三者のサービスとウェブサイト
（以下、総称して、または個別に「本サービス」といいます）へのアクセスが可能となり得ます。これら
本サービスの利用にはインターネット接続が必要であり、一定の本サービスの利用はApple IDおよび追
加の規約の承諾が必要となり、追加料金が発生することもあります。Apple IDまたはその他のApple
サービスで本ソフトウェアをご使用になることで、お客様が本サービスにアクセスしている国または地
域の最新のAppleメディアサービス利用規約など、適用されるサービス条件に同意されたものとします。
最新のサービス規約は https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ をご参照ください。
(b) iCloudにサインアップした場合、「iCloud Drive」、「自分のフォトストリーム」、「共有アルバ
ム」、「探す」など特定のiCloud機能は、Appleソフトウェアから直接アクセスすることができます。
iCloudおよびこれらの機能を使用することにより、お客様は最新のiCloudサービス規約を確認し、同意
されたことになります。最新のサービス規約は、https://www.apple.com/legal/internet-services/
icloud/ をご参照ください。
(c) Newsアプリケーションコンテンツ
Newsアプリケーションを通じてアクセスされたコンテンツ
の使用は、個人使用および非商用使用のみに限られ、コンテンツのいかなる所有権もお客様に譲渡され
るものではありません。また当該コンテンツを商用または宣伝に利用する権利は、これらに限られませ

んが、特に除外されます。
(d) マップ
地図の対象範囲を含む、Appleソフトウェアのマップサービスおよびその機能（以下
「マップ」といいます）は、地域によって異なる場合があります。お客様がマップをオンにするかまたは
使用する際、どのような情報がAppleに送られるのか、およびどのように使用されるのかについて、詳細
が提供されることになります。マップを使用することにより、お客様は最新のマップサービス規約を確認
し、同意されたことになります。最新のサービス規約は、「マップ」のホームカードをご確認ください。
(e) お客様は、本サービスをご利用いただくことにより、露骨な表現を有することが明記されているか
を問わず、不快、わいせつ、または問題があるとみなされる可能性のあるコンテンツに遭遇する可能性
があり、特定のURLの検索結果に入ることが、自動的および意図せずに不適切な内容のものへリンクま
たは関連することがあることをご理解いただきます。お客様はご自身の責任により本サービスをご利用
いただくことに同意されたものであり、Apple、その関連会社、代理人、本人、またはそのライセンサー
はお客様に対し不快、わいせつ、または問題があるとみなされる可能性のあるコンテンツに関する責任
を一切負いません。
(f) 本サービスの一部は、第三者のコンテンツ、データ、情報、アプリケーションまたは第三者からの
マテリアル（以下、総称して「第三者のマテリアル」といいます）を表示し、これらを備え、もしくは
これらを利用可能にすること、または第三者のウェブサイトにリンクされることがあります。本サービ
スをご利用いただくにあたり、お客様は、Appleがこのような第三者のマテリアルやウェブサイトの内
容、正確性、完成度、適時性、有効性、著作権遵守、適法性、品質またはその他いかなる側面について
も、調査および評価する責任を負うものではないことを承認し、同意されたものとします。Apple、その
役員、関連会社および子会社は、第三者による本サービス、第三者のマテリアルもしくはウェブサイ
ト、またはその他一切の第三者のマテリアル、製品もしくはサービスに関し、お客様およびその他の
方々に対して、一切の保証または承認をせず、かつ一切の義務または責任を引き受けず、また負いませ
ん。第三者のマテリアルおよびその他のウェブサイトへのリンクは、お客様への便宜のためだけに提供
されているものです。
(g) Appleおよびそのコンテンツプロバイダのいずれも、本サービスによって表示される株式情報、位
置データまたはその他のデータの利用可能性、正確性、完成度、信頼性または時宜性について保証いた
しません。 本サービスのいずれかによって示される財務情報は、一般情報提供のみを目的としており、
投資アドバイスとして信用されるべきものではありません。本サービスを通して得られる情報に基づき有
価証券取引を行う前に、お客様は、お客様の国や地域で財務または証券にかかるアドバイスができる法
律的に資格を与えられた財務または証券の専門家に相談することが適切です。本サービスを介して提供
されるAppleマップサービスを含む位置データは基本的なナビゲートおよびプランニングを目的とするだ
けのものであり、詳細な地域情報が必要な状況を担保するものではなく、または間違えを含むもので
あったり、不正確であったり、時間遅延していたりまたは不完全な位置データが、死亡、身体傷害、財
産や環境への損害を生じさせるようなことがある状況において、信用性を担保するものではありませ
ん。お客様は、マップサービスから受信する結果は、天候、道路および交通状況、地政学的事象を含む
がこれらに限定されないマップデータの正確性に影響を与え得る要因に基づく実際の道路、地域状況に
より異なり得ることに同意されたものとします。お客様の安全性のために、ナビゲーション機能をご利用
になる場合は、つねに道路標識および実際の道路状況に注意してください。交通ルールを守り、安全運
転をし、また自転車および徒歩での行き方は、自転車道、歩道、または緑道を含んでいない場合があり

ますので、ご注意ください。
(h) お客様は、本サービスを利用していずれかのコンテンツをアップロードする限りにおいて、お客様
が当該コンテンツにおける一切の権利を有しているか、または、当該コンテンツのアップロードを行う
権限を付与されているか、もしくは法的に認められていること、および当該コンテンツが、本サービス
に適用されるいかなるサービス条項にも違反していないことを表明するものとします。お客様は、本
サービスが、Apple、サイトオーナー、またはそれらのライセンサーにより専有されるコンテンツ、情報
およびマテリアルを含むこと、著作権を含みますがこれに限られない適用ある知的財産権やその他の関
係法令により保護されることに同意されたものとします。お客様は、お客様がこれら専有のコンテン
ツ、情報またはマテリアルを本サービスの許諾された利用以外の方法において、または本契約の条項に矛
盾するか第三者やAppleの知的財産権の侵害となるいかなる仕方においても利用しないことに同意され
たものとします。いかなる形態または方法によるものであっても、本サービスのいかなる部分の複製も
禁止されます。お客様は、方法のいかんにかかわらず、本サービスの修正、レンタル、リース、貸与、販
売、頒布、または本サービスに基づく二次的著作物の創作を行わないことに同意されされたものとしま
す。お客様は、コンピュータウィルス、ワーム、トロイの木馬、その他のマルウェア、不法侵入やネット
ワーク容量に負荷をかけること等（これらを含みますが、これらに限定されません）、許可されていな
い方法により本サービスを不正利用してはなりません。さらに、お客様は、方法にかかわらず、本サービ
スを嫌がらせ、不正利用、ストーキング、脅迫、中傷その他の第三者の権利を侵害する方法により使用
しないことに同意するとともに、お客様のそのような方法による使用や、お客様が本サービスを利用し
た結果として受領する可能性のある、いかなる嫌がらせ、脅迫、中傷、攻撃的、権利侵害的または違法
なメッセージや放送に関し、Appleが一切責任を負うものではないことに同意されたものとします。
(i) 当該サービスおよび第三者のマテリアルはすべての言語または国、地域にて利用できるとは限りませ
ん。Appleは、当該サービスおよび第三者のマテリアルがどこか特定の場所に適しており、または特定の
場所で利用可能であることについて、いかなる表明もしません。お客様が当該サービスまたは第三者の
マテリアルの使用またはこれらへのアクセスを選択する限りにおいて、お客様は、ご自身の判断でこれら
にアクセスされるものとし、適用される現地法、およびプライバシーおよびデータ収集に関する法律を
含むがこれらに限らない一切の適用法令を遵守することは、お客様の責任です。お客様の本デバイスを通
じて写真を共有または同期する場合、どこで、いつ写真が撮影されたか、および詳細情報を含むメタ
データが、写真とともに送信される場合があります。Appleのサービス（iCloudフォトライブラリな
ど）を使用して当該写真を共有または同期すると、Appleは当該メタデータを受信または保存することに
なります。Appleおよびそのライセンサーは、いつでも、お客様に通知せずに、変更、一時停止、削除、
またはアクセス不能にする権利を留保しています。Appleは、いかなる場合であっても、本サービスを削
除またはアクセス不能にすることに対し、一切の責任を負わないものとします。また、Appleは、いかな
る場合であっても、通知なしに、責任を負うこともなく、一定の本サービスの利用またはアクセスを制
限することもできます。
6．解除
本契約は、解除されるまで有効です。本契約に基づくお客様の権利は、本契約条件のいずれ
かにお客様が違反した場合、Appleが通知をすることなくして、自動的に終了するか、または効力を失い
ます。本契約の終了に伴い、お客様は、Appleソフトウェアの使用をすべて中止しなければなりません。
本契約の 4条、5条、6条、7条、8条、9条、10条、12条および13条は、本契約終了後も存続するもの
とします。

7．保証の否認
7.1 お客様が、消費者（Appleソフトウェアをご自分のお仕事、業務または職業以外でご使用の方）で
ある場合、以下の制限がお客様に適用されることを禁止する居住国の法的権利を有する可能性がありま
す。お客様に適用されることが禁止されている場合、これらはお客様には適用されません。権利について
の詳細は、お近くの消費者団体にお問合わせください。
7.2 お客様は、適用法が許容する限りにおいて、AppleソフトウェアおよびAppleソフトウェアによっ
て実行またはアクセスされる一切の本サービスを使用する上での危険はお客様のみが負担し、品質適合
性、性能、正確性および努力に関する包括的危険は、お客様にあることを明確に認識し同意します。
7.3 適用法が最大限に許容する限りにおいて、Appleソフトウェアおよび本サービスは、すべての瑕疵
を問わずかつ一切の保証を伴わない「現状渡し」および「提供可能な限度」で提供され、Appleおよび
Appleのライセンサー（本契約7条および 8条において「Apple」と総称します）は、Appleソフトウェ
アおよび本サービスに関するすべての明示、黙示または法令上の保証および条件を明確に否認します。当
該保証および条件には、商品性、品質適合性、特定目的適合性、正確性、平穏享有権および第三者の権
利非侵害性を含みますがこれらに限られません。
7.4
Appleは、Appleソフトウェアおよび本サービスの娯楽性の妨害がないこと、Appleソフトウェ
アに含まれる機能、またはAppleソフトウェアにより実行または提供される本サービスがお客様の要求
を満足させるものであること、Appleソフトウェアおよび本サービスが支障なくもしくは誤りなく作動す
ること、本サービスが継続して提供されるものであること、Appleソフトウェアまたは本サービスの瑕
疵が修正されること、Appleソフトウェアまたは本サービスが第三者のソフトウェア、アプリケーション
または第三者のサービスと互換性があることを保証しません。本Appleソフトウェアをインストールされ
ることで、Apple製品およびサービスだけでなく、第三者のソフトウェア、アプリケーションまたは第三
者のサービスの可用性およびユーザビリティに影響を与える場合があります。
7.5 お客様は、Appleソフトウェアおよび本サービスによるコンテンツ、データまたは情報に関する不
具合もしくは情報の遅延、またはエラーもしくは不正確性が死亡、身体傷害、または重大な身体もしく
は環境に対する損害を引き起こすような状況や環境（原子力施設、飛行機運航または通信システム、航
空管制、生命救助または武器システムを含みますが、これらに限られません）においてAppleソフトウェ
アおよび本サービスを使用することが意図されるものでなく、また、使用に適さないことを了解するも
のとします。
7.6 AppleまたはAppleの権限ある代表者の、口頭もしくは書面による情報または助言の一切は、新た
な保証を行うものではありません。Appleソフトウェアまたは本サービスに瑕疵があると判明した場
合、お客様が、すべてのサービス、修理または修正に要する一切の費用を負担します。黙示の保証の免責
または適用のある消費者法令上の権利の制限を認めない地域において、上記の免責および制限は、お客
様に適用されない場合があります。
8．責任の制限
適用法令により禁止されない限り、Apple、その関連会社、代理人または本人は、
Appleソフトウェアもしくは本サービス、またはAppleソフトウェアおよび本サービスに関連する第三者
のソフトウェア、アプリケーションもしくはサービスの使用または使用不可に起因または関連する、逸
失利益、データの損壊または消失、データの送受信の失敗（コースの指示、割当およびマテリアルを含

みますが、これらに限られません）、仕事の中断またはその他の商業的損害もしくは損失等を含む、身
体傷害または付随的損害、特別損害、間接損害または二次的損害等について、責任事由（契約、不法行
為等）にかかわらず、いかように発生しようと、Appleが当該損害の可能性を示唆されていた場合におい
ても、一切の責任を負いません。身体傷害、付随的損害または間接損害に対する免責または責任の制限
を法的に認めない地域において、本制限は、お客様に適用されない場合があります。いかなる場合も
（身体傷害を含む場合に適用法が要請する場合を除いて）、すべての損害に関するお客様に対するApple
の賠償責任総額は、250米ドルを上限とします。上記の救済がその本質的目的を達成できない場合で
も、前述の制限が適用されます。
9．デジタル証明書
Appleソフトウェアには、Appleまたは第三者のいずれかから発行されるデジタ
ル証明書を受領できる機能が含まれています。お客様は、Appleまたは第三者のいずれかから発行される
証明書を信頼するか否かの判断につき、単独で責任を負うものとします。デジタル証明書を使用する上
での責任はお客様のみが負担するものとします。適用法が最大限に許容する限りにおいて、Appleは、デ
ジタル証明書に関する商品性、特定目的適合性、正確性、安全性または第三者の権利非侵害性につき、
明示または黙示を問わず一切の保証または表明を行いません。
10．輸出管理
お客様は、アメリカ合衆国の法律およびAppleソフトウェアが取得された国の法律が
認めている場合を除き、Appleソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはできません。
特に、例外なく、Appleソフトウェアを、(a)アメリカ合衆国の通商禁止国または(b)アメリカ合衆国財務
省の特別指定国リスト（list of Specially Designated Nationals）またはアメリカ合衆国商務省の拒否
人名リスト（Denied Personʼs List or Entity List）またはその他の制限者リスト上の一切の者に対し、
輸出または再輸出を行うことはできません。Appleソフトウェアを使用することにより、お客様は、上
記国家に住居を定めていないこと、または上記リストに該当するものではないことを表明および保証す
るものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でAppleソフト
ウェアを使用しないことに同意されたものとします。当該目的にはミサイル、核兵器、化学兵器または
生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますが、これらに限定されません。
11．エンドユーザが合衆国政府である場合
Appleソフトウェアおよび関連文書は、「商業コン
ピュータソフトウェア(Commercial Computer Software)」「商業コンピュータソフトウェア文書
(Commercial Computer Software Documentation)」から構成される48 C.F.R. 2.101で定義する
「商業品目(Commercial Items)」であり、当該用語は、48 C.F.R. 12.212または48 C.F.R. 227.7202
で使用されています。48 C.F.R. 12.212または48 C.F.R. 227.7202-1から227.7202-4に従い、商業コ
ンピュータソフトウェアおよび商業コンピュータソフトウェア文書は、アメリカ合衆国政府のエンド
ユーザに対して、(a) 商業品目としてのみ、かつ(b) 本契約条件に従ってその他のエンドユーザすべてに
付与される権利のみを伴って、ライセンス付与されるものです。非公開の権利は、アメリカ合衆国の著作
権法に基づき留保されています。
12．準拠法および契約の分離性
本契約は、法の抵触に関する原則を除き、カリフォルニア州法を準
拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。本契約には、国際物品売買契約に関する国際連合条
約は適用されず、その適用は明示的に排除されるものとします。お客様が英国に居住する消費者の場合、
本契約はお客様の居住地を管轄する法律に準拠します。 何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が
本契約のいずれかの条項またはその一部について執行不能と判断した場合であっても、本契約の他の条
項または部分は、依然として完全な効力を有するものとします。

13．完全合意、適用言語
本契約は、Appleソフトウェアに関するお客様とAppleの合意のすべてを
定めるものであり、本件に関する、従前の取決めに優越するものです。本契約の修正および変更は、当
該修正および変更が書面によりなされ、かつAppleが署名した場合を除き、拘束力を有しません。本契
約書の翻訳は、地域の必要に応じて行われるものであり、英語版とそれ以外の言語版とで差異矛盾があ
る場合、お客様の管轄法域における現地法が禁止しない範囲で、英語版の本契約を適用するものとしま
す。
14．第三者の製品に関する承認
Appleソフトウェアの一部には、第三者のソフトウェアおよびその
他の著作物が利用され、または含まれております。当該著作物に関する確認、ライセンス条項および責任
制限に関する事項は、Appleソフトウェアに関する電子的書面に記載されており、お客様の当該著作物
の使用についてはそれらの各条項が適用されるものとします。Google Safe Browsing Serviceの使用
は、Google のサービス利用規約（https://www.google.com/intl/en/policies/terms/）および
Googleのプライバシーポリシー（https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/）の適用を受け
ます。
15．MPEG-4の使用、H.264/AVCに関する通知
(a) Appleソフトウェアは、MPEG-4 System Patent Portfolio Licenseに基づいてMPEG-4
Systems Standardにしたがってエンコーディングするためにライセンスされるものです。ただし、以下
のいずれか、または両方をエンコードする場合には、追加のライセンスとロイヤルティーの支払いが必要
となります:(i)タイトル毎に支払う物理的なメディアに保存または複製されるデータ (ii)タイトル毎に支払
う永久保存または永久利用するエンドユーザに送信されるデータ。これらの追加ライセンスは、MPEG
LA, LLC.より取得していただけます。詳細につきましては、https://www.mpegla.com をご参照くださ
い。
(b) Appleソフトウェアには、MPEG-4ビデオエンコーディング機能および/またはデコーディング機能
が含まれています。Appleソフトウェアは、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づいて消費
者による個人利用および非商用利用目的で以下のいずれか、または両方を行うためにライセンスされる
ものです：(i) MPEG-4 Visual Standardに従いビデオをエンコードすること(以下「MPEG-4ビデオ」
といいます)、（ii）個人的、非商業活動に従事する消費者によりエンコードされたか、MPEG-4ビデオ
を提供するためにMPEG LAよりライセンスを受けたビデオ提供者から取得したMPEG-４ビデオをデ
コードすること。その他の使用に関してはいかなるライセンスも付与されておらず、また黙示にも付与さ
れていません。販売促進用、社内用および商用の使用およびライセンスに関する情報を含む追加情報に
ついては、MPEG LA, LLC.より取得していただけます。 https://www.mpegla.com をご参照くださ
い。
(c) Appleソフトウェアには、AVCエンコーディング機能および/またはデコーディング機能が含まれて
います。H.264/AVCの商用利用には追加のライセンスが必要であり、以下の条件が適用されます：
AppleソフトウェアにおけるAVC機能は、消費者が以下のいずれか、または両方を行うための個人利用
および非商用利用目的に限るものとします：(i) AVC Standardに従いビデオをエンコードすること（以
下「AVCビデオ」といいます）、および/または、(ii) 個人的、非商業的行為に参加する消費者によりエ
ンコードされたAVCビデオおよび/またはAVCビデオを提供するためにライセンスを受けたビデオ提供者
から取得したAVCビデオをデコードすること。他の使用およびライセンスに関する情報については、

MPEG LA L.L.C.より取得することができます。https://www.mpegla.com をご参照ください。
16．Yahoo検索サービスの制限
Safariを通じて利用可能なYahoo検索サービスは、以下の国および
地域においてのみ利用を許諾されます。アルゼンチン共和国、アルバ、オーストラリア連邦、オーストリ
ア共和国、バルバドス、ベルギー王国、バミューダ諸島、ブラジル連邦共和国、ブルガリア共和国、カ
ナダ、ケイマン諸島、チリ共和国、中華人民共和国、香港、中華民国、コロンビア共和国、キプロス共和
国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドミニカ共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、フィ
ンランド共和国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、ギリシャ共和国、グレナダ、グアテマラ共和国、
ハンガリー共和国、アイスランド共和国、インド、インドネシア共和国、アイルランド、イタリア共和
国、ジャマイカ、日本、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルクセンブルグ大公国、マレーシア、マル
タ共和国、メキシコ合衆国、オランダ王国、ニュージーランド、ニカラグア共和国、ノルウェー王国、
パナマ共和国、ペルー共和国、フィリピン共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、プエルトリ
コ、ルーマニア、シンガポール共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、大韓民国、スペイン、セ
ントルシア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、スウェーデン王国、スイス連邦、タイ王国、
バハマ国、トリニダード・トバゴ共和国、トルコ共和国、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王
国、ウルグアイ東方共和国、アメリカ合衆国、ベネズエラ・ボリバル共和国。
17．Microsoft Exchangeに関する通知
AppleソフトウェアにおけるMicrosoft Exchangeメー
ル設定は、お客様の本デバイスとMicrosoft ExchangeサーバまたはMicrosoft Exchange ActiveSync
プロトコルを実行するためにマイクロソフトによってライセンスされたその他のサーバソフトウェアとの
間で電子メール、連絡先、カレンダーおよび仕事などの情報を無線同期するためにのみライセンス付与さ
れます。
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Apple PayおよびWalletに関する追加条項
Apple PayおよびWalletに関する以下の追加条項（以下「追加条項」といいます）は、Appleソフト

ウェアライセンス契約（以下「本契約」といいます）を補完するものです。本契約および追加条項の双方
が、本契約のもと、「本サービス」とみなされるお客様のApple Pay機能（以下「Apple Pay」といい
ます）およびApple Walletアプリケーション（以下「Wallet」といいます）の使用に適用されます。こ
れらの追加条項で使用される大文字表記の用語は、本契約に規定された意味を有します。
1．

概要

Apple Pay
Apple Payは、お客様に対して次のサービスを提供します。
• Apple CardおよびApple Cashカードを含むクレジットカード、デビットカードおよびプリ
ペイドカードを使用して、限定された場所またはアプリケーション内もしくはウェブサイトで非

接触型決済を行うこと。
• 他のApple Cash利用者へ個人間送金を行うこと。
Apple PayおよびApple Payの特定の機能は、限定された地域、カード発行者、支払いネットワーク、
販売者およびその他の第三者との間でのみ利用できます。
Wallet
Apple Walletでは、Apple Payで使用するクレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカード
（以下、総称して「Apple Payカード」といいます）、ならびに以下を含みますがこれに限られない他
の種類のカード、パスおよびキー（以下、総称して「Walletパス」、またApple Payカードも含めた総
称として「対応カード」といいます）の仮想表明を保存できます:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ポイントカード
交通系ICカード
チケット
会員証
車のキー
ホームキー
ホスピタリティキー
企業バッジ
学生証
運転免許証および州または政府発行の身分証カード（以下「IDカード」といいます）

Walletパスは、限定された地域で、かつ、限定されたパートナーとの間でのみ利用できます。IDカード
は、対応している州の居住者のみが利用でき、提示方法は州または場所によって異なる場合がありま
す。
対応カードは随時変更される場合があります。
2．

適格性

Apple PayおよびWalletを利用するには、(i) 本サービスに対応しているバージョンのオペレーティング
システム（最新バージョンが推奨され、必須の場合もあります）が搭載されている対応デバイス、(ii)
Appleの利用規約を遵守しているiCloudアカウントに関連付けられたApple ID、および (iii) インター
ネット接続（料金が発生する場合があります）が必要です。Apple Cashファミリーおよび限られた電子
マネーカードを除き、Apple Payカードは13歳以上の個人の方のみご利用いただけます。また、iCloud
または関連する発行者、販売者またはその他の第三者によって、追加の年齢制限が課される場合があり
ます。交通系ICカード、電子マネーカード、IDカード、企業バッジおよびキーはiOSデバイスでのみ利用
できます。
お客様がiCloudファミリーの親または法定後見人（以下「オーガナイザー」といいます）である場合、
13歳（または該当する国でそれに相当する最低年齢）未満のファミリーメンバーを含め、Walletで対象

の交通系ICカードをプロビジョニングおよび使用するようにファミリーメンバーに案内できます。お客様
はオーガナイザーとして、ファミリーメンバーが使用できるようにした交通系ICカードで行われたすべて
の支払い、購入および取引に対して、ファミリーメンバーが開始したものも含めて責任を負うこととなり
ます。Walletでの交通系ICカードの適格性および使用には、当該交通機関の条件が適用されます。オーガ
ナイザーは当該条件を遵守する責任を負い、他のファミリーメンバーが交通系ICカードを使用できるよう
にすることに関連するすべてのリスクを引き受けるものとします。ファミリーメンバーがファミリーから
抜けるか削除された場合、そのファミリーメンバーは当該交通系ICカードを再ロードできなくなり、カー
ドアカウントの残高がゼロになるまでの間のみ当該カードで取引できます。
お客様が車のキーの所有者である場合、他者がお客様の車のロック解除、アクセスおよび/または運転を
行えるように、13歳以上の他者と車のキーを共有することがでます。
ホームキーは、「ホーム」アプリケーションでロックを追加または削除するか、「ホーム」アプリケー
ションでお客様自身をホームに追加または削除することによってのみ、Walletに追加または削除できま
す。お客様が「ホーム」アプリケーションでホームの管理者になっている場合、お客様からホームに参加
依頼されてホームに参加したすべての人に既存のホームキーが自動的に共有されます。
Apple Cardは、アメリカ合衆国においてのみご利用いただけ、Goldman Sachs Bank USA、ソルトレ
イクシティ支店（以下「Apple Card発行元」といいます）によって発行されます。Apple Cardは、
Apple Cardファミリーを除き、18歳以上（居住州によってはさらに上の年齢）の個人の方のみご利用
いただけます。

Apple Cashカードおよび個人間送金の送受信機能は、アメリカ合衆国においてのみ利用可能であり、連
邦預金保険公社(FDIC)の加盟者であるGreen Dot Bankによって提供されるサービスです。Apple Pay
での個人間送金の送受信のためには、お客様はApple Cashカードを保持する必要があります。Apple
Cash Familyを除き、Apple Cashカードおよび個人間送金の送受信の機能は18歳以上の個人の方のみ
ご利用いただけます。
3．

サービスの利用

対応カードおよび個人間送金は、これらの機能を利用するためにお客様がiCloudにサインインしている
Apple IDと関連付けられます。Walletでキー、企業バッジ、ポイントカード、チケットおよび会員証を
追加または削除すると、お客様のApple IDでサインインしているお客様の他のAppleデバイスにその変
更が反映される場合があります。各Apple IDに、州の発行当局ごとに1枚のIDカードのみを関連付けるこ
とができます。
Apple PayおよびWalletはお客様の個人的な使用を意図としたものであり、お客様はご自身の対応カー
ド、もしくはオーガナイザーまたは所有者からプロビジョニングするように案内された交通系ICカード
または車のキーおよびホームキーのみをプロビジョニングできます。お客様が対応する法人カードをプ
ロビジョニングする場合、お客様は、お客様の雇用主の承認のもとそれを行い、お客様がこれらの利用
条件および本機能の利用によって生じるすべての取引において、雇用主を拘束する権限を与えられている
ことを、表明するものとします。お客様が個人間送金の送受信を行う場合、お客様はお客様の個人的か
つ非商用的使用を目的として行なっていることを表明するものとします。お客様がIDカードのプロビジョ

ニングを行う場合、お客様を正確かつ真正に表すお客様自身の個人情報を使用して行なっていることを
表明するものとします。
お客様は、Apple PayまたはWalletを違法もしくは詐欺的な目的、またはその他本契約または追加条項
によって禁止された目的には使用しないことに、同意されるものとします。お客様は、さらに、適用法
令に従い、Apple PayまたはWalletを利用することに同意されるものとします。お客様は、IDカードに
関連して虚偽の情報を提出した場合、その情報が米連邦法または州法に基づく犯罪行為となる可能性が
あることにつき、了承されたものとします。お客様は、Apple PayまたはWalletサービス（何らかの自
動化された手段を通じてサービスへアクセスすることを含みます）、またはサービスと接続されたすべ
てのサーバもしくはネットワーク、またはサービスと接続されたネットワークのポリシー、要件または
規則（無許可のアクセス、データまたはトラフィックの使用またはモニタリングを含みます）を妨害ま
たは中断しないことに同意するものとします。
Apple PayまたはWalletへのアクセスまたはそれらの使用が適用法によって禁止されている場合、お客
様にはこれらのサービスへのアクセスまたはその使用が認められないものとします。お客様が適用法に
違反する方法でサービスへのアクセスまたはサービスの利用を行った場合、Appleは責任を負わないも
のとします。
4．

Appleのお客様との関係

お客様のApple Payの利用には、これらの追加条項、ならびにお客様のApple Payカードに対して責任
を有する当該発行者、販売者またはその他の第三者と締結しているカード保有者契約の条件が適用され
ます。
同様に、WalletのWalletパスの使用には、これらの追加条項、ならびに当該販売者、交通機関、車およ
びロックの製造元、大学、ホテル、リゾート、法人、州の発行当局またはその他の第三者との契約の条
件が適用されます。
Apple Payments Inc.（以下「Apple Payments」といいます）によって提供されるApple Payの一部
の機能（下記参照）を除き、Appleは、お客様のApple Payカードで行われる支払いまたはその他の支
払いを伴わない取引を処理することはありません。Appleは、お客様のApple PayまたはWalletの利用
によって生じ得る支払い、返金、払戻、ポイント、特典、割引、アクセス、身元確認またはその他の活
動を管理することはなく、それらに対して責任を負わないものとします。
これらの追加条項の条件と、お客様の当該発行者、販売者、州の発行当局またはその他の第三者との契
約（以下、総称して「第三者契約」といいます）の間に矛盾が存在する場合は、お客様のAppleとの関
係にはこれらの追加情報の条件が適用され、当該第三者との関係には当該第三者契約が適用されます。
お客様は、Appleがお客様のいかなる第三者契約の当事者でもないこと、およびAppleが次の事項に関し
て、責任を負わないことに同意するものとします。(a) Apple PayまたはWalletの利用時の対応カード、
購入、取引またはその他の活動（お客様が対応カードを共有したファミリーメンバーまたは他者によって
行われたものを含みますが、これらに限られません）の内容、正確性または有用性、(b) 与信または信用
適格性の評価、(c) 運転免許証または州の身分証カードの発行、一時停止または取り消し、(d) 対応カー

ドのWalletへの追加に関し発行元、販売者、またはその他の第三者によって行われたプロビジョニング
に関する決定、(e) 販売者またはパートナーのプログラムのメンバーシップまたは参加、(f) 対応カード
に関連するポイントまたは特典の付加および還元; (g) プリペイド式の対応カードへの積立ておよび
チャージ、(h) 個人間送金の送受信、または (i) お客様のApple Cashカードのチャージ、清算、または出
金。
お客様がApple Cardに申し込む場合、お客様はApple Card発行元での口座開設に申し込むことになり
ます。Apple Cardを提供する責任を有する金融機関は変更されることがあり、また、お客様のApple
Cardの使用には当該金融機関の条件が適用されます。
お客様がApple Pay内のApple Cashの機能を稼働する場合、お客様はGreen Dot Bankに口座を開設す
ることとなります。Apple Paymentsによって提供されるApple Payの機能を除き、お客様が個人間送
金の送受信をしまたはお客様のApple Cashカードにチャージしまたはここから出金する場合、Green
Dot Bankがお客様の金銭の受領または指定された受取人に対する送金について責任を負うこととなりま
す。Apple CashおよびApple Pay内の個人間送金を提供する責任を有する金融機関は変更されることが
あり、また、お客様の当該機能の使用には当該金融機関の条件が適用されます。
お客様のApple Cashカードの資金を使ってお客様が承認した一部の対象企業への支払いを行う機能（以
下「口座振替サービス」といいます）は、Apple Paymentsによって提供されるサービスです。お客様
の口座振替サービスの使用にはApple Paymentsの口座振替の条件が適用されます。 また、対象企業に
よっては、お客様が承認することにより当該企業からApple Cashカードに資金を入金することができる
場合があります（それぞれを以下「直接入金」といいます）。直接入金はApple Paymentsによって処
理される場合がありますが、当該資金の提供元参加企業によって提供され、入金を行う企業の追加条件
が適用される場合があります。
対応カードまたは関連する商業的活動についてのすべての紛争およびご質問は、お客様のカードの発行
者または該当する販売者、州の発行当局またはその他の第三者にご連絡ください。Apple Pay、
Wallet、Apple Card、Apple Cashカードまたは個人間送金についてのご質問は、Appleサポートにご
連絡ください。
5．

プライバシー

Appleによる個人情報の収集および利用は、Appleプライバシーポリシーが適用されます。プライバシー
ポリシーについては、https://www.apple.com/legal/privacy/ をご確認ください。 お客様は、
「Apple Payおよびプライバシーについて」（お客様の本デバイス上、またはペアリングされているデバ
イス上のWatchアプリケーションからアクセスすることができます）などの関連サービスに固有のプラ
イバシーに関する通知をお読みになるか、https://www.apple.com/legal/privacy/ をご覧いただくこ
とによって、お客様のApple PayおよびWalletの使用の一環としての個人情報の収集、使用または共有
について、詳しい情報をご確認いただけます。お客様は、Apple PayおよびWalletを使用することによ
り、Appleならびにその子会社および代理人がこれらのサービスを提供するために前述のすべての情報を
送信、収集、保持、処理および使用することに同意および承諾されるものとします。
6．

セキュリティ、紛失または使用不能なデバイス

実際の財布およびカードの保護と同様の、対応デバイスおよび資格情報の保護
Apple PayおよびWalletは、お客様の対応カードの仮想表明を保存しており、お客様が実際の財布、
キー、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、身分証カードまたはその他のカードを
保護するように、保護されるべきものです。お客様は、お客様の本デバイスと、Apple ID、Touch IDお
よびFace IDの情報、対応する本デバイスのパスコード、ならびに本サービスに関連して使用されるその
他の認証資格情報（以下、総称してお客様の「資格情報」といいます）の安全性の保持に対して、全責

任を負うものとします。お客様が、お客様の対応する本デバイスを他者が使用することを、お客様の本デ
バイスのパスコードを第三者に提示する、Touch IDを使用するために第三者が自らの指紋を追加するこ
とを許可する、第三者がFace IDを利用可能にすることを許可する、またはそれ以外にいずれかの資格情
報を第三者に提供するなどの方法で承認または許可した場合、他者がWalletでお客様の対応カードを使
用して支払いを行うこと、個人間送金の送受信やリクエストをすること、お客様のApple Cashカードか
ら出金すること、ポイントを受領または還元すること、特典を利用すること、お客様の車、部屋、オ
フィスまたはホームのロックを解除するかその他の方法でアクセスすること、お客様の身元になりすます
こと、またはその他の取引を行うことを可能にするおそれがあります。この場合、その第三者が行ったす
べての支払い、アクセスおよび取引に対してお客様が責任を負うものとします。
ジェイルブレイク（不正改造）されたデバイス
お客様がお客様の本デバイスにハードウェア制御またはソフトウェア制御を無効にするなどの不正な改
造（「ジェイルブレイク」または「脱獄」と呼ばれることがあります）を加えた場合、お客様の本デバイ
スは本サービスへのアクセスまたは本サービスの利用の条件を満たさなくなるおそれがあります。お客
様は、改造された本デバイスを本サービスに関連して使用することが明示的に禁止されており、これらの
追加条項への違反となり、Appleがお客様の本サービスへのアクセスを拒否または制限する根拠となる
ことにつき、了承されたものとします。
追加のセキュリティ対策
お客様は、Apple Card、Apple CashカードおよびApple Payの個人間送金を含むApple Payの特定の
機能にアクセスするために、お客様のApple IDの2ファクタ認証などの追加のセキュリティ対策を稼働す
る必要がある場合があります。お客様がそれらのセキュリティ機能を取り除いた場合、お客様はApple
Payの特定の機能にアクセスし続けることが出来なくなる場合があります。提示のためにIDカードに関連
付けられているFace IDまたはTouch IDを削除するには、お客様がIDカードのプロビジョニングプロセ
ス全体を完了する必要があります。
紛失または盗難に遭ったデバイス
お客様の本デバイスが紛失または盗難に遭い、お客様が「iPhoneを探す」を稼働していた場合、お客様
は紛失モードにすることによって、「iPhoneを探す」を使用して本デバイス上の仮想対応カードまたは
個人間送金の送信による取引を停止することができます。お客様の本デバイスが紛失モードの場合、
Walletでお客様の車のキーが無効になるおそれがあり、お客様は車を離れるかエンジンを切ったあと、
車にアクセスしたり車を発進させたりできなくなります。紛失モードは、紛失した本デバイス上のキーに

のみ影響を及ぼします。お客様が所有者である場合、お客様の車のキーまたはホームキーを他者と共有
できなくなりますが、すでに他者と共有したキーは他者のデバイス上で影響を受けません。
お客様はまた、本デバイス上の仮想対応カードでの取引または個人間送金の送信の機能を停止するよ
う、本デバイス内を消去することもできます。お客様は、Apple PayまたはWalletにあるお客様の対応
カードへの無許可のアクセスを防ぐために、お客様の対応カードの発行者、販売者、または責任を有す
る第三者、またはお客様のApple CardあるいはApple Cashカードの場合はAppleへの連絡もしなけれ
ばなりません。
詐欺的行為または悪用をお客様が報告、またはAppleがそれらの疑いを持った場合、お客様はすべての調
査においてAppleに協力し、Appleが提供する詐欺防止手段を利用することに同意されるものとします。
7．

責任の制限

本契約に規定される保証の否認および責任の制限に加え、APPLEは、APPLE PAYまたはWALLETの利
用から生じる、購入、支払い、アクセス、身元確認、取引、またはその他の活動に対して一切の責任を
負いません。お客様は、お客様の対応カード、個人間送金、および関連する活動に関する一切の疑問お
よび紛争について、お客様のカード発行者、支払いネットワーク、金融機関、販売者、州の発行当局、
または当該第三者との間に有する他の合意のみを参照して解決することに同意するものとします。
――――――――――――
Appleからの通知について
Appleよりお客様に対し、お客様の製品またはアカウントについてご通知をさせていただく必要がある
場合について、お客様は、かかる通知を電子メールによって受け取られることに同意いただきます。ま
た、お客様は、Appleがかかる電子的方法によって行う通知が、法律上要求されるすべての通知方式を満
たすことに同意いただきます。

