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注：ユーザーが消費者の場合は、契約により修正することのできない特定の制定法上の権利がある可能
性があります。本ライセンス条項のいかなる条項も、準拠法により修正が明示的に禁じられている範囲
においてこれらの制定法上の権利を修正する効力を持たないものとします。他言語への本ライセンス条
項の翻訳が法律で義務付けられている場合は、英語版とその翻訳版の間に不一致または相違がある場合
には、ライセンス条項の英語版が優先するものとします。本ライセンス条項が英語以外の言語でユーザ
ーに提供される場合は、RIM はユーザーへの便宜を図るためにのみこれを提供するものとします。

BLACKBERRY プロシューマー・サービス契約書

Research In Motion Limited またはその関連会社の一社（以下総称して「RIM」）では、以下の商品をユー
ザーに提供しています。

「BlackBerry プロシューマー・サービス」は、RIM の BlackBerry 専用サーバーソフトウェアの一定の機
能を、RIM のユーザーが同サーバーソフトウェアを購入せずに利用できるようにするために RIM が設計、
提供するサービスです。BlackBerry プロシューマー・サービスは RIM の「BlackBerry インターネットサ
ービス」を含みます。BlackBerry インターネットサービスの契約者は以下を行うことができます。（a）
特定の ISP またはその他の第三者のプッシュ型配信用メールアカウントをユーザーのハンドヘルド製品
に統合、（b）ユーザーのハンドヘルド製品用のデバイスベースのメールアドレスを作成、（c）一定の
インターネットコンテンツおよびサービスへのアクセス。BlackBerry インターネットサービスのこのメ
ール機能は、「MyEmail」、「BlackBerry インターネットメール」および／またはユーザーのエアタイム
サービスプロバイダに固有のサービス名で呼ばれることもあります。エアタイムサービスプロバイダに
よっては、一部またはすべての BlackBerry プロシューマー・サービスがサポートされていないこともあ
ります。利用の可否については、エアタイムサービスプロバイダにお問い合わせください。

BLACKBERRY プロシューマー・サービスは、本補遺により修正される RIM の標準 BLACKBERRY ソ
フトウェア・ライセンス契約（「BBSLA」）の条項に基づき、ユーザーの「BLACKBERRY ソリューシ
ョン」の一部を形成する「サービス」としてユーザーに提供されます。本補遺と BBSLA は全体で、
BLACKBERRY プロシューマー・サービスおよびこれらのサービスに関連してユーザーが使用するソフ
トウェアについての「契約」を構成します。本書で別途定義されていない限り、本書で使用される大文
字ではじまる用語はすべて、BBSLA における大文字ではじまる用語に与えられた意味を持つものとしま
す。BBSLA は、ユーザーのエアタイムサービスプロバイダの BLACKBERRY プロシューマー・サービ
スのホームページに本補遺とともに掲載されています。BLACKBERRY デバイスを購入したばかりの場
合、BBSLA の現行バージョンは、BLACKBERRY ハンドヘルドソフトウェアを使用するために同意を求
められたソフトウェア契約です。何らかの理由で現行バージョンの BBSLA を検出できない場合は、ホー
ム ペ ー ジ WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL を ご 参 照 い た だ く か 、 ま た は 、
LEGALINFO@RIM.COM 宛てに RIM までご連絡ください。本ライセンス条項について不明点または疑
問点がございましたら、LEGALINFO@RIM.COM 宛てに RIM までお問い合わせください。
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下記の「承諾する」をクリックして本ライセンス条項に同意することで、個人としてのユーザー、また
は会社その他の組織を代表してプロシューマー・サービスを取得する権限が付与されている場合はユー
ザーが代表する組織（いずれの場合も「ユーザー」）は、本契約に拘束されることに同意することにな
ります。本契約を締結するには、ユーザーの管轄地における法律の下で、ユーザーが成年に達していな
くてはならない点にご注意ください。成年に達していないユーザーが BLACKBERRY プロシューマー・
サービスを取得するには、ユーザーの保護者が本契約を締結し、「承認ユーザー」としてのユーザーに
BLACKBERRY プロシューマー・サービスの利用を許可する必要があります。

BLACKBERRY プロシューマー・サービスを起動または使用する前に、本契約の条件に同意する意思が
ない場合は、これらのサービスを取得したり、それらのサービスに関連したいかなる「ソフトウェア」
も使用することはできません。

BLACKBERRY プロシューマー・サービスの特定条項

1. 「サービス」の定義。本書で規定する BlackBerry プロシューマー・サービスは、BBSLA が適用
される BlackBerry ソリューションの一部を構成するサービスです。

2. エアタイムサービスプロバイダ。BlackBerry プロシューマー・サービスにはユーザーのエアタイ
ムサービスプロバイダによるサポートが必要です。ユーザーはこれらのサービスについてエアタイムサ
ービスプロバイダと契約を結ぶ必要があります。BlackBerry プロシューマー・サービスに関する支払は
RIM へ行わず、すべて BlackBerry プロシューマー・サービスのエアタイムサービスプロバイダに対して
行われます。RIM はエンドユーザーに直接サポートを行わないため、サポートについては、エアタイム
サービスプロバイダにお問い合わせください。

3. 不正使用。ユーザーの BlackBerry プロシューマー・サービスが不正使用された場合は、ただちに
RIM へ通知しなくてはなりません。また、BlackBerry プロシューマー・サービスの機能を混乱させたり、
別のエンドユーザーのパスワードを要求するなど、他のエンドユーザーによる BlackBerry プロシューマ
ー・サービスの利用を阻害する行動をとらないことにもユーザーは同意するものとします。

4. BlackBerry プロシューマー・サービスの使用制限および変更。RIM は、ユーザーに対し責任を
負うことなく、BlackBerry プロシューマー・サービスのユーザーによる使用の制限を設定および／また
は変更することができます。RIM はまた、BlackBerry プロシューマー・サービスの機能を大幅に制限ま
たは低下させるものを含め、BlackBerry プロシューマー・サービスを変更することができます。RIM は
これらの制限および／または変更についての通知を、可能な場合は BlackBerry プロシューマー・サービ
スのウェブサイトまたは BBSLA に準拠したその他の通知方法により、ユーザーに対し行うための合理的
な努力を用いるものとします。BlackBerry プロシューマー・サービスに継続的にアクセスするための条
件として、ユーザーはこれらの制限に従うことに同意するものとします。
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5. 紛失／盗難／譲渡されたハンドヘルド製品。ハンドヘルド製品では、独自の ID 番号を使用して、
ユーザーのメールアドレスとユーザーのハンドヘルド製品を関連付け、メールその他のデータをハンド
ヘルド製品で受信できるようにしています。ハンドヘルド製品の紛失または盗難の場合、あるいはユー
ザーがハンドヘルド製品を第三者に譲渡した場合（BBSLA およびエアタイムサービスプロバイダとユー
ザーとの間の契約で許可される場合）、BlackBerry プロシューマー・サービスのウェブサイトにアクセ
スして、ただちにユーザーのメールアドレスとハンドヘルド製品との間の関連付けを無効にしてくださ
い。

6. データのバックアップ／消去要件。適用法によって特に禁止されている場合を除き、RIM はユー
ザーのハンドヘルド製品へ送信されるデータに関し一切責任を負いません。ハンドヘルド製品上のすべ
てのメール、内容、および／またはその他のデータは定期的にバックアップすることをお勧めします。
RIM はこれらのデータを保管しません。ハンドヘルド製品を譲渡する場合（BBSLA で許可される形で）、
ハンドヘルド製品上のすべてのデータを消去し、すべての拡張メモリを取り除いてください。これを行
わないと、これらのデータは、ハンドヘルド製品の取得者が利用できるようになります。

7. 不法または不正な利用。BBSLA に詳述される通り、ユーザーは、BlackBerry プロシューマー・
サービスおよび BlackBerry ソリューションのその他の部分を、不法または不正な用途に使用しないもの
とします。これには、なりすまし詐欺、フィッシング詐欺、スパム、嫌がらせ、著作権侵害を含みます
が、これらに限定されないものとします。ユーザーは BlackBerry プロシューマー・サービスの使用中、
適用されるすべての法律と規制を順守する責任を負います。本契約を違反していると RIM が見なす形で
BlackBerry プロシューマー・サービスが使用されている場合、RIM またはその代理人は、彼らが適当と
考える対応策を講じることがありますが、その義務はありません。このような対応策には、コンテンツ
の一時的または永久的な除去、インターネット送信の全面的または部分的ブロックや、BlackBerry プロ
シューマー・サービスおよび本契約の一部または全部の即時停止と解約を含みますが、これらに限定さ
れません。RIM はこれらの対応策について何ら責任を負いません。上記の対応策は RIM が得る唯一の救
済ではなく、RIM は適当と考えるその他の法的、衡平法上有効な、あるいは技術的な対応策を講じるこ
とがあります。

8. 「現状」および「現状有姿」で提供され、ミッションクリティカルな用途には使わない。
BlackBerry エンタープライズのソフトウェアとは異なり、BlackBerry プロシューマー・サービスはデータ
送信にあたって暗号化を行いません。BBSLA に詳述されるように、ワイヤレスサービスは絶対確実では
なく、ミッションクリティカルな用途や、安全機構の管理が必要となるアプリケーションでは、決して
使用してはいけません。また、適用法で許される限りにおいて、BBSLA に詳述されるように、
BlackBerry プロシューマー・サービスは、「現状」および「現状有姿」で提供されます。RIM は、
BlackBerry プロシューマー・サービスが連続的であること、中断がないこと、タイムリーであること、
安全であること、またはエラーがないことを保証することはできません。RIM は、定期的なソフトウェ
アのバグ修正、アップデートのインストール、および BlackBerry プロシューマー・サービスのメンテナ
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ンスや診断のため、BlackBerry プロシューマー・サービスへのアクセスを一時停止したり、結果として
RIM による BlackBerry プロシューマー・サービスの提供機能が一時的に制限されることになる
BlackBerry プロシューマー・サービスの診断またはメンテナンスを行う権利を保有します。

9. 第三者のサイト、ソフトウェア、サービスおよびコンテンツ。ユーザーは、BlackBerry プロシュ
ーマー・サービスの利用により、BlackBerry プロシューマー・サービスを使用してアクセスする第三者
のメールサービスを含むがそれに限定されない第三者のコンテンツ、ウェブサイト、ソフトウェアおよ
びサービスへアクセスできることを認め、同意します。BBSLA に詳述されるように、ユーザーは、ユー
ザーが BlackBerry プロシューマー・サービスを使用してアクセスまたは取得する、第三者のコンテンツ、
ウェブサイト、ソフトウェアおよびサービスに関し、RIM は何ら責任を負わず、ユーザー自身がインタ
ーネット上で締結する契約に責任を負うことを認め、同意します。BlackBerry プロシューマー・サービ
スの使用中、第三者とのやりとりにおいてユーザー自身やその他の人についての個人情報を開示する際
は、十分に注意して行ってください。

10. 個人情報収集への同意。BBSLA にある個人情報の収集に関する条項に加え、ユーザーは RIM に
RIM が必要と考える第三者のメールサービスに関するユーザーの個人情報を収集、使用、保管する権利
を授与するものとします（ただし、適用法に許可される範囲において）。これには、第三者におけるユ
ーザーのメールサービスアカウントそれぞれについての ID とパスワード、ならびにメールサービスの有
効化、請求、提供、保守、無効化のため該当する第三者にそれらの情報を開示する権利を含みますが、
これらに限定されないものとします。

11. 不一致。本補遺の何らかの諸条件が BBSLA または BBSLA に対するその他の補遺もしくは改訂
版の諸条件と矛盾する場合には、矛盾する範囲においては本諸条件が適用されますが、BlackBerry プロ
シューマー・サービスに適用する場合に限られるものとします。

私は本補遺および BBSLA を含め本契約を検討し、本補遺および BBSLA に規定されている契約条件にお
いて BlackBerry プロシューマー・サービス契約を締結する意思と権限を有します。


