
 

 

RIME ストアの BBSLA 付録購入諸条件 

1. 範囲および適用 

1.1 BlackBerryソリューションライセンス契約(「BBSLA」)は RIME ストアを通じてすべて（無料および有

料）の販売に適用される。本付録は RIME がトランザクション記録上の販売者（もしくは記録の販売者代

理人）である提供品の購入（集合的に「購入」、購入する行為を「購入する」もしくは「購入した」と

いう）に対する追加の購入諸条件（「購入条件」）を定めるものである。RIME とは Research In Motion 
E-Commerce S.à.r.l.、Research In Motion E-Commerce Corporation、 Research In Motion E-Commerce Inc.もし

くは、http://www.blackberry.com/legal/rime でお客様の管轄区において提供品の販売業者に指定されている

その他の RIM 関連会社のことである。購入諸条件において、RIME ストアや類似のコミュニケーション

での「BlackBerry Commerce」とは RIME のことである。本付録で大文字で記載されている用語で、本付

録に定義のないものは、BBASLA で定められた意味を持つものとする。ご自分の管轄区の BBSLA の写し

が既にない場合は、www.blackberry.com/legal でご覧いただける。 

1.2 下記の「同意する」をクリックして本付録に同意なさると、本付録は購入者であるお客様（「貴殿」や

「貴殿の」はこのように解釈される）と RIME との間で有効な契約となり、RIME が以後の購入に異なる

条件が適用されると表明するまで後続の購入すべてに適用される。本付録（もしくは購入に適用される

後続のいかなる付録）に同意する用意がない場合は、購入することは許可されない。

（www.blackberry.com/legal で閲覧できる）購入諸条件の写しを控え用に印刷してください。 

1.3 購入条件に同意することにより、RIME に対し、ご自分の管轄区の法律下で成年に達していることを表明

し、保証したことになる。 

1.4 お客様が送信された注文は、本付録で変更された BBSLA の諸条件のもと、RIME に対して提供品を購入

するオファーとなり、RIME の受諾の対象となる。特定の購入に関する契約の受諾は、(a) RIME が購入の

支払いを受け入れる、(b) RIME が注文確認を配信して、ダウンロードを許可する、もしくは提供品に他

の方法でのアクセスを許可することのいずれか早いほうの時点で成立する。購入条件は、お客様と RIME
の間で各提供品に対して個別の契約となり、ひとつの提供品における欠陥や不備により、同時に注文し

たかどうかに関わらず、その他の提供品の購入を取り消す権利が付与されるものではない。 

1.5 RIME は提供品業者の代理人として購入を履行し、In-App 製品以外の提供品のお客様への配信を履行して

いることを認識する。RIME の提供品配信はお客様がダウンロードできるようにしたり、その他の方法で

BlackBerryハンドヘルドソフトウェアから各提供品にアクセスできるようにすることで行われる。さらに

In-App 製品は RIME のサーバーに保管されておらず、RIME ストアを通じて販売されているのではなく、

RIME ではなく、In-App 製品の提供業者が In-App 製品の配信遂行に責任を負っていることも認識する。 

1.6 RIME は RIME ストアの唯一の裁量により（保障責任なく）お客様の注文を却下することができる。この

場合、支払い額は課金されたり、承認済支払い方法から引き落とされることはなく、提供品に対する納

付金は RIME が返金する。 

1.7 転売するためではなく個人で使用するためだけに購入することに同意、表明する。 

1.8 購入に関しては、RIME ストアに事前通知なく任意のアップデート、変更、調整を行う BBSLA に定めら

れた権利には、価格の変更や RIME ストアや BlackBerry 支払いサービスを使用して RIME が処理する In-
App 製品トランザクションに関する条件を含む購入条件の変更が含まれ、かかる変更は変更時点で受諾さ

れていない注文のみに適用されることを条件とする。値段の保障はなく、変更時点で受諾されていない

注文を続行することにした場合、提供品が修正、変更された明細や改定価格に従って提供され、改訂購

入条件の対象となることを認識する。 



 

 

1.9 RIME は適用法の規定に基づき、かかる期間のトランザクションすべてに関する文書化した記録を保持し

てもよい。RIME ストアからの購入に関する書類はすべて一部印刷しておくべきである。文書で依頼する

と、RIME がかかる書類の写しを提供することができるかもしれないが、保証できない。 

2. 権利および責任 

2.1 RIME はお客様の所在地と支払い情報（下記に定める）を確認し、その他の手段を講じてお客様の身元を

確認し、詐欺や盗難を検出および防御する権利を保留する。 

2.2 RIME ストアへのアクセスや使用、及び・又は提供品の支払いに使われるパスワードが安全であるように

する責任はお客様にあり、パスワードに関する BBSLA の条項は購入に関連したパスワードの使用に適用

される。一度パスワードを入力すると、支払いオプション設定で表示されるパスワード入力時に、購入

するためにパスワードを再入力する必要はなくなる。購入するたびにパスワード入力を求められたい場

合は、支払いオプション設定でパスワード入力設定を変更しなければならない。 

2.3 RIME ストアで利用できる提供品は、必要な情報の条項を法的に承認できる能力があり、拘束力があり履

行可能な契約を締結できる個人を対象としたものである。RIME ストアの使用に金銭的その他の責任を負

うことに同意し、未成年を含む他人によるアカウントやログイン情報の使用にも無制限に同様とし、お

客様が使用を許可したユーザーによるお客様の氏名やアカウントで行われる RIME ストアの使用や購入は

すべて監督することに同意する。 

2.4 RIME は政府当局への適用される税の送金や購入した提供品の提供業者への料金の送金（お客様による提

供品の使用に関する、及び・もしくは、お客様による提供品の使用が違法であったり、第三者の権利を

侵害しているという第三者の申し立てに関する法的手続きに RIME が協力する権利を含み、これに限らな

い）を含む、RIME が本購入諸条件のいかなる部分の順守も履行及び・又は確認が合理的に必要もしくは

適切であると確信する対策を講じる権利を保有する。RIME にはお客様に責務を負うことなく、お客様の

情報を税務当局や法執行機関、政府役人、及び・又は RIME が本購入諸条件のいかなる部分の順守も履行

や確認が合理的に必要もしくは適切であると確信する第三者に対して（お客様による提供品の使用に関

する、もしくは、お客様による提供品の使用が違法であったり、第三者の権利を侵害しているという第

三者の申し立てに関する法的手続きに RIME が協力する権利を含み、これに限らない）開示する権利を有

することに同意する。 

3. 価格、租税、および支払い条件 

3.1 提供品に支払う値段は受諾時に該当購入確認画面に表示されるものであり、RIME が合理的に決定する適

用税の対象となる。ご注文の受諾時に承認済支払い方法にこの値段と租税が課金される。お客様にはこ

れらの金額を支払う責任がある。明確にするため、提供物を購入した後に価格が下がったり、購入済み

の提供物に後で販売促進オファーがあっても一切返金はされない。承認済支払い方法で不正に引き落と

されたり課金されていると思われる場合は、購入から 30 日以内に RIME ストアの顧客サービス、

https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic へ通知しなければならない。 

3.2 提供品には自動更新配信ベースで利用することにより時間、尽力、リスクを倹約する目的で有効期限が

切れる前に配信が自動的に延長されるものもある。自動更新配信提供品を購入することにより、お客様

（もしくは配信が贈答の場合、お客様か、贈答の受領者）が配信を取り消すか、もしくは RIME が配信の

自動更新、ならび請求を停止するまで、次期更新期間にわたって配信が自動的に更新されることに同意

し、選択した支払い方法に RIME が各配信更新料金を請求することを明示的に承認する。購入された各自

動更新加入提供品に、お客様が BlackBerry ID に関連して提供した電子メールアドレスに少なくとも一通

のメールが送信され、配信が更新される前に、近々更新される旨が通知される。お客様は自分の配信を

完全にコントロールでき、自動更新はいつの時点でも取り消すことができる。注文確認ならびに確認電

子メールには配信の自動更新の取り消し方法に関する指示が含まれている。特定の提供品の配信を停止

すると、提供品へのアクセスが中断されないように手動で配信を更新しなければならないことに留意さ

れたい。 



 

 

3.3 購入品の料金はすべて該当する RIME ストアで選択した支払い方法に請求される。支払い方法を変更した

い場合は、RIME ストアの支払いオプションメニューで行える。 

4. ベンダーライセンス条件 

4.1 RIME ストアからの無料配信同様、コンテンツやソフトウェア提供品の購入と共に所有権は譲渡されない。

お客様はエンドユーザーのライセンス契約、ルール、提供品に含まれているその他の諸条件（「ベンダ

ーライセンス諸条件」）の対象となり、それに従って、購入したコンテンツやソフトウェア提供品のコ

ピーを使用する権利を保持する。BBSLA にはベンダーライセンス諸条件がない場合に適用される条件が

定められている。ベンダーライセンス諸条件には特定のサービスのルールに含まれているものもある。

たとえば、映画のレンタルを購入した場合、その映画を鑑賞し始める時期（たとえば、購入から 30 日以

内など）や、いったん映画を見始めた場合、鑑賞し終える時期（24 時間以内など）が限定されている場

合がある。プレイヤーのモデルや何台のプレイヤーで鑑賞できるかについての制限がある場合もある。

かかる提供品のアクセスや使用は適切なベンダーライセンス諸条件に従って、別途の通知なく自動的に

停止する可能性があることを認識し、同意する。 

5. リスクおよびバックアップ 

5.1 これらの購入条件に別段の規定がある場合を除いて、RIME ストアの提供品や In-App 製品の損失・損害

のリスクはダウンロード時点で RIME や提供品業者からお客様へ移る。他の提供品の販売同様、いかなる

提供品も、いったんダウンロードすると、RIME やその関連企業や提供品業者ではなくお客様がかかる物

品の損失、破壊、損害の責任を負うことになる。提供品はバックアップすべきである。RIME ストアのレ

ポジトリ（「マイワールド」）により、ハンドヘルド製品にソフトウェアや第三者製品をアンインスト

ールや再インストールができ、随時変更することのあるマイワールドの現行ルールに詳細が記載されて

いる。 

6. RIME の返金方針、RIME ストアのサポート、および製品サポート 

6.1 すべての製品は随時更新される http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy に記載されている

RIME の変金方針の対象である。 

6.2 RIME ストアやダウンロードの問題に利用できるサポートサービスのための当該 RIME ストアのサポート

ウェブページを参照してください。提供業者が自らの提供品の保証やサポートの責任を負う。 

6.3 ソフトウェア、RIM サービス、第三者製品や第三者サービスを含むいかなる提供品に関する BBSLA の条

項も提供品の購入に適用される。上記を制限することなく、ソフトウェア、RIM サービス、第三製品、

や第三者サービスに適用される BBSLA に定められたライセンス、プライバシー、輸出、保障、免責条項、

責務の除外と制限は、ソフトウェア、RIM サービス、第三者製品や第三者サービスの提供品の購入に適

用法で認められている限り最大限適応される。BBSLA の制限、除外、免責条項は（制限なく、支払い処

理関連サービスのプロバイダを含む）RIME のサービスプロバイダに適用されるものとする。 

7. 承認および関税 

7.1 提供品はダウンロードする際に徴収される関税及び・又は輸入税の対象となることがあり、お客様が責

任を負う。税関通過や輸入税などの追加料金はお客様が支払わなければならない。適用税関方針や関税

についてのさらなる情報は当該管轄区で最寄の税関事務所にお問い合わせください。 

7.2 提供品の取得や使用に必要な政府その他当局のライセンスや承認はお客様が費用を負担して調達するも

のとし、必要であれば、要求に応じて RIME に証拠を提供する。これに従わないことにより、提供品の支

払いを差し控えたり、遅延する権利が生じるものではない。お客様が本条項を順守しないことにより、

RIME が蒙る費用や料金はお客様が支払うものとする。提供品は販売地区やその他、配信の受信先、提供

品の輸出元、提供品の輸入先、提供品の使用場所など該当管轄区における輸出入、ならびに使用制限の

法規の対象となる場合がある。お客様にはこれらの法規を順守する責任があり、これらに違反すること



 

 

がないことを表明、保証する。さらに、本条項の順守を怠ることから RIME や RIME のサービスプロバイ

ダーを完全に補償する。 

8. 個人情報およびお客様のプライバシー 

8.1 BBSLA で同意なさった情報に加え、RIME は購入の完結、配信処理をすることができ、RIME は承認済支

払い方法のアカウントおよびクレジットカード番号や請求先住所、エアタイムサービスプロバイダ情報、

ダウンロードし、購入した提供品についての情報、デバイス識別番号、その他購入時の所在地などのユ

ーザー関連の詳細情報（「支払い情報」）などその他の詳細情報を処理することができる。直接、もし

くは配信を行い、RIME への補助サービスを行うサービスプロバイダ、PayPal などの支払い処理業者、ク

レジットカード会社、もしくは、この支払い条件が適用されるトランザクションでキャリアが請求する

場合は、規定通りに、エアタイムサービスプロバイダからかかる情報を RIME が入手することに同意する。

第三者機関の MoRs 支払い処理業者、もしくは購入および補助サービスを円滑に行うために必要なその他

の企業に RIME がお客様の支払い情報を提供することを承認する。第三者機関の MoR にクレジットカー

ド情報を以前に提供している場合は、RIME が MoR の役割を果たす場合にかかる RIME にこの情報を提

供してもよいか尋ねられる場合がある。RIME がかかる支払い情報を入手すると、購入諸条件に従って円

滑に購入を行うために合理的必要に応じて使用される。 

8.2 RIME や関連企業、サービスプロバイダが処理した個人情報は、RIME のプライバシー方針

（www.blackberry.com/legal で閲覧、もしくは legalinfo@rim.comにメールして入手でき、参照することに

より本書に含まれる）に従って取り扱われる。かかる処理は、配信、ならびに注文の配信、支払いの取

得、注文状況の通知、（該当する場合）提供品配信の円滑な更新やアップデート、RIME ストアの改善や

効果的な顧客サービスの提供、ライセンシング制限の施行、適用税の送金、身元確認やクレジットチェ

ックの実行、詐欺行為の捜査と予防など購入に関わる補助サービスが含まれ、法規制上の要件を順守し

ている、もしくは法令に従っている。支払い情報は、RIME によって、もしくは、カナダ、米国、英国、

シンガポールを含み、これに限らす、その他 RIM グループ会社や適用サービスプロバイダによって、も

しくはその代理で操業されている施設のあるお客様の所在国内外の国で RIME 代理によって処理される場

合がある。お客様がヨーロッパ経済圏やその他個人情報の転送に承認が必要な管轄区にお住まいの場合

は、かかる処理を承認する。 

9. 追加情報 

9.1 RIME の連絡先情報や追加情報は http://www.blackberry.com/legal/rime で閲覧できる。 


