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GOLFTV 

利用規約 

最終更新日：2022年5月 25 日 

GOLFTV (「本サービス」) にようこそ。本サービスにはGOLFTVウェブサイト (「ウェブサイト」) お

よびGOLFTVオンデマンド、ならびにウェブサイトとGOLFTVアプリ (「GOLFTV」) を通して利用で

きるライブコンテンツサービスが含まれ、またそのすべての特徴や機能、推奨事項、レビュー、ユー

ザーインターフェイスが含まれます。  

この本サービスはDPlay Entertainment Limitedが運営、提供します。この会社は、イングランドにお

いて登記番号09615785、登記住所Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 

5YB, United Kingdomで登記されています (以下「DEL」、「当社」、「当社の」)。  

この本サービスにアクセスし、これをインストールし、または使用したことにより、あなた（「お客

様」）は、ご自分が18歳以上（または居住地での成年以上）であることを確認したものとします。  

本サービスへのアクセス、そのインストール、または使用前に、この規約（「本利用規約」）をお読

みください。本利用規約は、お客様による本サービスへのアクセスとその使用に関する契約となりま

す。本サービスへアクセスし、これをインストールし、または使用したことにより、お客様は、本利

用規約に同意したものとします。同意しない場合は、この本サービスを使用しないでください。 

1. 本サービスへのアクセス  

1.1 本サービスにアクセスしたり、これを使用、またはインストールすることで、お客様は、本

利用規約に記載された条件に従ってコンテンツにアクセスし、視聴することができ、これに

は動画、音楽、ゲーム、グラフィックス、テキスト、画像、写真（「GOLFTVコンテン

ツ」）が含まれる場合があります。 

1.2 GOLFTVコンテンツには、無料でアクセスして視聴できるものもありますが、一部の

GOLFTVコンテンツは、次の条件のいずれかを満たす場合にのみ利用できます：  

(a) GOLFTVアカウント (「GOLFTVアカウント」) を登録する；または  

(b) GOLFTV契約 (「GOLFTV Pass」) を購入する  

1.3 現在 提供 中の GOLFTV Passes の 更 なる 詳細 は、 GOLFTV Pass Information タ ブ 

www.golf.tv/pass-informationにて でご覧いただけます。あるGOLFTV Passから別のGOLFTV 

Passへの切り替えについての情報は、支払い方法に対する影響も含め、GOLFTV Pass 

Informationタブwww.golf.tv/pass-informationにて でご覧いただけます。 

1.4 お客様が当社からGOLFTV Passをご購入の場合、本サービスのアカウント情報のエリアで、

お使いのGOLFTV Passの料金などの詳細情報をご覧いただけます。お使いのGOLFTV Pass

が自動更新される場合、この情報には契約の更新料金、更新された請求日、GOLFTV Passの

自動更新停止方法が含まれます。 

1.5 一部のGOLFTVコンテンツへのアクセスには、お客様の詳細情報を提供していただくか、サ

ードパーティ（第三者）のプラットフォームまたはその他のパートナーにおいて既にお持ち

のアカウントを使用して、GOLFTVアカウントを登録していただく必要があります。  

http://www.golf.tv/pass-informationにて
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1.6 GOLFTVアカウントへの登録とGOLFTV Passのご購入には、いずれもお客様が18才以上（ま

たは居住地での成年以上）である必要があります。 

1.7 お客様がGOLFTVアカウントへのご登録、またはGOLFTV Passのご購入をされると、そのア

カウントを通してGOLFTVへのすべてのアクセスに対する責任をお持ちいただくことになり

ます。  

1.8 また、お客様には、GOLFTVアカウントのユーザー名とパスワードの機密性を保ち、これら

を使用して行われるすべての行為に対しても責任をお持ちいただくことになります。お支払

いの詳細情報、ユーザー名、パスワードは誰にも開示されないことを推奨します。お客様

は、パスワードまたはユーザー名が不正に使用されたおそれがある場合は、直ちに当社に通

知されることに同意されるものとします。 

2. アクセスの無料期間 

2.1 お客様のGOLFTV Passは、アクセス無料期間をもって開始する場合があります。アクセス無

料期間は、当社が別途に通知しない限り、新規の加入者のみを対象とし（各加入者あたり1

回）、また、利用可能な場合に限られます。アクセス無料期間の具体的な長さは、サインア

ップされるときに指定されます。 

2.2 お客様がアクセス無料期間の期限切れ前にGOLFTV Passを解約されなければ、アクセス無料

期間の終了時に課金いたします。アクセス無料期間の終了直前または有料契約の開始につい

ては、通知しない場合がありますのでご注意ください。アプリストアや当社パートナー経由

など、サードパーティを介してサブスクライブされる場合、下記の第9条 (サードパーティプ

ラットフォームとサービス) も併せてご覧ください。 

2.3 ケベック州にお住まいの方については、GOLFTV Passが、有料契約に移行するアクセス無料

期間をもって開始することはありません。ただし、GOLFTV Passにサインアップしたケベッ

ク州居住者である新規加入者の方は、最初の契約の初めの部分を無料または減額料金で受け

取る場合があります。そのような部分の具体的な長さは、サインアップされるときに指定さ

れます。ケベック州居住者の方に対するGOLFTV Passesの詳細情報については、GOLFTV 

Pass Informationタブ www.golf.tv/pass-informationにて でご覧いただけます。 

3. 販売促進オファー 

3.1 DEL、またはDELと同じグループに属する企業、および/または当社のサードパーティパート

ナーは、以下のコードまたはその他の販売促進オファーを提供することがあります：  

(a) 通常GOLFTV Passを介してのみ利用できるGOLFTVコンテンツへのアクセスを、こ

のようなアクセスに支払いをする必要なく与えるもの、または  

(b) GOLFTV Passに対する値引きを与えるもの  

（「本販売促進オファー」）。  

3.2 本販売促進オファーには様々な形態があり、独立に提供される場合もありますが、DELもし

くはDELと同じグループの他の企業が販売する他の製品もしくはサービスとのパッケージの

一部として、または当社のパートナーの製品もしくはサービスとのパッケージの一部とし

て、提供されることがあります。本販売促進オファーはそれに適用される具体的な条件に従

ってご利用頂きます。 

http://www.golf.tv/pass-informationにて
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3.3 完全な詳細については、本販売促進オファーの関連条件をご確認ください。特記しない限

り、本販売促進オファーは新規加入者のみが（加入者あたり1回）ご利用いただけるものと

し、またそれは利用可能な場合に限られるものとします。本販売促進オファーがアクセス無

料期間と組み合わせられている場合、制限がある場合があります。本販売促進オファーがサ

ードパーティ企業またはDELと同じグループの他の企業によって提供されている場合、その

企業の課す別の条件も適用される場合があります。かかるサードパーティの提供する製品や

とサービスに対しては、DELは責任を負いません。 

3.4 本販売促進オファーの利用資格はDELによって決定されるものであり、当社は本販売促進オ

ファーの利用可能な場合を制限したり、これを取り消す権利を有し、またお客様にその利用

資格のない場合は、お客様のアカウントを保留とする権利を有します。 

4. 課金 

4.1 お客様のGOLFTV Passが有料の場合、お客様が最初に契約されたときに指定いただいた決済

方法で課金させていただきます。  

4.2 お客様のGOLFTV Passが自動更新される場合、お客様のGOLFTV Passの各新規の契約期間

の初日に、当該契約期間への支払いが同一の料金にて自動的に引き落とされます（ただし、

当社が第6条に従って料金変更の通知をした場合は、除きます）。通常、最初のお支払いは、

お客様が契約をした日に引き落とされますが、アクセス無料期間がある場合は、アクセス無

料期間の終了日の翌日に引き落とされます。 

4.3 お客様に値引きを伴う本販売促進オファーのご利用資格のある場合、販売促進期間において

請求額とお支払額が適宜減額されます。 

4.4 課金情報の閲覧または決済方法の変更は、GOLFTVのAccount Informationエリアで行えます

（サードパーティ、当社パートナーなどを介してお支払いいただいている場合は、下記の第9

条（サードパーティプラットフォームとサービス）をご覧ください）。 

4.5 決済方法の有効期限切れ、残高不足などの理由でお客様の支払いが滞り、かつ、お客様が決

済方法を変更されず、またはGOLFTV Passを解約されない場合は、当社（または関連するサ

ードパーティ）が有効な決済方法を入手するまでは、GOLFTV Passおよび/またはGOLFTVア

カウントへのアクセスを停止することができます。お客様がAccount Informationで決済方法

を更新なさると、お客様は、当社がお客様のGOLFTV Passについて更新された決済方法で課

金することを承認することとなり、また未払いの金額についてお客様は引き続き支払の責任

を負います。これにより、お客様の支払日または契約期間に変更が生じることがあります。  

4.6 お客様の決済方法が正常に承認されなかった場合、または契約更新日が予定された月に発生

しない場合、当社はお客様に課金する日付を変更する権利を有します。（例えば、お客様が

通常は各月の30日に課金されている場合、お客様は2月には28日に課金されます。）  

4.7 当社は、クレジットカード、その他の決済方法の取引処理には、他の企業（DELと同じグル

ープの企業を含む）、エージェント、または請負業者を使います。  

4.8 決済方法によっては、関連する発行元は、お客様に対して、決済方法の処理に関して、外国

為替料金その他の手数料等を課する場合があります。各地での税金や手数料等は、利用され

た決済方法によって異なります。お客様は、これらの税金や手数料等について単独で支払い

の責任を負います。詳細については、お使いの決済方法提供会社にご確認ください。 

4.9 お客様がアクセス無料期間で始まるGOLFTV Passについて契約されている場合、またはお支

払に関する詳細情報の提供を要する本販売促進オファーをご利用の場合、アクセス無料期間
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または本販売促進オファー開始時にお客様の銀行はお支払を承認するかもしれませんが、こ

のアクセス無料期間または本販売促進オファー期間においては、当社では代金を引き落とす

ことはありません。ただし、これがお客様が利用可能な残高やクレジットの限度額に影響を

与える可能性があることについては、ご承知おきください。 

5. 自動更新 

5.1 GOLFTV Passesの一部のタイプは、次の更新日の前に契約を解約しない限り、自動的に更新

されます。当社からGOLFTV Passをご購入いただいた場合、当社はお客様に対し、サインア

ップ時にそのタイプのGOLFTV Passが自動更新されるかどうかをお知らせします。  

5.2 お客様が自動更新されるGOLFTV Passをお持ちで、お客様が現在の契約期間（またはアクセ

ス無料期間）の終了前に解約をしない場合、GOLFTV Passは自動的に更新されます。

GOLFTV Passが自動更新される場合は、次の契約期間について支払いが必要な契約料金の全

額を、それまでと同一の料金（ただし、当社が第6条に従って料金変更の通知をした場合は除

きます）で課金いたします。 

6. 料金変更 

6.1 当社は、GOLFTV Passの料金を時々変更することがあります。お客様に料金変更通知を差し

上げてから、30日よりも早く料金変更が適用されることはありません。当社よりお客様に対

して、料金変更が有効となる日をお知らせいたします。お客様が当社のサードパーティパー

トナーを通じてGOLFTV Passをご購入なされた場合、料金変更は、当該サードパーティパー

トナーの契約条件に従うことになります。 

6.2 当社がお客様に料金変更を通知し、お客様が新しい契約料金ではGOLFTV Passの継続を希望

されない場合、次のいずれかの方法により、GOLFTV Passを解約していただけます：(i) 次の

契約期間開始前に、第7条（解約）の手続きに従うことによる方法、または (ii) 料金変更が有

効となる前であればいつでも、ヘルプセンター help.golf.tvにて 記載の詳細に従って、当社に

対して通知をする方法。 

6.3 当社では、GOLFTV Passの料金が次の契約期間開始までは変更されないように常に努力しま

す。仮に現在の契約期間中に料金変更が適用される場合、お客様は料金変更が適用される前

にGOLFTV Passを解約でき、当社は本サービスに対してすでにお支払いただき、その場合、

お客様が料金を支払い済みであるが、まだ本サービスを受けていない分の金額を返金させて

いただきます。  

7. 解約 

7.1 お客様は、GOLFTV Passを現在の契約期間（またはアクセス無料期間）の終了時前に解約で

き、当社が別途通知する場合を除いて、解約は現在の契約期間（またはアクセス無料期間）

の終了時に適用されます。そのため、契約期間（またはアクセス無料期間）の途中での解約

に対しては、当社が別途通知しない限り、お客様はご自分のGOLFTV Passを現在の契約期間

（またはアクセス無料期間）の終了時までお使いいただけます。 

7.2 お客様が当社からGOLFTV Passをご購入なさる場合、次の事項に同意されたものとします：

(a) 当社はお客様に対し、GOLFTV Pass（およびGOLFTV Passを通じて利用可能となる

GOLFTVコンテンツ）へのアクセスを直ちに提供する、並びに、(b) お客様がサインアップな

さる際に同意をした場合、次に対するお客様の法律上の権利を放棄するものとします：適用

されるクーリングオフ期間内に、(i) GOLFTV Passについて考えを変えて、 (ii)返金を受け取

ること。 

http://help.golf.tv/
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7.3 お使いのGOLFTV Passを管理するには、GOLFTVのAccount Informationエリアをクリックし

てください。  

7.4 お客様がサードパーティ経由でGOLFTV Passにサインアップされた場合（当社パートナー経

由など）、契約の解約はそのサードパーティを通じて行ってください。例えば、お客様は、

サードパーティにおけるご自分のアカウントにアクセスして、GOLFTVの自動更新をオフに

する必要があるかもしれません。 

8. 返金とクレジット  

8.1 お客様の法律上の権利に影響するものではありませんが、お支払いただいた料金は返金でき

ず、部分的にしか使用されていない課金期間に対する返金またはクレジットもありません。

いつでも、またどのような理由でも、当社は、加入者の一部または全員に返金、割引き、ま

たはその他の対価を提供することができます。仮に当社が何らかの理由よってこれを行った

場合であっても、たとえ同じ状況下が生じても、当社が同じことを再度行う義務を負うもの

ではありません。 

8.2 お客様がサードパーティ経由でGOLFTV Passにサインアップされた場合（アプリストアや当

社パートナー経由など）で、課金または支払に関して問題があった場合は、お使いの

GOLFTV Passに関する返金やクレジットについては、そのサードパーティの契約条件に従っ

て、そのサードパーティにご連絡ください。お使いのGOLFTV Passに関するその他の問題に

ついては、当社ヘルプセンター help.golf.tvにて の詳細を用いて当社にご連絡ください。 

9. サードパーティプラットフォームとサービス  

9.1 お客様がサードパーティを経由して（例えば、当社サードパーティパートナーのうちの1社に

より提供されたバンドルされたサービスを経由する場合など）、またはそのようなサードパ

ーティまたはDELの販売する他の製品もしくはサービスを経由して、GOLFTVにアクセス

し、またはGOLFTV Passを購入された場合、お客様によるお支払は、当該サードパーティま

たは当該他の製品もしくはサービスに対するものであり、お客様は当該サードパーティの定

める契約条件または当該他の製品もしくはサービスに関する契約条件（適用される使用ルー

ルを含む）の適用を受けることになります。該当する販売条件、料金、税金、支払方法、取

引の解約権、かかる権利（該当する場合）をいつ行使できるか、および取引を行うための技

術的なステップに関する重要な情報は、当該サードパーティの定める契約条件または当該他

の製品もしくはサービスに関する契約条件に詳細に記載されています。お客様は、これらの

契約条件および本利用規約に従っていただかなければなりません。本利用規約とこれらの契

約条件の間に不整合な点がある場合は、サードパーティの定める契約条件が本利用規約に優

先して適用されます。 

9.2 お客様がサードパーティを経由して、または当該サードパーティまたはDELにより販売され

た他の製品またはサービスを経由して、GOLFTV Pass対する支払をされている場合で、お客

様が決済方法を変更することを希望される場合は、当該サードパーティまたは当該他の製品

もしくはサービス経由で変更を行う必要があります。  

10. 対応デバイスと更新  

10.1 本サービス、GOLFTV Pass、GOLFTVコンテンツが利用可能かどうかは、お客様がお使いの

インターネット接続の質およびデバイスの処理能力の影響を受けます。一部の機能は、すべ

http://help.golf.tv/
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てのデバイスで利用できない可能性があります。対応するデバイスの全リストとオペレーテ

ィング・システムの要件については、ヘルプセンターhelp.golf.tvにて をご覧ください。 

10.2 最高の利用体験を得ていただくため、当社はお客様に対して、本サービスへの更新を、それ

が利用可能となった都度、承諾して適用されることを推奨いたします。また、このために、

お客様のデバイスのオペレーション・システムに対する更新が必要となる場合もあります。  

10.3 本サービスへの更新、変更、または本サービスを置き換えるバージョンをお客様が使用する

場合、かかる使用は、本利用規約、およびかかる更新、変更、置き換えバージョンをインス

トールする際にお客様が同意された追加的な契約条件の適用を受けます。 

11. データの使用 

本サービスおよびGOLFTV Passを使用する際に発生する、インターネットへのアクセス料

金、モバイルデータ料金、およびその他の料金はすべて、お客様のご負担となります。動画

やゲームなどのオーディオビジュアル・コンテンツのストリーミングとダウンロードには、

大量のデータを使用することがありますので、ご注意ください。 

12. 本サービスへの変更 

12.1 当社は、本サービス、GOLFTV Pass、GOLFTVアカウント、またはGOLFTVコンテンツのい

かなる要素に対しても、定期的に変更を加える可能性があります。特に、GOLFTVコンテン

ツを利用できるかどうかは、その時々で変わる可能性があります（これには、関連する第三

者たる権利保有者が、当該コンテンツを本サービス上で使用する当社の権利を撤回または制

限した場合など、様々な理由があり得ます）。そのため、当社は、いつでも、通知の上で、

または通知をせずに、GOLFTVコンテンツを追加または削除する権利を有します。お客様

は、GOLFTVコンテンツは変更され得るものであり、その時々において通知なしに変更され

ることについて、確認し同意するものとします。  

12.2 また当社が何らかの特徴または機能を取り消したり、何らかのデバイスまたはプラットフォ

ームから本サービスにアクセスできなくしたりする場合もあり得ます。さらに、本サービス

は時々更新またはアップグレードすることがあります。本サービスの何らかの要素への変更

がGOLFTVに大きく悪影響を与えると思われる場合、 当社は現在の契約期間中にはこの変更

がお客様に悪影響を与えないよう、お客様が上記第7条（解約）に記載する手順に従って、次

の契約期間の前にGOLFTV Passを解約する機会を提供するよう努めます。当社がGOLFTV 

Pass期間中、本サービスに大きく悪影響のある変更を加える必要のある場合、お客様には30

日以上前に通知し、解約する権利を与えます。変更通知の後、変更実施前にGOLFTV Passを

解約されず、本サービス使用を継続される場合、 お客様は変更を受け入れられたものとしま

す。  

12.3 本サービスに大きく悪影響を与える変更は、次の契約期間の開始前には行わないように常に

努めます。現在の契約期間中に大きく悪影響を与える変更が適用される場合、お客様はその

変更が適用される前にGOLFTV Passを解約でき、当社は本サービスに対してすでにお支払い

ただき、まだ本サービスを受けられていない分の金額を返金させていただきます。 

13. 所有権 

13.1 本サービスおよびすべてのGOLFTVコンテンツは、当社が保有する、または当社にライセン

スされた、著作権、商標権、および/またはその他の知的財産権で保護されています。  

13.2 お客様は、本サービス、GOLFTV Pass、またはGOLFTVコンテンツに対して、本利用規約に

従ってそれらを使用する権利以外には、何らの知的財産権を持つものではありません。 

http://help.golf.tv/
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13.3 お客様は、本サービスまたはいかなるGOLFTVコンテンツに含まれる著作権表示またはその

他の権利表示も、削除し、変更し、またはいかなる方法でも改ざんしてはなりません。本サ

ービス、GOLFTVコンテンツ、またはGOLFTV Passのコピー、アクセス、転送、公衆に対す

る公開の上演や送信、またはその他の使用は、適用のある法または本利用規約で明示的に許

可されているものを除いて、該当する知的財産権の侵害および本利用規約の違反となりま

す。かかる侵害が発生した場合、当社または当社の関連企業は、事前通知や裁判所もしくは

仲裁機関による事前の介入なしに、お客様の本サービスへのアクセスをブロックし、お客様

のGOLFTVアカウントを停止するとともに、当社が利用可能な権利や法的救済を追求するこ

とができます。 

14. お客様による本サービスの利用 

14.1 お客様は、次の事項を確認されるものとします：(a) お客様が当社に提供された情報及びその

詳細は、GOLFTVアカウントの登録の際に提供されたものを含めて、あらゆる点で、どの時

点においても、真実であり、正確であり、最新のものであること、(b) お客様は、本利用規約

を常に遵守なさること、(c) お客様は、本サービスを、いかなる違法な目的のためにも使用せ

ず、かつ、他人の権利を侵害するような方法でも使用しないこと。 

14.2 お客様は、同時に所定の数のデバイス上でのみ、お客様のGOLFTV Passを使用してGOLFTV

コンテンツを視聴できます。これらの制限事項の詳細は、ヘルプセンター help.golf.tvにて で

ご覧いただけます。  

14.3 お客様は、本サービスを、適用されるすべての法律、規則、ルールに従って使用し、かつ、

本サービス、GOLFTV Pass、またはGOLFTVコンテンツの使用に関するその他の制限事項に

従って使用しなければなりません。 

14.4 お客様は、本サービス、GOLFTV PassまたはGOLFTVコンテンツの使用に関連して、中傷的

な、不快な、またはその他の好ましくない資料を送信してはなりません。DELは、中傷的

な、不快な、またはその他の違法なものと考えらえる資料や、他人の権利を侵害する資料

を、変更または削除する権利を有します。 

14.5 本サービス、GOLFTV Pass、GOLFTVコンテンツは、お客様の私用で商用ではない使用に対

してのみライセンスを付与する（販売されるものではない）ものです。お客様による本サー

ビス使用中、当社はお客様に対して、GOLFTVコンテンツにアクセスし、GOLFTVコンテン

ツのストリーミング、ダウンロード、一時的な保存、視聴をするための制限付きで非排他

的、譲渡不可能なライセンスを付与します。本利用規約でお客様に付与する制限付きライセ

ンスの他には、お客様には本サービス、GOLFTV PassまたはGOLFTVコンテンツに対するい

かなる権利、権原、または利益も与えられません。お客様は、本サービス、GOLFTV Passま

たはGOLFTVコンテンツを、公共の場所で再生、上映、展示または発表してはなりません。 

14.6 コンテンツに関する制限は、お選びいただいた契約プランと、当社コマーシャルパートナー

が適用する制限事項にも影響されます。  

14.7 お客様は、次の事項を自ら行ってはならず、かつ、それを第三者に許可してはなりません：

(a) 仮想プロキシネットワークを使用して、GOLFTV PassまたはGOLFTVコンテンツにアク

セスしたり、これらを視聴、および/または購入すること、(b) 承認なしに、お客様のユーザー

名とパスワードを使用して、お客様のGOLFTV PassまたはGOLFTVコンテンツにアクセスす

ること、(c) 本サービス、GOLFTV Pass、またはGOLFTVコンテンツについて、展示、上

映、出版、ライセンス、販売の申込みを行ったり、そのコピーを作成および/または配布する

こと、(d) 本サービス、GOLFTV Pass、またはGOLFTVコンテンツを、適用のある法律で許

可されている以外の方法で、コピー、複製、改ざん、変更、リバースエンジニアリング、分

解、デコンパイル、転送、交換、または翻訳すること、(e) 本サービス、GOLFTV Pass、ま

http://help.golf.tv/
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たはGOLFTVコンテンツについて、いかなる様態にても派生物を作成すること、または (f) 本

サービスまたはGOLFTVコンテンツの中にあるコンテンツ保護機能を迂回、削除、改ざん、

非アクティブ化、劣化、または妨害すること。 

14.8 お客様は、アクセス無料期間または同じタイプの本販売促進オファーに対して複数回登録し

ないことに同意されるものとします。かかる行為は本利用規約違反であり、その結果、お客

様のGOLFTVアカウントおよび/またはGOLFTV Passが解約されることがあります。  

15. プライバシー 

お客様が本サービスまたはGOLFTV Passをお使いいただく際に、当社にご提供いただく、ま

たは当社が収集する個人情報は、当社のプライバシー・ポリシー www.golf.tv/privacy-policyに

て  に記載された方法によって使用されます。また、当社のクッキー・ポリシー 

www.golf.tv/cookies-policyにて も是非お読みください。  

16. お客様の本サービス使用権の終了 

16.1 お客様が本利用規約に違反したと当社が信じる合理的な理由がある場合、またはお客様が本

サービス、GOLFTVコンテンツまたはGOLFTV Passを、本来意図された目的と異なる方法、

詐欺的な方法、または違法な方法で使用している場合、当社は、お客様が本サービスまたは

GOLFTV Passの全部または一部を使用する権利を直ちに終了することができます。仮にお客

様の行為が是正可能な場合には、当社はお客様にそのための合理的な機会を与えることがで

きます。 

16.2 本サービスのいずれかの部分を終了すると当社が決定した場合、当社はお客様に対して最低

30日前に通知いたします（ただし、法的な理由（裁判所の命令に従う場合を含む）で直ちに

本サービス（またはその一部）を終了する必要がある場合を除きます）。当社が本サービス

を終了する場合、お客様がまだ受領していない本サービスに対してお支払済みの金額を返金

いたします。 

16.3 当社が本サービスまたはGOLFTV Passの使用権を終了する場合、お客様は、本サービスまた

はGOLFTV Passの利用を含め、本利用規約により許可されたあらゆる活動を停止しなければ

なりません。 

17. 当社のお客様への法的責任 

17.1 当社は、当社の過失、または当社の従業員および代理人の過失に起因する死亡または傷害に

対して、責任を負います。当社は、当社または当社の従業員もしくは代理人による悪意ある

不実表示、故意の不正行為、または重大な過失については、責任の免除を求めません。  

17.2 当社が本利用規約に違反した場合、当社は、その違反に基づいて合理的に予見できる結果で

ある損害に対してのみ、責任を負います。損害は、それが、お客様が本利用規約に同意され

た時点において、お客様と当社によって想定可能な場合に、予見可能であるものとします。 

17.3 当社は、次の事項に対しては責任を負いません：  

(a) 当社が承認していない、本サービスまたはGOLFTVコンテンツの使用  

(b) 当社がお客様に対する義務を果たすことを妨げた予見不可能な状況に起因する、本サ

ービスまたはGOLFTVコンテンツの不具合または中断 

http://www.golf.tv/privacy-policyにて
http://www.golf.tv/privacy-policyにて
http://www.golf.tv/privacy-policyにて
http://www.golf.tv/cookies-policyにて
http://www.golf.tv/cookies-policyにて
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(c) お客様による本サービスまたはGOLFTVコンテンツの使用において存在する、または

それに起因する、エラー、ウイルスまたはバグ 

(d) 本サービスまたはGOLFTVコンテンツと、他のソフトウェアまたはハードウェア（お

客様のデバイスを含む）との間の不適合（互換性の欠如） 

(e) 当社の合理的な管理の及ばない、サードパーティのプラットフォーム、サービスプロ

バイダー、サプライヤー、デバイスメーカーまたはデバイスのオペレーション・シス

テムのプロバイダーによる行為または不履行 

17.4 お客様は、お客様の地域において適用される法律の下で、何らかの法律上の権利をお持ちで

す。本利用規約は、かかる法律上の権利に対して何ら影響を与えることを意図していませ

ん。お客様の法律上の権利については、お客様の地元の消費者保護団体にお問い合わせくだ

さい。 

17.5 ケベック州を含む、カナダのいくつかの法的管轄区域では、第17.6条から第17.8条に記載さ

れる法的責任の除外または制限が許されていない可能性があります。これらの法律がお客様

に適用される場合、下記の法的責任の除外または制限のうちの一部または全部が、お客様に

は適用されず、お客様は追加的な権利を保有している可能性があります。 

17.6 第17.1条に記載された状況において発生する法的責任（それは無制限である）を除き、現地

の法律の下で許可される最大限の範囲において、いかなる場合であっても、お客様による本

サービス、GOLFTVコンテンツ、GOLFTV Passの使用に起因するすべての損害に関する、当

社のお客様に対する責任の総額は、お客様がGOLFTV Passに対して支払われた金額を超える

ことはありません。 

17.7 当社は、本サービスまたはGOLFTVコンテンツにバグまたはエラーがないこと、またはお客

様のアクセスが中断されないことは保証できません（例えば、メンテナンス、アップデー

ト、停電やサーバーの停止、その他当社のコントロールの範囲外の理由によるダウンタイム

など）。しかし、当社が技術的な問題を知らされた場合は、当社は常にそれを是正するよう

に努めます。 

17.8 当社は、以下の原因または理由に基づく、本サービスまたはGOLFTVコンテンツのいずれか

の部分を提供するための機能の欠如もしくは提供の失敗、またはコンテンツやデータの喪失

について、責任を負わないことに、お客様はご留意ください：お客様の機器、デバイス、オ

ペレーティング・システム、またはインターネット接続、本サービスの最新の公開済みバー

ジョンをお客様がダウンロードしなかったこと、お客様が互換性要件を満たさなかったこ

と、またはお客様による機器、デバイス、オペレーティング・システム、またはインターネ

ット接続への変更の結果。 

18. 本利用規約に対する変更 

18.1 当社は、本利用規約を随時変更することがあります。当社が本利用規約を変更しうる状況と

しては、適用のある法律の遵守のため、お客様に対して本サービスについて追加的な情報を

提供するため、本サービス向上のために変更を要する場合、または安全またはセキュリティ

上の理由のためなどが含まれますが、これらに限定されません。 

18.2 当社は、本利用規約への重大な変更については、最低30日前までにお客様に通知するように

努めます。ただし、セキュリティ、法律上、または規制上の理由により直ちに変更する必要

のある場合を除きますが、この場合はできるだけ早期にお客様に変更についてお知らせしま

す。本利用規約への変更がお客様に重大な不利益となる場合、またはGOLFTVの利用可能性

に重大な影響を与える場合、当社はかかる変更が適用される30日前までにお客様に通知を
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し、お客様は変更が適用される前にGOLFTV Passを解約できます（上記第7条（解約）参

照）。 

18.3 本利用規約への変更がお客様に重大な不利益を及ぼす場合、当社は常に、お客様の次の契約

期間の開始よりも前にかかる変更が適用されないように努めます。現在の契約期間中に大き

く悪影響を与える変更が適用される場合、お客様はその変更が適用される前にGOLFTV Pass

を解約でき、当社は、まだ受領していない本サービスに対してお客様が支払い済みの金額を

返金させていただきます。 

18.4 お客様が本利用規約の変更後も本サービスの利用を継続される場合、当社は、それに基づ

き、お客様が変更された本利用規約を承諾されたものと理解します。最新の本利用規約は常

に、かかる本利用規約の効力発生日から本サービス上でご覧いただけます。  

19. 権利の譲渡  

当社とお客様との間の契約は、お客様個人に対するもので、いかなる第三者もこれから利益

を得ることはできません。当社は、本利用規約に基づく当社の権利と義務をいかなる企業、

会社、個人にも譲渡できる（ただし、お客様のGOLFTV Passはかかる譲渡の結果悪影響を受

けないことを条件とします）ことについて、お客様は同意します。お客様は、本利用規約に

基づく権利または義務を誰にも譲渡することはできません。  

20. 契約解除 

本利用規約のいずれかの条項が違法、無効、または執行不能であると判定された場合は、か

かる条項は本利用規約から切り離されたものとみなされ、本利用規約の残りの条項の有効性

と執行可能性は影響を受けないものとします。 

21. 放棄 

お客様に対して当社が行使できる請求権を当社が行使せず、または行使しないと決定した場

合でも、そのことは当社がその権利を放棄したことを意味しません。ただし、当社が書面に

よりお客様に対して別のことを述べた場合はこの限りではありません。 

22. 準拠法 

22.1 本利用規約は、下の表に示す地域の法律に準拠し、これに従って解釈されます。ただし、本

利用規約は、お客様の居住国の強行法規の下でお客様が保証されている消費者保護に関する

権利を何ら制限するものではありません。  

居住地域 準拠法 

カナダ、ケベック州 ケベック州法 

ブラジル ブラジル法 

その他の世界各地 イングランドとウェールズ 

22.2 お客様がイングランド、ウェールズ、またはインドにお住まいの場合、本利用規約に関す

る、またはこれらに起因する訴訟提起は、イングランドおよびウェールズの裁判所でのみ行

うことができます。お客様がイングランド、ウェールズ、またはインドにお住まいでない場

合は、お客様の居住国の裁判所にて訴訟提起を行うことができます。  
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23. 苦情 

お客様がお持ちの苦情につきましては、下記の詳細に従って、まず当社にご連絡ください。 

24. コミュニケーション 

24.1 当社からのお客様のアカウントと契約に関する情報（お支払承認、請求書、パスワードまた

はお支払方法の変更、確認メッセージ、コンテンツと機能の更新、その他のサービスまたは

トランザクションメッセージなど）は、本サービス内のメッセージまたはサインアップ中に

ご提供いただいたEメールアドレスへのEメールでお届けします（お客様がサードパーティ経

由でサインアップされた場合（例えば、当社パートナー経由の場合、またはプラットフォー

ムのアカウントの詳細情報を用いた場合など）は、そのサードパーティまたはプラットフォ

ームからお客様のEメールアドレスを入手して、本サービス関連のメッセージを常にお伝えで

きるようにします）。  

25. お問い合わせ 

25.1 当社には、ヘルプセンター help.golf.tvにて に記載された詳細情報を利用してご連絡をいただ

くことができます。 

http://help.golf.tv/

