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SONY PICTURES 
利用規約 
効力発生日: 27 July, 2022 
 
イントロダクション 
本ページに定める利用規約（以下、「本規約」といいます）は、本規約に対してリンクされ
ているソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント（ソニー株式会社の一部門）に関連した
ウェブサイト、オンライン・サービス、ソフトウェアあるいはアプリケーション（以下「サ
ービス」と呼称します）に対して適用されるものとします。本規約において、当社は、ソニ
ー・ピクチャーズ・エンタテインメントの事業体を参照するために、「SPE」、「当社」ある
いは「弊社」を利用するものとします。ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント・イン
クと共に、特定のサービスに対して責任を負担している当該 SPE の事業体（以下総称して
「データ管理者」といいます）に関しては、ここをクリックすることにより、アクセスする
ことが可能であるものとします。ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント・インクの法
人事務所は、住所：10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA
に位置するものとします。本規約を受諾することにより、または何らかの方法で利用可能な
サービス（該当する場合）に対してアクセスすることにより、もしくはかかるサービスを使
用することにより、お客様は、本規約ならびに一定の適用可能な追加規約（以下に定義され
ます）を受諾し、これらによって拘束を受けることについて合意するものとします。これに
加えて、お客様は、お客様が本規約ならびに一定の適用可能な追加規約を解釈し、把握した
ことについて確認するものとします。更に、お客様は、当社のプライバシーならびにクッキ
ーに関する方針の中で明記されるような当社のデータ慣行、更に利用可能なサービスの一
部の上で掲載される他の一定の規約について承認し、これらに対して合意および同意する
ものとします。 
 
 
本規約において「お客様」あるいは「お客様の」とは、下記を意味するものとします。 
 
・お客様が消費者である場合、全体的に、もしくは主として、自身の商取引、事業、専門技
能職もしくは専門職等以外の目的のために、当該サービスを利用している個人を意味する
ものとします。更に 
・お客様が消費者ではない場合：（a）お客様が、拘束力を有することを目的として権限を有
している事業体、あるいは（b）全体的に、もしくは主として、商取引、事業、専門技能職
もしくは専門職等の範囲内に存する目的のために、当該サービスを利用している個人を意
味するものとします。（以下、それぞれを「事業体」と呼称します） 
本規約は、お客様の法律上の権利、責任ならびに義務に対して影響を与えるとともに、お客

https://intl.sonypictures.com/ja/privacy-policy
https://intl.sonypictures.com/ja/privacy-policy
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様による当該サービスの利用に適用されるものとします。これらは、様々な限定条項ならび
に除外条項を含むとともに、争議等が解決される場所について適用される裁判管轄の条項
等を含むものとします。お客様が本規約ならびに一定の追加規約によって拘束されること
を希望しない場合、お客様は、当該サービスの利用を終了し、あらゆるサービスのダウンロ
ードならびにアプリケーションのアンインストールを実施しなければならないものとしま
す。 
 
追加規約 
一定の場合において、当該サービス上で掲載された追加規約あるいは異なる内容の規約は、
当該サービスの一定の部分に関するお客様の利用に対して適用されるものとします（各規
約を、および当該規約を総称して「追加規約」と呼称します）。本規約ならびにいずれかの
追加規約の間において何らかの相違がある場合において、本規約が優先するものとします。
但し、当該追加規約で明示的に別段の定めがある場合を除くものとします。 
 
＜本規約ならびに追加規約に対する更新＞ 
当社は、ここで詳細に説明されるように、当該サービス上で新しい、かつ変更された規約を
掲載することにより、本規約ならびに追加規約を変更することができるものとします。かか
る変更後において、当該サービスに関連したお客様の継続的な利用は、本件の修正された規
約ならびに適用可能な追加規約に対するお客様の受諾を構成するものとします。お客様は、
本規約を変更することができないものとします。 
 
クイックリンク 
当社は、以下に規定されるように、本規約に関する一定の主要な論点について要約したもの
とします（しかしながら、全部の論点について要約していないものとします。）。但し、これ
らの論点は、全ての規約の解釈を目的とした代替として利用されてはならないものとしま
す。下記の表題あるいは要約が適用される規定ではなく、完全な規定等が適用される規定で
あるものとします。 
 
・権利等の付与ならびに制限等 
・当社は、規則ならびに制限等に従い、当該サービスを利用するために、限定的かつ撤回可
能なライセンスをお客様に対して与えるに過ぎないものとします。 詳細な情報 

・お客様は、お客様によって提示されたコンテンツ、更にお客様のプロフィールに対する幅
広いライセンスを当社に対して与えるものとします。お客様は、お客様のコンテンツの所
有権、更にお客様のコンテンツに対する責任を留保するものとします。当社は、当該コン
テンツを適切に維持するために、当社のサービスを管理する権利を有するものとします。
詳細な情報 

https://stg.intl.sonypictures.com/ja/terms-of-use#section-11
https://intl.sonypictures.com/ja/terms-of-use#section-1
https://intl.sonypictures.com/ja/terms-of-use#section-1D
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・当社のサービスに関連したお客様の利用は、当該サービスならびにユーザー等を保護する
ために意図された様々な規制に従うものとします。 詳細な情報 

・サービスに関する利用可能性 
・当社は、当社のサービスの全部または一部を変更すること、あるいは停止することができ、
もしくは当社のサービスにアクセスするお客様の権利を変更すること、あるいは停止す
ることができるものとします。 詳細な情報 

 
所有権、および本件のサービスならびにコンテンツの利用を目的としたお客様の権利 
A.所有権 本件のサービスならびに全てのコンテンツ（以下「コンテンツ」といいます）（本

件のサービスならびにコンテンツに含まれた全ての著作権、特許権、登録商標、
サービス・マーク、商号ならびに他の知的財産権等が含まれるものとします。）
（以下「知的財産」といいます）は、SPE、当社のソニー・グループ企業ならび
に関連会社等、当社のライセンサー、更に一定の他の第三者等によって所有され
るとともに、管理されるものとします。本件のサービスを通じて利用可能とされ
る本件のコンテンツならびに知的財産に含まれた全ての権利、権原ならびに権
益、更に本件のコンテンツならびに知的財産に対する全ての権利、権原ならびに
権益は、SPE、当社のソニー・グループ企業ならびに関連会社等、当社のライセ
ンサーあるいは一定の他の第三者等の財産に属するとともに、最大限の範囲に
おいて、あらゆる利用可能な著作権、登録商標、特許権および/あるいは他の知
的財産ならびに不当競争に関する権利ならびに法律によって保護されるものと
します。かかる権利ならびに法律には、お客様の居住国における権利ならびに法
律あるいは国際法等が含まれるものとします。SPE は、当該サービス上のコン
テンツに関する選択、コンパイル、アセンブリ、脚色、更に改良において著作権
を所有するものとします。 

 
B.本件のサービスならびにコンテンツの利用を目的としたお客様の権利 
i.本件のサービスならびにコンテンツの利用を目的としたお客様の権利は、本規約および当
該追加規約に対するお客様の厳格な準拠に従うものとします。適用法令によって許可され
る最大限の範囲において、当社は、本規約あるいは一定の追加規約の違反の時点において、
本件のサービスならびにコンテンツに対してアクセスする、更に本件のサービスならびに
コンテンツを利用するお客様の権利を終了する権利を留保するものとします。当該サービ
スに対してアクセスすることにより、もしくは当該サービスを利用することにより、お客様
は、下記の事項について表明し、保証するものとします。すなわち、お客様によるアクセス
または利用は、お客様の居住地の裁判管轄における適用法令に準拠するものとします。これ
らの権利は、適用法令によって許可される最大の範囲において、事前通知を送付することな
く、あるいは責任を負うることなく、当社の裁量により、あらゆる時点において、非独占的

https://intl.sonypictures.com/ja/terms-of-use#section-3
https://intl.sonypictures.com/ja/terms-of-use#section-3
https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
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であり、限定的であるとともに、当社によって撤回することができるものとします。本件の
サービスならびにコンテンツに対するアクセスならびに利用を目的としたお客様の権利が、
お客様に対して個人的であるという理由から、お客様は、お客様の権利を譲渡または移転す
ることができないものとします。すなわち、かかる譲渡または移転の試みは、無効であるも
のとします。お客様による個人的、非商業的かつ合法的な利用目的に限定して、お客様は、
下記の事項を行うことができるものとします（総称して、下記の事項は「SPE のライセンス
を付与された要因」であるものとします）。すなわち： 

1.コンピューター、携帯機器、もしくはインターネットが利用可能であり、かつ許可され
る他のデバイス（以下「デバイス」といいます）上で、当該コンテンツを表示、閲覧、
利用ならびに再生することができる、および/あるいはお客様に対して表示されるよう
な当該コンテンツ（未加工の形式におけるソースコードならびにオブジェクトコード
等を除く）のコピーをプリントすることができるものとします。 

2.もしある場合、当該ウィジェットおよび/あるいは他のデジタル・ストリーミング・イ
ンターネット・ビデオプレイヤーの利用により、当該サービス上で提供される一定の利
用可能なコンテンツをストリーミング配信することができるものとします。（かかるウ
ィジェットあるいは他のデジタル・ストリーミング・インターネット・ビデオプレイヤ
ーは、「サービス・ウィジェット」といいます） 

3.一定のコードが、お客様自身の個人的かつカスタマイズされたソーシャル・ネットワー
キング・ウェブページ（等）、ウェブブログ（等）またはマイクロブログ（等）（総称し
て、お客様の「個人的なソーシャルメディア」と呼称され、かかる定義は、何らかの事
業用のメディアあるいは事業用の利用を明示的に除外するものとします。）上で関連し
ている特別なコンテンツを組み込む、再公開、維持、および/あるいは表示するために、
当該サービスを通じてお客様に対して明示的に利用可能である一定のコードを削除す
る、更にペーストすることができるものとします かかる機能が、「共有」機能として意
図されるかどうかにかかわらないものとします）。および/あるいは、当該サービスが
「ウィジェットの取得ならびに組み込み機能」を提供する場合、サービス・ウィジェッ
トを「取得する」ために、更に、お客様の個人的なソーシャルメディア上でサービス・
ウィジェットを組み込む、再公開、維持、および/あるいは表示するために、当該サー
ビスを通じてお客様に対して明示的に利用可能である一定のコードを削除する、更に
ペーストすることができるものとします。 

4.当該サービスを通じてお客様に対して明示的に利用可能である一定のコードを削除す
る、更にペーストすることができるものとします。および/あるいは、当該サービスが
「ウィジェットの取得ならびに組み込み機能」を提供する場合、サービス・ウィジェッ
トを「取得する」ために、更に、該当する場合、かかるコードおよび/あるいはサービ
ス・ウィジェットをお客様の友人に対して転送するために、当該サービスを通じてお客
様に対して明示的に利用可能である一定のコードを削除する、更にペーストすること
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ができるものとします。その結果として、お客様の友人は、その中に含まれたサービス
ならびにコンテンツを閲覧することができる、および/あるいはかかる友人が希望する
場合、個人的なソーシャルメディア上で転送されたコードもしくはサービス・ウィジェ
ットの一部を組み込むことができる、またはお客様の友人に対して再転送することが
できるものとします。 

5.当該サービスが「友人への送信」を含む場合、もしくはコンテンツが含まれた電子メー
ルでの連絡をお客様の特定の友人に対して開始し、送信することができる類似した機
器を含む場合、更に当該機器が作動する場合、お客様の代わりとして、当該サービスの
サーバーにより、お客様のメッセージがお客様の友人に対して送信されなければなら
ないために、当該機器を利用することができるものとします。 

6.当該サービスが、コンテンツの一部の近くに「ダウンロード」リンクを含む場合（これ
には、画像、アイコン、壁紙、音楽、ビデオ、予告編、RSSフィード等が含まれますが、
これらに限定されないものとします）、お客様は、１つのデバイスに対してかかるコン
テンツのコピーを１回のみダウンロードすることができるに過ぎないものとします。 

7.機械での実行可能なオブジェクトコード形式に限定して、お客様のデバイス上で、当該
サービスに従い、あるいは当該サービスを通じて、当社によって利用可能とされる何ら
かのソフトウェア（アプリケーションを含みます）（以下「ソフトウェア」といいます）
のコピーを１回のみダウンロードすることができる、インストールすることができる、
更に利用することができるとともに、バックアップの目的のために追加のコピーを１
回のみ作成することができるものとします。但し、お客様は、下記の事項について把握
するとともに、合意することを条件とするものとします。すなわち、（i）お客様による
当該ソフトウェアのダウンロードを許可することにより、SPE は、お客様に対して当
該ソフトウェアの所有権を譲渡しないものとします。（すなわち、お客様は、当該ソフ
トウェアが記録されている媒体を所有しますが、当該ソフトウェアの所有者（SPE で
ある可能性がある、および/あるいは第三者のソフトウェアのライセンサーである可能
性があるものとします。）は、かかるソフトウェアの十分かつ完全な所有権を留保する
ものとします。）（ii）お客様は、SPE による事前の書面での同意なしに、当該ソフトウ
ェアのコピー、修正、翻案、他の言語への翻訳、頒布することができず、あるいは当該
ソフトウェアに基づいた派生的な著作物を作成することができないものとします。（iii）
お客様は、当該ソフトウェアを一定の個人または事業体に対して譲渡、賃貸、賃借、ま
たは貸し付けすることができないものとします。これに加えて、当該ソフトウェアをサ
ブライセンスする、譲渡する、あるいは移転するお客様の試みは、無効であるとともに、
効力を一切生じないものとします。これに加えて、（iv）お客様は、いかなる方法によ
っても、当該ソフトウェアに関する何らかのソースコード、根本的な考案、根本的なユ
ーザーインターフェース技術、あるいはアルゴリズムを逆コンパイルすることができ
ない、逆アセンブルすることができない、リバースエンジニアすることができない、も
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しくはこれらの再構築、確定または検出の試みを行うことができないものとします。但
し、上記の制限が適用法令によって禁止されている場合を除くものとします。 

8.お客様に対して利用可能とされる場合、当該サービス上で登録された個人アカウント
（および/あるいは関連したユーザーネームならびにパスワード）を取得することがで
きるとともに、サービスに基づいたチャットルーム、メッセージボード、ソーシャルメ
ディア・ネットワーク、オンライン・マルチプレイヤーゲームおよび/あるいは他の活
動、もしくは当該サービス上で提供される類似したサービスの一部として、他のサービ
スのユーザー等と交流することができるものとします。 

9.ウェブサイトからの当該サービスもしくは他のオンライン・サービスに対してリンクを
追加することができるものとします。但し、下記の条件が与えられるものとします。す
なわち、（a）当該リンクは、テキストのみを含むとともに、何らかの知的財産を利用し
ないものとします。（b）当該リンク、更にお客様のウェブサイト上のコンテンツは、SPE
（あるいは当社のソニー・グループ企業ならびに関連会社等）との提携を示唆しない、
もしくは他の誤解を生じないものとします。更に、（c）当該リンク、更にお客様のウェ
ブサイト上のコンテンツは、虚偽的、不実表示的、軽蔑的もしくは侮辱的な方法により、
SPE または当社のソニー・グループ企業ならびに 関連会社等、当社の個別的な製品あ
るいはサービスを示唆しないとともに、違法、侮辱的、猥褻的、下劣的、扇情的、卑劣
的、暴力的、威嚇的、迷惑的または虐待的であり、あるいは第三者の権利を侵害し、SPE
に対して好ましくないコンテンツを一切含まないものとします。SPE は、事前通知を
送付することなく、またはお客様あるいは第三者に対していかなる種類の責任も負担
することなく、自己の裁量により、何らかの理由のために、当該サービスに対するリン
クを停止する、または禁止する権利を留保するものとします。更に 

10.ユーザー等による利用を目的として、当該サービス上で、もしくは当該サービスを通
じて、SPE によって明示的に付与される他の機能を利用することができるものとしま
す。但し、本規約ならびに一定の適用可能な追加規約に従うことを条件とするものとし
ます（これには、ユーザー生成コンテンツに関する作成および/あるいは利用を目的と
した機能（下記に定義されます）が含まれますが、これらに限定されないものとします。） 

 
C.他の個人等の権利 当該サービスを利用する際、お客様は、他の個人等ならびに SPE、更

に当社のソニー・グループ企業および関連会社等に関する知的財産および権利を尊重
しなければならないものとします。お客様によるコンテンツの不正利用は、他の個人等
の権利を侵害し、適用法令に違反する可能性があるとともに、民事責任ならびに刑事責
任に帰する可能性があるものとします。当該サービスを通じて、お客様の著作物が権利
侵害を受けているとお客様によって判断される場合、下記の条項 5 を参照していただ
くようにお願い致します。 

 

https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
https://stg.intl.sonypictures.com/ja/terms-of-use#section-5
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D.コンテンツならびにサービスに関して付与されない全ての権利の留保 本規約ならびに
一定の適用可能な追加規約等は、当該サービスならびにコンテンツを利用する権利、更に
当該サービスならびにコンテンツに対してアクセスする権利に関連した狭義的かつ限定
的な付与を含むに過ぎないものとします。お客様に対して明示的に付与されていない全
ての権利は、SPE およびそのライセンサー、更に他の第三者等によって留保されるもの
とします。いかなる目的のためであっても、何らかのコンテンツあるいは当該サービスに
関する不正利用は、一切禁止されるものとします。 

 
お客様によって提供されるコンテンツ 
A.ユーザー生成コンテンツ 
i.総則 現在あるいは将来において、SPEは、メッセージ、テキスト、イラスト、ファイル、
画像、グラフィックス、写真、コメント、対応、音響、音楽、ビデオ、情報、コンテンツ、
格付け、評価、データ、質問、示唆、個人データまたは他の情報もしくは資料、更にこれ
らに含まれた考案など（ここにおいて含まれる SPE のライセンスを付与された要因を除
き、「ユーザー生成コンテンツ」または「UGC」と呼称します）、上記の事項を作成する、
構築する、掲載する、アップロードする、表示する、公表する、配信する、送信する、放
映する機会、または他の方法によって当該サービス上で利用可能にする機会、あるいは当
該サービスを通じて提供する機会、もしくは第三者のプラットフォーム上で、または一定
のメディアあるいは方法による当社の販売促進あるいはマーケティング・キャンペーン
に関連して、当社のページもしくは掲載に反応して、またはこれらに対応して提供する機
会、もしくは他の方法で当社に対して提供する機会を当該サービスのユーザー等に対し
て提供することができるものとします（事例として、当社のフェイスブックまたは他のソ
ーシャルメディアページにおいて、または当社のツイッターに対応して、懸賞、コンテス
トを通じて、あるいは郵便による）（以下「提供」といいます）。お客様は、お客様のプロ
フィール、フォーラム、ブログ、メッセージボード、ソーシャル・ネットワーキングの環
境、コンテンツ作成ツール、ゲームプレイ、ソーシャル・コミュニティー、当社への連絡
ツール、電子メール、更に他の連絡機能を通じて、かかるUGC を提供することができる
ものとします。本規約において、お客様によって付与される権利およびライセンスの範囲
を除いて、更に一定の適用可能な追加規約に従い、お客様は、下記のようにライセンスが
付与される範囲を除き、お客様のUGCにおいてお客様が保有している全ての法律上の権
利、権原ならびに権益に対して責任を負うとともに、これらを留保するものとします。こ
れらの状況下において開示される、もしくは利用可能とされる何らかのコンテンツは、マ
ーケティング目的のために、および/あるいはサービス、製品ならびにマーケティングの
向上を目的として、SPE によって処理される可能性があることについて注意していただ
くようにお願い致します。 

ii.お客様によるユーザー生成コンテンツに関する非機密性 当該サービスによって掲載さ
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れるプライバシーならびにクッキーに関する方針あるいは一定の適用可能な追加規約の
中で明記される場合を除き、お客様は、下記の事項について合意するものとします。すな
わち、（A）適用法令によって許可される最大限の範囲において、お客様のUGC は、お客
様が「機密性」、「専有性」もしくは同様の事項として表示するかどうかにかかわらず、当
社によって非機密性あるいは非専有性として取り扱われるとともに、返却されないもの
とします。これに加えて、（b）適用法令によって禁止されない最大限の範囲において、SPE
は、お客様のUGC に関連して、お客様あるいは第三者に対していかなる種類の責任も負
担しないものとします。要請に従い、お客様は、かかるコンテンツに対する権利を認証す
るために、更に本規約もしくは一定の適用可能な追加規約に対するお客様の準拠を確認
するために必要な文書を提供するものとします。お客様は、インターネットならびに携帯
機器による通信が安全ではない可能性があるとともに、セキュリティーの侵害を受ける
可能性があることについて承認するものとします。従って、お客様は、お客様のUGCが
お客様自身の危険負担を伴って提供されることについて承認し、合意するものとします。 

 
お客様による SPE との連絡において、当社は、製品もしくはサービス等に対する何らかの
依頼に基づかないアイディアまたは資料を求めることはなく、製品もしくはサービス等に
対して示唆される改善等についても依頼しないことについて注意していただくようにお願
い致します。これには、音楽、ウェブサイト、アプリケーション、書籍、スクリプト、脚本、
動画、テレビ番組、演劇作品、ソフトウェア等を目的とした考案、構想、発明または設計等
が含まれますが、これらに限定されないものとします（以下「依頼に基づかないアイディア
および資料」と総称します。）。お客様によって提示される何らかの当社の依頼に基づかない
アイディアおよび資料は、UGCとして見なされるとともに、下記に規定されるように当社
に対してライセンスが付与されるものとします。これに加えて、SPE は、当社の依頼に基づ
かないアイディアおよび資料に関連して、一般大衆の人々によって保有される全ての権利
を留保するものとします。当社の依頼に基づかないアイディアおよび資料に対する SPE の
受領は、かかる新規性、優先性あるいは独自性に対する SPE による容認ではないものとし
ます。これに加えて、SPE による受領は、当社の依頼に基づかないアイディアおよび資料に
関連した既存もしくは将来の知的財産権を主張する SPE の権利を阻害しないものとします。 
 
iii.お客様の UGC に関連した SPE に対するライセンス プライバシーならびにクッキーに
関する方針、更にお客様のUGCの提示を特に統制する一定の適用可能な追加規約等（販
売促進に関する公式の規則等）の中で別段に規定される場合を除き、適用法令によって許
可される最大限の範囲において、お客様は、これにより、あらゆる形式において、更に現
在において認識される、もしくは将来において開発される何らかの手段あるいは媒体上
で、もしくはかかる手段あるいは媒体を通じて、および現在において認識される、もしく
は将来において開発される何らかの科学技術またはデバイスを伴い、あらゆる目的のた
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めに、お客様のUGC の全部あるいは一部（ならびにその派生的著作物）を利用する、コ
ピーする、記録する、配信する、複製する、開示する、販売する、転売する、賃貸する、
賃借する、サブライセンスする（複数のレベルを通じて）、表示する、公的に履行する、
送信する、掲載する、放映する、翻訳する、翻案する、その派生的著作物を作成する、更
に他の点であらゆる方法によって利用する、および活用するために、更に上記の事項を宣
伝する、市場売買する、更に販売促進するために（かかる権利が、永続的なライセンスが
付与されない領域において、99 年間に亘り存続することが合意されているものとしま
す。）、非独占的、譲渡可能、無制限、無条件、絶対的、世界的、撤回不可、永続的、サブ
ライセンス可能、かつ著作権使用料がない権利およびライセンスを SPE ならびにそのソ
ニー・グループ企業および関連会社等に対して与えるものとします。制限なしで、本件の
付与される権利は、（a）かかるUGCを構成する、ホストする、その索引を付ける、キャ
ッシュに格納する、保存する、保管する、デジタル化する、圧縮する、最適化する、修正
する、再フォーマット化する、編集する、翻案する、検索可能なフォーマットで掲載する、
更に除外する権利、およびかかるUGCを他の情報資料と組み合わせる権利を含むものと
します。更に、（b）何らかの目的のために、一定のUGCの中に含まれる一定の考案、構
想、専門的知識もしくは科学技術を利用する権利を含むものとします。これには、製品お
よび/あるいはサービスの開発、製造、更にマーケティング等が含まれるものとします。
更に、お客様は、下記の事項について把握するものとします。すなわち、適用法令によっ
て許可される最大限の範囲において、かかる権利の行使の際、メタデータ、通知ならびに
コンテンツは、除外もしくは修正される可能性があるものとします。これには、著作権の
管理情報が含まれるものとします。更に、お客様は、お客様が上記の事項を履行する全て
の必要な権限を有するについて合意し、表明ならびに保証するものとします。お客様がお
客様の UGC を SPE に対して与える権利等ならびにライセンスに対して更なる効力を生
じるために、本件のプライバシーならびにクッキーに関する方針に従い、更に適用法令に
よって許可される最大限の範囲において、お客様は、お客様に対しての何らかの債務また
は報酬なしで、お客様の名前、人格、更にUGC に関連した肖像を利用する、および活用
するために、無制限、永続的、譲渡可能、撤回不可能な権利を SPE（および当社のソニ
ー・グループ企業ならびに関連会社等）に対して付与するとともに、SPE（および当社の
ソニー・グループ企業ならびに関連会社等）に対して付与することについて合意するもの
とします（かかる権利が、永続的なライセンスが付与されない領域において、99 年間に
亘り存続することが合意されているものとします。）。適用法令によって許可される最大
限の範囲において、お客様は、これにより、お客様に対して合意されない方法によって修
正あるいは変更される場合であっても、一定のUGC においてお客様が保有することがで
きる何らかの著作者人格権もしくは類似した権利あるいは同等の権利（著作者として確
定される何らかの適用可能な権利、誹謗中傷の取扱いに対して異議を唱える権利、不当に
責任を課されない権利、UGC が一般大衆に対してアクセス可能となるべきである時期に
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ついて決定する権利、または一定のUGC の翻案または修正に対して異議を唱える権利等
が含まれますが、これらに限定されないものとします。）を放棄するとともに、放棄する
ことについて合意するものとします。権利放棄が不可能である限りにおいて、お客様は、
本件の付与される権利の行使を阻害する方法により、かかる権利（もしある場合）を行使
しないことについて撤回不可で合意するものとします。お客様は、下記の事項について把
握するものとします。すなわち、お客様は、条項 2.A（iii）の中で付与された一定の権利
のために、いかなる費用、金額、対価または報酬も受領しないものとします。 

 
iv.当社のサービスの管理を目的とした SPE の独占的権利 本件のプライバシーならびにク
ッキーに関する方針の中で別段に規定される場合を除き、あるいは適用法令による要請
に従い、SPE は、お客様の一定のUGC を審査する、監視する、表示する、投稿する、保
管する、維持する、受領する、もしくは他の方法で利用することができるものとします。
しかしながら、SPE は、これらに対して責任を負わないものとします。これに加えて、
SPE は、自己の裁量により、適用法令によって許可される最大限の範囲において、適切な
方法に従い、当社の UGCの管理に関連して、お客様あるいは第三者に対して通告を送付
することなく、もしくは責任を負うことなく、UGC を拒否する、削除する、移動する、
再フォーマット化する、除外することができる、もしくはUGC の掲載あるいは利用を拒
否することができるものとします。制限なしで、当社は、侮辱的、猥褻的、下劣的、扇情
的、卑劣的、暴力的、迷惑的、威嚇的または虐待的かつ違法であり、もしくは他の点で不
愉快かつ不適当である、あるいは上記のように当社によって判断されるような注目のコ
ンテンツに取り組むために、あるいは第三者等の権利もしくは本規約または適用可能な
追加規約を施行するために、上記の事項を履行することができるものとします。お客様あ
るいは他の個人等によって提示されるUGC は、一定の期間に亘り、当該サービス上で当
社によって維持される必要がないものとします。これに加えて、お客様は、本件のプライ
バシーならびにクッキーに関する方針の中で規定される場合を除き、UGCが提示される
際、当該サービス上で、あるいは他の方法で、かかるUGCに対してアクセスする、UGC
を保存する、維持する、変更する、除外する、もしくは他の方法で利用する権利を有さな
いものとします。SPEは、お客様のUGCに対するお客様の知的財産権を監視する、もし
くは強制する義務を負わないものとします。 

 
v.お客様の UGC に関連した保証等ならびに補償 お客様が何らかの UGC を提示する個別
的な場合において、お客様は下記の事項について常に保証するものとします。すなわち、
お客様は、少なくとも、お客様が居住している管轄地において成人であるとともに、保護
者または法定後見人である、もしくはお客様によって提示される何らかのUGC において
描写されている、あるいはUGCに対して貢献している未成年に関連して、保護者あるい
は法定後見人からの全ての妥当な同意を取得しているものとします。これに加えて、本件
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のUGCに関連して、（a）お客様は、本件の UGC に対する単独的な著作者であり、知的
財産ならびに他の権利の所有者である、もしくはお客様は、当該 UGCを提示する合法的
な権利を有するとともに、本規約および一定の適用可能な追加規約によって、お客様が付
与している当該UGCに対する権利を SPE（および当社のソニー・グループ企業ならびに
関連会社等）に対して付与する合法的な権利を有するものとします。但し、第三者による
合意を取得する SPE の義務は存在しないとともに、SPE の債務または義務を生じないも
のとします。（b）当該UGC は、正確であるものとします。（c）当該UGC は、本規約の
中で規定される SPE の許可される使用ならびに活用に関連して、第三者の知的財産ある
いは他の権利を侵害しないとともに、将来において侵害しないものとします。これに加え
て、（d）当該UGC は、本規約または一定の適用可能な追加規約に違反しない、あるいは
いかなる当事者に対しても損傷あるいは損害を生じないものとします。お客様は、お客様
のUGCから生ずる、あるいはUGC に関連して生ずる何らかの損失、債務、請求の恐れ、
もしくは実際の請求、要請、損害賠償、費用ならびに経費（合理的な弁護士費用が含まれ
るものとします。）から、もしくは上記の事項に対して SPEおよび当社のソニー・グルー
プ企業ならびに関連会社等および当社の各事業体、更にそれらの取締役、役員、代理人、
請負業者、パートナーならびに従業員等を抗弁し、補償するとともに、上記の当事者等が
損害を被らないように保護することについて合意するものとします。 

 
B.適切なコンテンツ、更に違反行為に関する当社への警告 当社は、当該UGC が一般視聴
者に対して適切であることについて想定するものとします。しかしながら、当社は、その
監視を履行する義務を負担しないものとします。これに加えて、お客様は、お客様が侮辱
的かつ不適切であると判断するようなコンテンツに潜在的に直面することについて合意
するものとします。当該UGC が当社によって認証あるいは承認されていないことについ
て注意していただくようにお願い致します。これに加えて、当社のサービスにおいて、他
のユーザー等が表現する個人的な見解等は、必ずしも当社の見解あるいは価値観に相当
するものではないものとします。当社は、追加規約として裁判地ならびにコンテンツに関
する規則を含むことができるものとします。お客様が、本規約もしくは一定の適用可能な
追加規約に違反している何らかのコンテンツを発見する場合、お客様は、その旨について
ここで報告することができるものとします。 

 
本件のサービスならびにコンテンツの利用に関する規制 
A.サービスの利用に関する規制 お客様は、下記の事項について合意するものとします。す
なわち、お客様は、（i）何らかの政治的かつ商業上の目的のために、当該サービスを利用
しないものとします（これには、広告宣伝、出資の勧誘、製品価格の集収や製品販売等が
含まれますが、これらに限定されないものとします。）。但し、お客様が、事業体である場
合を除くとともに、当社による事前の書面での同意を取得した場合を除くものとします。
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（ii）一定のメタタグもしくは知的財産を活用する他の「隠しテキスト」を利用しないも
のとします。（iii）当該サービスを通じて、あるいは当該サービスに関連して、一定の個
人もしくは事業体等に対して損害を与えることを試みる、もしくは実際に損害を与える
何らかの活動、あるいは違法、侮辱的、猥褻的、下劣的、扇情的、卑劣的、暴力的、威嚇
的、迷惑的または虐待的であるとともに、第三者の権利を侵害する、もしくは他の点で
SPE に対して好ましくない何らかの活動に従事しないものとします。（iv）適用法令によ
って禁止されない最大限の範囲において、あらゆる方法によって、当該サービスに関連し
た一定のソースコード、根本的な考案、根本的なユーザーインターフェース技術もしくは
当該サービスのアルゴリズムを逆コンパイルしない、逆アセンブルしない、リバースエン
ジニアしない、もしくは上記の再構成、特定または検出を試みない、もしくは何らかのサ
ービスのソースコードあるいはオブジェクトコード、またはソフトウェアあるいは他の
製品、サービス、もしくは当該サービスの一部を通じてアクセス可能である処理プロセス
を修正しないものとします。（v）当該サービスに対するユーザーのアクセス、もしくは当
該サービスについての適切な運営を阻害する何らかの活動に従事しない、あるいは他の
点で当該サービス、SPE（あるいは当社のグループ企業もしくは関連会社等）、または当
該サービスの他のユーザー等に対して損害を生ずる何らかの活動に従事しないものとし
ます。（vi）当該サービスに関する何らかのセキュリティー機能（何らかのデジタル著作
権管理（DRM）の仕組み、デバイスまたは他のコンテンツの保護あるいはアクセス管理
措置等が含まれるものとします。）を阻止しない、あるいは阻害しない、もしくは当該サ
ービス、当該コンテンツまたは当該UGC の利用もしくはこれらに対するアクセスを制限
する、もしくは制限を適用する何らかの機能を阻止しない、あるいは阻害しないものとし
ます。（vii）何らかの情報（かかるユーザー等による明示的な合意なしで、電子メールア
ドレスなど、当該サービスの他のユーザー等に関する個人データを含むものとします。）
を採集しない、もしくは他の方法で収集しない、あるいは保管しないものとします。（viii）
パスワードの検索または他の手段を通じて、当該サービスへの不正侵入を試みない、当該
サービスに関連した他のコンピューター・システムもしくはネットワークへの不正侵入
を試みないものとします。もしくは、（ix）他の方法で、本規約もしくは一定の適用可能な
追加規約に違反しないものとします。 

 
B.コンテンツの利用に関する制限 お客様は、下記の事項について合意するものとします。
すなわち、当該サービスを利用する際、お客様は、（i）何らかの種類による一定のロボッ
ト、ローバー、「ボット」、スパイダー、スクレーパー、クローラー、スパイウエア、エン
ジン、デバイス、ソフトウェア、抽出ツールまたは他の自動デバイス、ユーティリティあ
るいは手動プロセスを利用することにより、当該サービス上のコンテンツ（標準的な検索
エンジンによる活動あるいは標準的なブラウザーの利用の結果である場合を除くものと
します）を監視しない、収集しない、コピーしない、あるいは配信しないものとします。
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（ii）かかるコンテンツを構成しない、あるいはかかるコンテンツを取り囲むために、フ
レーミング技術を活用しないものとします（これには、何らかの画像、テキストあるいは
ページの配置が含まれるものとします）。（iii）かかるコンテンツに含まれる全ての登録商
標、著作権、更に他の知的財産の通告を維持するものとします。（iv）当社あるいは当社
のライセンサーの製品、サービスあるいはブランドに対する不正な関連性が示唆されて
いる方法により、かかるコンテンツを利用しないものとします。（v）かかるコンテンツに
対して何らかの修正を加えないものとします。（該当する場合、SPEのライセンスが付与
される要因に関して、特別に許可されるお客様の利用の範囲を除くものとします。）（vi）
いかなる方法によっても、本規約もしくは一定の適用可能な追加規約によって特別に許
可される場合を除き、もしくは SPEの役員による事前の書面での同意を伴う場合を除き、
もしくはライセンサーからのコンテンツの場合、当該コンテンツの所有者による事前の
書面での同意を伴う場合を除き、あらゆる目的のために、かかるコンテンツをコピーしな
い、修正しない、複製しない、保存しない、販売しない、賃貸しない、賃借しない、交換
しない、かかるコンテンツからの派生著作物を作成しない、ハードコピーまたは電子的な
手段により公開しない、公的に履行しない、表示しない、拡大しない、配信しない、放映
しない、再送信しない、拡散しない、もしくは第三者に対して譲渡しない、または第三者
のアプリケーションまたはウェブサイト上で譲渡しない、もしくは他の方法で利用しな
い、または活用しないものとします。更に、（vii）一定のユーザーの経験に対して悪影響
を及ぼす方法により、かかるコンテンツを操作するために、何らかのコードまたは製品を
挿入しないものとします。 

 
C.サービスならびにコンテンツに関する利用可能性 適用法令によって許可される最大限
の範囲において、SPE は、自己の裁量により、事前通知をすることなく、あるいは義務を
負担することなく、何らかの理由のために、全部または一部について、当該サービスおよ
び/あるいはコンテンツ（更に、それらの要因ならびに機能）の利用可能性を即時に停止
することができる、または終了することができるものとします。 

 
アカウントの作成 
A.お客様が当社に登録する場合、あるいはアカウントを作成する場合、お客様は、お客様の
アクセスの信用性に関するセキュリティーならびに機密保持に対して単独的に責任なら
びに義務を負担するとともに、お客様によるデバイスに対するアクセスの制限に対して
単独的に責任ならびに義務を負担し、お客様のアカウントに基づいた全ての活動に対し
て単独的に責任ならびに義務を負担するものとします。但し、お客様が、かかる利用が詐
欺行為であることを立証することができる場合を除くものとします。登録されたアカウ
ントは、個人、すなわち、お客様の居住国において少なくとも成人の年齢であるが、18歳
以上である個人によって開設されるに過ぎない場合があるものとします。パスワードは、
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個人用でなければならず、お客様は、一定の個人あるいは事業体の権利を侵害していない、
あるいは不快感を生じない独自のユーザーネーム（あるいは電子メールアドレス）を有さ
なければならないものとします。当社は、当社の裁量により、何らかの理由のために、一
定のパスワード、ユーザーネームまたは電子メールアドレスの利用を拒否することがで
きるものとします。お客様は、お客様の登録情報、更にかかる情報の更新ならびに維持に
対して単独的に責任を負うものとします。お客様は、お客様のアカウント、パスワードま
たはユーザーネームに関する何らかの不正利用、あるいは他のセキュリティーの侵害が
生ずる場合、ここをクリックすることにより、即時に当社に対してその旨を通告しなけれ
ばならないものとします。お客様は、お客様のアカウントもしくはアカウントの権利を販
売しない、譲渡しない、あるいは移転しないものとします。当社による合理的な見解に従
い、お客様が本規約の規定に準拠していないと判断される場合、当社は、あらゆる時点に
おいて、あらゆるアカウントおよび/あるいはパスワードを無効にする権利を有するもの
とします。 

 
B.アカウントは、当該アカウントの対象である個人の正式な代理人によって開設されるに
過ぎない場合があるものとします。当社は、信頼性を目的として、アカウントを審査しな
いとともに、当該サービス上で生ずる可能性がある何らかの不正アカウントに対して責
任を負わないものとします。アカウントの作成もしくは信頼性に関連した何らかの争議
のために、当社は、通告を送付することなく、当社によって妥当であると判断されるよう
な争議を解決する単独的な権利を有するものとしますが、かかる争議を解決する責任を
負わないものとします。 

 
著作権侵害容疑に対する訴訟手続き 
A.お客様が、著作権者であり、当該サービス上で掲載され、権利侵害を犯しているとともに、
当該サービスからの除外を希望しているコンテンツあるいは情報資料を特定するために、
当社に対する通告の送付を希望している場合、お客様は、ここでの指示に従うことにより、
当社に対してかかる通告を提出することができるものとします。 

 
通告、質問ならびに顧客サービス 
A.お客様は、下記の事項について合意するものとします。すなわち、当社は、お客様に対し
て通告を送付することができる、あるいは他の点で郵便によってお客様に対応すること
ができる、または電子メールを通じてお客様に対して対応することができる（当社のファ
イルの中に電子メールアドレスが保存されている場合）、もしくは当社によって合理的に
選択される方法に従って対応することができるものとします。 

 
B.当社に対する全ての法的通知は、書面により、ここに記載されている関連したソニー・ピ

https://intl.sonypictures.com/ja/terms-of-use#copyright
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クチャーズの事業体に対して送付されなければならないものとします。 
 
C.お客様が当該サービスに関して何らかの質問を有する場合、お客様は、ここをクリックす
ることにより、更に用紙に記入することにより、SPE の顧客サポートに対して連絡を取
ることができるものとします。お客様は、顧客サービスの従業員が、当該規約あるいは適
用可能な追加規約を変更することができない、もしくは放棄することができないことに
ついて承認するものとします。 

 
第三者のサービス、広告、第三者等との取引 
A.第三者のコンテンツならびにサイト、 広告 当該サービスは、第三者のプラグイン、ア
プリケーション、広告、ツールおよび/あるいは他のコンテンツ、および/あるいは第三者
のウェブサイトに対するリンク等、または SPE（または当社のグループ企業あるいは関
連会社等）によって所有されていない、支配されていない、もしくは運営されていない他
のサービスを含むことができるものとします。これには、広告主、ライセンサー、ライセ
ンシー、更に SPE と商取引関係を有する可能性がある他の一定の第三者等によって運営
されるサービス等が含まれるものとします（以下「第三者のサービス」と総称します）。
当社は、第三者のサービス上で当社のコンテンツ、アプリケーション、更にツールをホス
トすることができるものとします。SPE は、第三者のサービスに関するコンテンツ、運
営、方針、契約条件または他の要因等に対して支配権を有さないとともに、それらを審査
する義務を負担しないものとします。SPE は、何らかの第三者のサービスあるいは第三
者のコンテンツ、広告、情報、資料、製品、サービスまたは他の項目を必ずしも審査しな
い、保証しない、承認しない、または上記の事項に対して出資しないものとします。これ
に加えて、SPEは、かかる第三者のサービスによって提供される、アクセスされる、取得
される、またはかかる第三者のサービス上で宣伝される製品またはサービスの品質もし
くは引渡しに対して一切責任を負担しないものとします。 

 
適用法令によって許可される最大限の範囲において、SPE ならびに当社のソニー・グル
ープ企業および関連会社等は、いかなる状況であっても、過失、契約違反、名誉毀損、著
作権の侵害または他の知的財産権の侵害から生ずるかどうかにかかわらず、これらの第
三者のサービスの範囲内に含まれる何らかの情報またはコンテンツに関連した提示、配
信あるいは活用によって引きこされる逸失利益、事業の喪失、事業中断または商機の喪失、
直接的、間接的、付随的あるいは特別な損失、損傷（人身傷害あるいは死亡等が含まれま
す）、請求、債務または他の損害に対して責任を負わないものとします。 

 
第三者のサービスに関連して、お客様が従事している何らかの活動は、第三者のサービス
に関する個別的な規約に従うものとします。これには、かかる活動に従事する以前におい

https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
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て、お客様が把握しなければならないプライバシーに関する方針、利用規約等が含まれる
ものとします。 

 
A.アップルならびに他のプラットフォームおよびデバイス等 お客様が、アップル、アン
ドロイド、グーグル、マイクロソフト・ウインドウズもしくは他の第三者のプラットフ
ォームあるいはサービス等を通じて、当該サービスにアクセスしている場合、もしくは
当該サービスを利用している場合、本件の第三者のサービスの規約ならびに方針は、か
かるアクセスおよび利用に対して適用されるものとします。 

 
B.第三者等との取引 第三者等に関連してお客様が有しているとともに、当該サービス
上で、もしくは当該サービスを通じて見出される何らかの交流、連絡、商取引または取
引（これには、第三者のサービスあるいは広告の上で、またはこれらを通じた事項が含
まれます）は、お客様ならびに第三者（第三者の広告に関連したコンテンツ、支払い、
商品の引渡し、保証（製品の保証を含みます）、プライバシーならびにデータ・セキュ
リティーなどに関連した問題等を含みます）の間で単独的に実施されるものとします。
SPE ならびに当社のソニー・グループ企業および関連会社等は、これに関連した全て
の債務を放棄するものとします。 

 
当社の責任の制限 
A.本規約におけるいかなる規定であっても、下記の事項のために、当社の責任を免除しない、
あるいは制限しないものとします。すなわち： 

i.当社の過失によって引き起こされた死亡あるいは人身傷害 
ii.詐欺行為あるいは詐欺的な虚偽表示、更に 
iii.当社が当社の責任を免除する、あるいは制限することが違法である場合に関連した
何らかの問題 

 
B.当該サービス上におけるコンテンツは、一般的な情報のために提供されるに過ぎないも
のとします。かかるコンテンツは、お客様が依存しなければならないアドバイスに相当す
ることを意図していないものとします。お客様は、当社のサービス上のコンテンツに基づ
いた何らかの行動を行う以前において、もしくは何らかの行動を阻止する以前において、
専門家あるいは専門職のアドバイスを取得しなければならないものとします。当社は、当
社のサービス上の情報を更新するために、合理的な努力を尽くすものとします。しかしな
がら、明示的あるいは黙示的であるかどうかにかかわらず、当該サービス上のコンテンツ
が正確、完全かつ最新情報であることについて表明、保証、保証等を行わないものとしま
す。 

 

https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
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i.お客様が消費者である場合： 
1.本規約におけるいかなる規定であっても、お客様の制定法上あるいは他の適用可能な合法
的かつ契約上の権利に対して影響を及ぼさないものとします。お客様の制定法上の権利
（保証ならびに製品の保証が含まれますが、これらに限定されないものとします）に関す
るアドバイスは、現地の市民相談協会、取引基準局または同等の当地に所在する消費者保
護機関から取得されるものとします。更に 

2.当社は、国内ならびに個人的な利用目的のために当該サービスを供給するに過ぎないもの
とします。お客様は、何らかの商業上もしくは業務上の目的のために、当該サービスまた
は一定のコンテンツを利用しないことについて合意するものとします。更に、適用法令に
よって許可される最大限の範囲において、当社は、何らかの逸失利益、事業の喪失、事業
中断または商機の喪失のために、お客様に対して責任を負わないものとします。 

 
ii.お客様が事業体である場合、当社は、いかなる状況であっても、契約、不法行為（過失を
含む）、重過失、制定法上の義務違反等によるかどうかにかかわらず、あるいは、他の点
で本規約に基づいて生ずる、もしくは本規約に関連して生ずるかどうかにかかわらず、（a）
何らかの収益、売上高、事業または収入の喪失、（b）データ、情報もしくはソフトウェア
の紛失もしくは破損、（c）商機の喪失、（d）推定される預金の喪失、または（e）営業権
の喪失、あるいは（f）あらゆる間接的もしくは派生的な損失のために（個別的な場合に
おいて、法律によって最大限に許可される範囲であるものとします。）、お客様に対して責
任を一切負わないものとします。 

 
C.条項 8Aに従い、適用法令によって許可される最大限の範囲において、あらゆる当社の作
為、不作為（過失を含む）、制定法上の義務違反または保証違反に関連して（契約、不法
行為（過失を含む）によるかどうかにかかわらず、あるいは予見可能であるかどうかにか
かわらず）（当社の役員、従業員、代理人、請負業者、下請業者、グループ企業または関
連会社等による上記の行為が含まれます）、本規約および/あるいは当該サービスに基づ
いた、および/あるいは本規約および/あるいは当該サービスに関連した当社が負う損害賠
償額の上限額は、再び当該サービスを供給する費用、または再びサービスが供給される合
理的な費用の支払金に対して限定されるものとします。しかしながら、いかなる場合であ
っても、上記の上限額は、100 ドル（$100）または他の通貨での同額を上回らないものと
します。 

 
D.本規約の中に含まれるサービスならびにコンテンツは、「現状ありのままの状態」に基づ
いて提供されるものとします。SPE ならびに当社のソニー・グループ企業および関連会
社等は、明示的または黙示的であるかどうかにかかわらず、もしくは当該サービスまたは
コンテンツに関連して、制定法、コモンロー、慣習法または通商、慣習等によって引き起

https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
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こされるあらゆる種類の表明、保証、条件、規約、確約ならびに義務を行わないとともに、
規定しない、負担しないものとします。SPE ならびに当社のソニー・グループ企業および
関連会社等は、適用法令に基づいて許可される最大限の範囲において、明示的または黙示
的であるかどうかにかかわらず、もしくは制定法、コモンロー、慣習法または通商、慣習
等によって引き起こされる全ての表明、保証、条件、規約、確約ならびに義務を放棄する
ものとします。これには、市場性、更に特定の目的に対する適合性が含まれますが、これ
らに限定されないものとします。当該サービスにアクセスすることにより、あるいは当該
サービスを利用することにより、もしくはかかるアクセスまたは利用を試みることによ
り、お客様は、下記の事項について明示的に承認するものとします。すなわち、SPE なら
びに当社のソニー・グループ企業および関連会社等は、当該コンテンツに関する保証、表
明を行わない、あるいは条件を規定しないものとします。これには、最新性、正確性ある
いは完全性等が含まれますが、これらに限定されないものとします。これに加えて、（ii）
当該サービスのユーザーに対するサービスとして、SPE ならびに当社のソニー・グルー
プ企業ならびに関連会社等は、第三者のウェブサイトに対するリンクを含むものとしま
す。但し、かかる第三者のウェブサイトに関して、当社は一切の支配権を有さないものと
します。SPEおよび当社のソニー・グループ企業ならびに関連会社等は、かかる第三者の
ウェブサイトに関連した製品、サービス、コンテンツもしくはコンテンツの妥当性に関し
て、いかなる種類の保証または表明も提供しないものとします。これに加えて、本規約に
より、お客様は、かかる第三者のウェブサイトに関連して、SPE ならびに当社のソニー・
グループ企業および関連会社等に対する請求権を撤回不可で放棄するものとします。 

 
E.当該サービス上において、または当該サービスの範囲内において特別に規定される場合を
除き、更に適用法令によって許可される範囲において、SPE ならびに当社のソニー・グル
ープ企業および関連会社等、または当社の個別的な取締役、従業員あるいは他の代理人等
は、当該サービスの利用もしくはハイパーリンクのウェブサイトの利用から生ずる、もし
くはこれらに関連して生ずる損害賠償に対して責任を負わないものとします。これは、あ
らゆる種類の損害賠償に対して適用される包括的な債務の制限であるものとします。か
かる損害賠償には、補償的、直接的、間接的または派生的損害賠償、データ、収入、収益
の喪失、第三者等の財産ならびに債権の喪失あるいは損害等が含まれますが、（これらに
限定されないものとします。） 

 
準拠法および裁判管轄 
本規約は、現地の法律によって禁止されるような場合を除き、カリフォルニア州の法律に準
拠するものとします。これは、当該サービスに対するお客様のアクセスならびに利用に関連
して、更に、何らかの争議、または何らかの争議から生ずる、あるいは争議に関連して生ず
る請求権を目的として、当該適用法令によって禁止されるような場合を除き、カリフォルニ

https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
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ア州の法律が適用されることを意味するものとします。これに加えて、お客様は、人的裁判
権に対して合意するとともに、お客様の居住国の不便な裁判地に関して、更に下記の条項 10
に従い、何らかの異議申し立てを放棄するものとします。本件の契約当事者等は、お客様が
居住している国家における法律の強制的な適用規定に対して従うことについて合意するも
のとします。本規約におけるいかなる規定であっても、かかる現地の法律における強制的な
規定に従う消費者としてのお客様の権利に対して一切影響を及ぼさないものとします。 
 
争議ならびに争議に関する解決 
A.本規約、かかる施行、仲裁可能性または解釈から生ずる、もしくはこれらに関連して生ず
る何らかの論争あるいは申立ては、カリフォルニア州の民事訴訟法第1280条以下に従い、
単独の仲裁人の下で、カリフォルニア州のロサンゼルス郡において行われるために、終局
的かつ拘束力を有する仲裁裁判に対して提起されるものとします。但し、お客様の居住国
の裁判管轄の適用法令によって禁止される場合を除くものとします。かかる場合、かかる
仲裁裁判は、お客様の居住国において行われるものとします。本件の仲裁人は、本件の契
約当事者等の双務契約によって選任される、あるいは、本件の契約当事者等が合意に達し
ない場合、JAMS（司法的仲裁および調停サービス）によって提供される仲裁人のリスト
から除外されるものとします。本件の仲裁裁判は、機密の訴訟手続きであり、一般大衆に
対して公開されていないものとします。当該仲裁人は、書面での見解を与えるとともに、
かかる書面には、当該仲裁人による裁定が基盤としている不可欠な事実認定および結論
が記載されるものとします。本件の契約当事者等は、当該仲裁人の費用、更に仲裁裁判の
費用および仲裁裁判の審理に対して特有である他の費用の支払金を平等に分担するもの
とします（各当事者側は、当事者自身の宣誓証言、証人、専門家、更に弁護士費用、およ
び訴訟事件が裁判所で審理されたような場合と同様の他の費用に対して債務を負うこと
について認識します。）。この条項におけるいかなる規定であっても、あらゆる時点におい
て、裁判所から差止命令による救済あるいはエクイティ上の救済を要求するいずれかの
当事者の能力に対して影響を与えないものとします。但し、かかる救済が、本規約におけ
る他の規定によって除外されない場合を条件とします。本件の条項 10（A）が、無効であ
る、あるいは執行不可能であると判示される場合、あらゆる申立ては、何らかの準拠法選
択の原則または抵触法の原則に関係なく、仲裁裁判ではなく、条項 9 に従い、妥当な裁判
所の訴訟手続きを通じて審理が行われなければならないとともに、判決が下されなけれ
ばならないものとします。 

 
B.差止命令による救済に関する制限 適用法令によって許可されるように、お客様が、当該
サービスの利用に関連して、何らかの損失、損害賠償あるいは損傷を受けたことについて
申し立てる場合、本件の損失、損害賠償、更に損傷は、回復不可能であると見なされない、
もしくは何らかの種類の差止命令による救済あるいは他のエクイティ上の救済を付与さ

https://stg.intl.sonypictures.com/en/terms-of-use#section-10
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れるために十分であると見なされないものとします。これは、お客様の申立てに関連して、
お客様が下記の事項について合意することを意味するものとします。すなわち、お客様は、
一定の裁判もしくは他の訴訟を要求しないとともに、その取得を許可されないものとし
ます。かかる裁判または他の訴訟は、SPE の当事者もしくは SPE の当事者のライセンサ
ーによって所有される、ライセンスが付与される、使用される、あるいは管理される何ら
かのウェブサイト、アプリケーション、コンテンツ、UGC、製品、サービスもしくは知
的財産（お客様のライセンスが付与されたUGCを含みます）の開発、利用あるいは活用
を阻害することができる、あるいは阻止することができるものとします。前記の一般性に
対して制限を加えることなく、お客様は、本規約により、SPE、その親会社、子会社なら
びに関連会社等に関連した何らかの動画、作品または事業計画に関する製作、配信、公開
または他の活用、もしくはかかる動画、作品または事業計画に関連した何らかの宣伝の利
用、公開もしくは拡散に関連して、差止命令による救済あるいは他のエクイティ上の救済
もしくは命令を要求する、および/あるいは取得する何らかの権利あるいは救済措置、お
よび/あるいは上記の事項を禁止する、制限する、あるいは他の方法で阻止する何らかの
権利あるいは救済措置を撤回不可で放棄するものとします。しかしながら、お客様は、公
的な差止命令による救済に対する仲裁的な申立てを拒否することができるものとします。
お客様がこのように選択する場合、お客様ならびに SPE は、公的な差止命令による救済
の申立てに関する仲裁裁判に参加するように、他方の当事者に対して要請することがで
きないものとします。これに加えて、お客様は、司法管轄権を有する裁判所において、か
かる訴訟を提起するお客様の権利を留保するものとします。拒否を目的として、お客様は、
お客様が最初に仲裁裁判の規定に従った当日から 30 日以内において、当社に対してその
趣旨について書面で通告しなければならないとともに、お客様の氏名、居住の住所、お客
様の電子メールアドレス、更にお客様が公的な差止命令による救済に関して仲裁裁判を
拒否することについて希望する旨が明確に記載された声明を含まなければならないもの
とします。かかる拒否に関する何らかの要請書は、下記の住所に送付されなければならな
いものとします。すなわち：住所：Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West 
Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A.（宛名：EVP Global Litigation 
– Claims（エグゼクティブ・バイス・プレジデントに関する国際訴訟‐申立て））本件の
条項による制限が救済に対する特別な申立てに関して執行不可能であるという決定が裁
判所もしくは仲裁人によって下される場合、かかる申立て（更に、唯一の申立て）は、当
該仲裁裁判から分離されなければならないとともに、条項 10（A）に従い、裁判所に対し
て提起可能であるものとします。 

 
C.集団代表訴訟に関する権利放棄 お客様ならびに SPE の両当事者は、集団代表訴訟、合
併訴訟、代表訴訟、集団訴訟あるいは市民側代理人訴訟として、何らかの争議を提起する
権利を放棄するものとします。これには、カリフォルニア州の消費者プライバシー法、電



21 
 

話消費者保護法、ビデオプライバシー保護法、児童オンラインプライバシー保護法または
お客様の居住国における類似した適用法令に基づいた訴訟等が含まれますが、これらに
限定されないものとします。または、お客様ならびに SPE の両当事者は、他の当事者等
によって提起される一定の争議に関連して、集団代表訴訟、合併訴訟、代表訴訟、集団訴
訟あるいは市民側代理人訴訟に参加する権利を放棄するものとします。JAMS（司法的仲
裁および調停サービス）に関する一般仲裁裁判規則ならびに手続きの中で反対の趣旨が
規定されるにもかかわらず、当該仲裁人は、集団代表訴訟、合併訴訟、代表訴訟、集団訴
訟あるいは市民側代理人訴訟として、本件の仲裁裁判を審理する権限あるいは一定の司
法管轄権を有さない、もしくは異なる当事者等による争議を 1 つの訴訟手続きに対して
合併する、併合する、あるいは組み合わせる権限あるいは一定の司法管轄権を有さないも
のとします。上記に定められる仲裁裁判に関する規定にもかかわらず、条項 10 における 
集団代表訴訟、合併訴訟、代表訴訟、集団訴訟ならびに市民側代理人訴訟に関連した申立
ての放棄に関連した規定が、無効である、あるいは他の点で施行不可能であると判断され
る場合、かかる集団代表訴訟、合併訴訟、代表訴訟、集団訴訟あるいは市民側代理人訴訟
に関連した申立ては、仲裁裁判ではなく、条項 9 に従い、適切な裁判所の訴訟手続きを
通じて審理が行われ、判決が下されなければならないものとします。 

 
D.申立てを提起する制限期間 適用可能な法律によって許可される最大限の範囲において、
更にお客様の裁判管轄における法律が長期間に亘る適用可能な期間について規定してい
ない限り、更にお客様または当社が、他方の当事者に対して一般的な争議を主張すること
について希望する場合（但し、知的財産に関する争議ではないものとします。）、お客様あ
るいは当社は、当該争議が発生してから 1 年以内において申立てを提起しなければなら
ないものとします。但し、かかる期間内に申立てが提起されない場合、本件の申立ては永
続的に提起されないものとします。 

 
規約に対する更新 
お客様が当該サービスを利用する場合、常に掲載された規約ならびに一定の適用可能な追
加規約を必ず検討していただくようにお願い致します（少なくとも、各商取引または提示の
以前）。適用法令ならびに判例法、もしくは市場の状況における変更を理由として、あるい
は当該サービスのより良い機能を確保するために、当社は、本規約を修正することができる
ものとします（これに関しては、事例に限定されます）。当社は、当該サービス上で、ある
いは電子メールを通じて（あるいは、当社によって選択される他の合理的な通告の方法によ
る）、新規約について掲載することにより、新規約についてお客様に通告するものとします。
これに加えて、かかる通告後における当該サービスの利用は、お客様による新しい利用なら
びに商取引を目的とした新規約に対する将来の契約を構成するものとします。何らかの新
規約もしくは追加規約は、当社によって掲載された時間において、あるいは新規約等の中で

https://intl.sonypictures.com/ja/terms-of-use#section-10
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特定される可能性がある以降の日付において、もしくはお客様に対する他の通告の中で特
定される可能性がある以降の日付において効力を生ずるものとします。新規約、修正された
規約あるいは追加規約に関連して、お客様に対して送付される何らかの通告が、裁判所もし
くは裁決機関によって不十分であると判示される場合、本件の以前の契約は、新しい契約の
作成について記載された十分な通告が送付されるまで、継続されるものとします。お客様は、
当該サービスの利用を停止することにより、何らかの新規約、修正された規約あるいは追加
規約を拒否することができるものとします。 
 
総則 
A.SPE による同意あるいは承認 SPE に対して同意または承認の権利を付与する、もしく
は「自己の裁量により」、権利の行使を SPEに対して許可する本規約あるいは一定の適用
可能な追加規約における何らかの規定に関連して、SPE は、適用法令によって許可され
る最大限の範囲において、単独的かつ絶対的な自由裁量権に従い、かかる権利を行使する
ことができるものとします。SPE の同意あるいは承認は、SPE の役員によって書面で署
名されない場合、SPE によって付与されなかったと見なされる可能性があるものとしま
す。 

B.補償 お客様は、本規約により、直接的あるいは間接的に、一定の SPE の当事者に対し
て行われる、または提起される何らかの請求、訴訟、法律訴訟、要請または訴訟手続きか
ら生ずる、もしくはこれらに関連している、あるいは本件の調査、抗弁あるいは和解のた
めに、その時点において、あるいは以降において発生するかどうかにかかわらず、（i）本
規約あるいは何らかの適用可能な追加規約に従った当社、当社の譲受人またはライセン
シー等によるお客様のUGC の利用、もしくは何らかの方法により、本規約に準拠しない
お客様のUGC の利用、（ii）本規約あるいは何らかの適用可能な追加規約の違反または違
反容疑に関連した当該サービスの利用、更に当該サービスに関連したお客様の活動、（iii）
本規約または何らかの適用可能な追加規約に関するお客様の違反または違反容疑、（iv）
お客様による当該サービスの利用に関連して、または当該サービスに関するお客様の活
動に関連して、何らかの法律、規則、規制、法典、制定法、条例、または一定の政府機関
あるいは準政府機関の命令に対するお客様の違反もしくは違反容疑、（v）お客様によって
提示されない場合であっても、お客様のデバイスを通じて送信されるとともに、一定の個
人または事業体に関する何らかの著作権、登録商標、企業秘密、特許権、パブリシティ、
プライバシーあるいは他の権利を侵害する、これらに違反する、もしくは悪用する情報ま
たは資料、（vi）お客様によって行われる何らかの虚偽表示、更に、（vii）お客様によって
当社に対して提示される情報に関して、SPEの当事者による利用（お客様のUGCを含み
ます）から生ずる、あるいは上記の事項に関連して生ずる全ての請求、損害賠償、損失、
費用、調査、債務、判決、罰金、刑罰、和解、利息ならびに費用（弁護士費用が含まれま
す）（前記の全ての事項は、「請求ならびに損失」と呼称します）から、あるいは上記の事
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項に対して SPE ならびにその直接的ならびに間接的な親会社、子会社、関連会社等（当
社のソニー・グループ企業が含まれます）、更にその個別的な従業員、取締役、構成 員、
部長、株主、代理人、売主、ライセンサー、ライセンシー、請負業者、顧客、相続人なら
びに譲受人等（以下、集合的に「SPE の当事者等」と総称し、個別的に「SPE の当事者」
と呼称します）を抗弁し（SPE によって要請を受ける場合）、補償する、更に、かかる当
事者等が損害を被らないように保護することについて合意するものとします。お客様は、
何らかの請求ならびに損失の抗弁において、SPE の当事者等によって完全に要請される
ように協力を行うものとします。上記の規定にもかかわらず、SPEの当事者等は、あらゆ
る請求ならびに損失を解決する、和解する、更に支払う独占的な権利を留保するものとし
ます。SPE の当事者等は、何らかの請求ならびに損失に関する独占的な抗弁ならびに支
配を負担する権利を留保するものとします。お客様は、個別的な場合において、SPE の当
事者の役員による事前の書面での同意なしで、何らかの請求ならびに損失について解決
しないものとします。 

 
C.サービスの運用、製品ならびにサービス等に関する利用可能性、国際的な争点 SPEは、
本規約ならびに追加規約が公示されている地域を除き、当該サービスが利用に対して妥
当である、あるいは利用可能であることについて表明しないものとします。お客様が他の
場所から当該サービスを利用する場合、お客様は、お客様自身の主導権に従い、当該サー
ビスを利用するとともに、お客様のオンライン活動ならびに受諾可能なコンテンツに関
連して、適用可能な現地の法律に準拠する責任を負うものとします。但し、現地の法律が
適用される場合および範囲を条件とします。 

 
D.コンピューターウイルス 当社は、当社のサービスが安全であること、もしくはバグまた
はコンピューターウイルスを伴わないことについて保証しないものとします。お客様は、
お客様のデバイス、情報技術、コンピュータープログラム、更に当社のサービスにアクセ
スするプラットフォームを構成する責任を負うものとします。お客様は、お客様自身のコ
ンピューターウイルス対策ソフトウェアを利用しなければならないものとします。お客
様は、コンピューターウイルス、トロイの木馬、ワーム、ロジックボム、あるいは悪意的
であり、技術的に危害を及ぼす他の情報資料を意図的に導入することにより、当該サービ
スを悪用してはならないものとします。お客様は、当社のサービス、当社のサービスが保
管されているサーバー、あるいは当社のサービスに関連した何らかのサーバー、コンピュ
ーターまたはデータベースに対する不正侵入を試みてはならないものとします。お客様
は、DoS 攻撃により、あるいは DDoS 攻撃により、当社のサイトを攻撃してはならない
ものとします。この規定に違反することにより、お客様は刑事上の罪を犯す可能性がある
ものとします。当社は、かかる違反行為について関連した法執行機関に対して報告すると
ともに、適用法令に基づいて要請される場合、お客様の身元を当局に対して開示すること

https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
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により、当局と協力するものとします。かかる違反行為が生ずる場合、当社のサービスを
利用するお客様の権利は、即時に失効するものとします。 

 
E.輸出管理 お客様は、海外のみならず、国内における適用可能な全ての通商規制および法
律に準拠する責任を負うものとします。アメリカ合衆国の法律によって権限を付与され
る場合を除き、お客様は、アメリカ合衆国の輸出管理または制裁措置に従い、一定の国家
または個人、事業体あるいはエンドユーザーに対して当該サービスを輸出あるいは再輸
出しないことについて合意し、保証するものとします。 

 
F.分離可能性、解釈 本規約あるいは一定の適用可能な追加規約に関する何らかの規定が、
何らかの理由のために、正当な管轄権を有する裁判所もしくは仲裁人によって無効、違法、
取消し、もしくは執行不可能であると見なされる場合、かかる規定は、本規約あるいは適
用可能な追加規約から分離可能であると見なされるものとします。これに加えて、当該規
定に関する無効性は、本規約あるいは適用可能な追加規約の残余の規定に関する有効性
もしくは執行可能性に対して一切影響を及ぼさないものとします。適用可能な法律によ
って許可される範囲において、お客様は、契約が草案者に対して不利に解釈されることを
許可する可能性がある適用可能な制定法ならびにコモンローを放棄することについて合
意し、将来において放棄するものとします。 

 
G.調査、終了、存続 適用法令によって許可される範囲において、SPEは、制限なしで、あ
らゆる時点において、通知を送付することなく、何らかの理由のために、更にお客様ある
いは第三者に対して義務を負うことなく、（i）当該サービスのセキュリティーあるいは情
報技術もしくは他のシステムまたはネットワークに関する何らかの違反容疑について調
査する、（ii）本規約ならびに一定の適用可能な追加規約の違反容疑について調査する、
（iii）刑法を遵守することに関連して、プライバシーならびにクッキーに関する方針に従
って SPEによって取得される何らかの情報を調査する、（iv）前記の問題の調査において、
法執行機関ならびに類似した機関に関与し、協力する、（v）本規約ならびに一定の適用可
能な追加規約の違反行為について告訴する、更に（vi）全部または一部の当該サービスを
停止する、あるいは、何らかのユーザーアカウントまたは登録など、全部または一部の当
該サービスに対するお客様のアクセスを中止する、または終了する権利を留保するもの
とします。しかしながら、上記の権利に対して限定されないものとします。何らかの停止
あるいは終了は、本規約ならびに一定の適用可能な追加規約に基づいて、お客様による
SPE に対しての債務に影響を与えないものとします。当該サービスに対するお客様のア
クセスに関する停止あるいは終了の時点において、もしくは SPE からの通知の時点にお
いて、本規約ならびに一定の適用可能な追加規約に基づいてお客様に対して付与される
全ての権利は、即時に失効するものとします。更に、お客様は、お客様が当該サービスの

https://intl.sonypictures.com/ja/privacy-policy
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利用を即時に停止することについて合意するものとします。本来、お客様の停止または終
了の以降であっても存続しなければならない本規約ならびに一定の適用可能な追加規約
の規定は、将来においても存続するものとします。お客様は、あらゆる時点において、当
該サービスの利用を停止することができる、あるいはお客様のアカウントを終了するこ
とができるものとします。当社による何らかの終了または停止が、裁判所もしくは裁決機
関によって不当であると判示される場合、本件の以前の契約は、当該契約を終了するに足
りる通知が送付されるまで継続されるものとします。 

 
H.譲渡 SPE は、何らかの通告を送付することなく、あらゆる時点において、全部または
一部であるかどうかにかかわらず、本規約ならびに一定の適用可能な追加規約に基づい
た権利および義務を他の当事者に対して譲渡することができるものとします。しかしな
がら、かかる譲渡は、本規約に基づいたお客様の権利もしくは義務に対して影響を及ぼさ
ないものとします。本規約ならびに一定の適用可能な追加規約は、お客様によって譲渡さ
れないものとします。これに加えて、お客様は、SPE の役員による事前の書面での合意な
しで、かかる規約等に基づいたお客様の義務を委譲することができないものとします。 

 
I.完全合意 本規約ならびに一定の適用可能な追加規約は、当該サービスに関するお客様の
利用について、お客様ならびに当社の間における完全合意を示唆するとともに、当該サー
ビスに関連した以前の合意事項、表明、保証、確約あるいは協議に優先するものとします。 

 
J.権利放棄の禁止 本規約ならびに一定の適用可能な追加規約の中で明示的に規定される
ような場合を除き、（i）かかる規約に基づいて何らかの権利、権限あるいは救済を行使す
る際、お客様あるいは SPE による不履行あるいは遅延は、上記の権利、権限あるいは救
済の放棄、または他の権利、権限あるいは救済の放棄として作用しないものとします。こ
れに加えて、（ii）本規約もしくは一定の適用可能な追加規約に関する条件の権利放棄ある
いは修正は、かかる権利放棄あるいは修正が適用される当事者によって書面で署名され
ない限り、効力を生じないものとします。 

 
K.オンラインでの争議の解決 お客様が欧州連合もしくは英国内に居住している場合、更
にオンラインでの争議の解決に関する詳細な情報の取得を希望している場合、欧州委員
会のウェブサイトに対するリンク（http://ec.europa.eu/consumers/odr/）にアクセスして
いただくようにお願い致します。このリンクは、欧州議会ならびに欧州理事会の EU 規則
（EU）番号 524/2013 による要請に従い、情報目的として提供されるに過ぎないものと
します。当社は、オンラインでの争議の解決に参加する義務を負担しないとともに、かか
る争議の解決に対する参加に合意していないものとします。 
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著作権エージェント： 
一定のサービス上で掲載される何らかのユーザー生成コンテンツがお客様の著作権で保護
された著作物を侵害しているとお客様によって判断される場合、あるいはお客様によって
提示されるユーザー生成コンテンツが当該サービスから不当に除外されるとお客様によっ
て判断される場合、お客様は、下記に指定されるように、SPEに対して連絡を取ることがで
きるものとします。 
 
SPE によって指定された下記の著作権エージェントに対してお客様の申立てを送付してい
ただくようにお願い致します。これには、下記の情報が含まれるものとします。すなわち： 
 
i.当該著作権の所有者の代理として行動する権限が付与される個人に関連したお客様の物
理的かつ電子的な署名 
ii.権利侵害を受けている情報資料の特定、更に当該情報資料が表示される場所（当該コンテ
ンツが掲載された日時、更に当該コンテンツを掲載した人物の身元確認等が含まれます。） 
iii.当該情報資料の利用が、本件の著作権の所有者、その代理機関によって許可されていな
い、もしくは法律上許可されていない趣旨が記載された声明 
iv.当該コンテンツを掲載した個人に対して連絡を取る試みが行われたかどうかについての
情報（連絡が行われる場合、重要な連絡事項について）、更に 
v.お客様の連絡先情報（これには、お客様の氏名、住所、電話番号ならびに電子メールアド
レス等が含まれます） 
 
権利侵害の通告を提出することにより、お客様は、下記の事項について承認し、合意するも
のとします。すなわち、SPE は、お客様の通告ならびに関連した連絡事項を特定の情報資料
を掲載した個人に対して転送することができる、あるいはお客様の申立てを評価するため
に必要な他の第三者等に対して転送することができるものとします。 
 
SPE によって指定された著作権エージェント: 
コンテンツ保護団体 
 
住所 : 10202 West Washington Boulevard 
 
Culver City, California 90232 U.S.A. 
 
SPE によって指定された著作権エージェントの電話番号: 
+1 310-244-3450 
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SPE によって指定された著作権エージェントのファクス番号: 
+1 310-244-1742 
 
SPE によって指定された著作権エージェントの電子メールアドレス: 
copyright_agent@spe.sony.com 
 
 
//終了 利用規約// 
 
© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc.あるいは利用可能な ソニー・ピクチャーズ・エン
タテインメントの事業体 あらゆる権利が留保されるものとします。 
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