
 

 

Dropbox キャンパス カップ プログラム利用規約 

購入の必要はありません。法律で禁止されている地域では無効です。 

 

1. （スポンサー）Dropbox（住所：Dropbox, PO Box 77767, San Francisco, CA 94107）。 

2. （期間）個人ユーザーは、2015 年 9 月 17 日から 2015 年 12 月 14 日午後 11 時 59 分（太平洋標準時

間）まで（以下「プログラム期間」）Dropbox キャンパス カップ プログラム（以下「プログラム」）に参

加することができます。参加者は、自分の居住地でのプログラム開始日と終了日時を確認してください。ス

ポンサーのパソコンが本プログラムの正式な時計となります。 

3. （参加資格）参加するには 2 つの条件があります。 

A. まず、各参加者（以下「参加者」）は以下の条件を満たしている必要があります。 

 

i. 14 歳以上である。 

ii. Dropbox Basic または Dropbox Pro のアカウント（以下「対象アカウント」）を有している、

またはいずれかに登録している。 

iii. 除外ドメイン以外の高等教育機関に在籍または勤務しており、当該高等教育機関から提供され

た有効なメール アドレス（以下「対象メール アドレス」）を有している。 

iv. Dropbox ウェブサイト（www.dropbox.com）にアクセスできる。 

v. 以下のセクション 4 に従って、対象アカウントと対象メール アドレスでプログラムに登録し

ている（登録完了後は「確認済みアカウント」）。 

 

B. 次に、対象となる参加者（以下「対象参加者」）となるには、参加者の属する高等教育機関で少なく

とも 25 名がプログラム期間の終了までに本プログラムに参加しており、当該高等教育機関（以下

「対象教育機関）」が除外ドメイン以外のドメインでなければなりません。 

「高等教育機関」には、短大、大学または大学に相当する学校が含まれます。本プログラムにおいては、高

校（または高校に相当する学校）およびそれ以下の教育機関は高等教育機関とはみなしません。「除外ドメ

イン」とは、mit.edu、si.edu および fullerton.edu です（math.mit.edu など、関連するすべてのサブド

メインも含まれます）。除外ドメインのメール アドレスは本プログラムに参加できません。また、確認用メ

ール アドレスとして使用することもできません。 

Dropbox Business アカウントは、本プログラムに参加できません。参加者の対象メール アドレスに関連付

けられている Dropbox アカウントが Dropbox Business アカウントの場合、参加者は、自身の対象メール 

アドレスで対象アカウントを確認することで本プログラムに登録することができます。  

2018 年 1 月 16 日より前に確認済みアカウントが Dropbox Business アカウントになった場合は、当該ア

カウントは確認済みアカウントではなくなります。また、本プログラムで獲得した Dropbox 容量は、直ちに

無効になります（当該確認済みアカウントにより対象教育機関が獲得したポイントには一切変更はありませ

ん）。ただし、2018 年 1 月 16 日までにペアリングと移行を完了するという条件で、対象参加者は、アカ

ウント移行期間内に対象アカウントを自分の Dropbox Business アカウントとペアリングすることで、別の

対象アカウントに容量を移行することができます。アカウント移行中に対象参加者が対象アカウントをペア

リングしなかった場合、または 2018 年 1 月 16 日を過ぎてアカウントのペアリングや移行を行った場合は、

期日を過ぎてから対象アカウントを Dropbox Business アカウントとペアリングしたとしても、本プログラ

ムで獲得した容量は移行されません。対象参加者が本プログラム期間中にアカウントのペアリングや移行を

完了した場合、ペアリングした対象アカウントは自動的に確認済みアカウントとなり、対象参加者は、当該

確認済みアカウントを使用して引き続き本プログラムに参加することができます。  

本抄訳はお客様の便宜上ご提供しているものであり、 

いかなる差異に関しても原文である英語版が優先されます。 



制限：対象メール アドレス 1 件につき確認済みアカウントの作成は 1 件、および参加者 1 名につき 1 回 

1 件の確認済みアカウントとなります。Dropbox は、いつでも参加資格の変更およびあらゆる争議を裁定す

る権利を有します。誰が参加資格を有し、また誰が無料トライアル版を受領するかに関して争議が発生した

場合は、正当な対象参加者は、本プログラムへの登録に使用したメール アドレスの認証済みアカウントの所

有者です。「認証済みアカウントの所有者」とは、当該メール アドレスに関連付けられたドメインにメール 

アドレスを提供するインターネット アクセス プロバイダー、オンライン サービス プロバイダーまたはそ

の他組織によりメール アドレスの提供を受けている人物です。その他の事項はいずれも考慮されません。本

プログラムはすべての適用連邦法、州法および地域法に準拠し、禁止されている地域では無効です。すべて

の参加者は、本利用規約およびスポンサーの決定に拘束されることを同意するものとします。  

4. （参加方法と賞品）   

参加するには、対象参加者は、www.dropbox.com/campuscup の手順に従って本プログラムに登録する必要が

あります。 

対象参加者は、以下のセクション 5 に従って、自身が所属する対象教育機関のポイント累積を開始すること

ができます。対象参加者は、本プログラムで獲得した 2 年間のストレージ容量の無料トライアル版を受領し

ます。このストレージ容量は、対象参加者の確認済みアカウントで既存のストレージ容量に追加されます。

受領したストレージ容量を譲渡または現金に交換することはできません。また、授与された状態で受領する

必要があります。スポンサーを除き、いかなる代替も認められません。 

本プログラムから受領したすべてのストレージ容量は、（1）2018 年 1 月 16 日または（2）確認済みアカ

ウントが Dropbox Business アカウントにになった日のいずれか早い方で有効期限が切れます。  

5. （参加ポイントとステージ）対象参加者は、対象教育機関のポイント（以下「参加ポイント」）を獲得する

ことでストレージ容量を獲得できます。獲得ポイントは以下のとおりです。 

 

アクティビティ（確認済みアカウントによ

るもの） 
獲得ポイント 

Dropbox デスクトップ クライアントのダウ

ンロードおよびインストール、ならびに 

Dropbox デスクトップ クライアントへのロ

グイン 

20 

Dropbox モバイル アプリのダウンロードお

よびインストール、ならびに Dropbox モバ

イル アプリへのログイン 

5 

Dropbox 共有フォルダの新規作成 10 

Dropbox 共有リンクの作成 5 

Dropbox ファイル リクエストの作成 5 

本プログラムへの登録から 1 週間以内に対

象教育機関の他のユーザーを本プログラム

に招待 

3（本プログラムへの登録から 

1 週間以内に紹介リンクによ

る招待が承諾されるごとに付

与） 

対象教育機関の他のユーザーを本プログラ

ムに招待 

1（紹介リンクによる招待が承

諾されるごとに付与） 

 



Dropbox は、参加ポイントを対象教育機関ごとに記録します。対象教育機関はそれぞれ 4 つのステージに割

り当てられます。対象教育機関によりステージは異なります。これは、学生数が多い教育機関は、学生数が

少ない教育機関より早くポイントを獲得できるため、ステージごとに必要なポイント数を統計的に標準化し

ているからです。対象参加者の対象教育機関に要求されるステージは、対象参加者が自身の確認済みアカウ

ントにログインすると、www.dropbox.com/campuscup に記載されます。 

対象教育機関の対象参加者が必要な参加ポイントを累積により獲得して、4 つのステージのうちいずれかの

ステージの条件を満たすと、当該対象教育機関の各対象参加者に対し、参加者の確認済みアカウントにスト

レージ容量が追加された旨を知らせるメールを送付します。各ステージごとに付与されるストレージ容量は

次のとおりです。 

ステージ 追加ストレージ容量  

ステージ 1 達成 3 GB 

ステージ 2 達成 +5 GB（合計 8 GB） 

ステージ 3 達成 +7 GB（合計 15 GB） 

ステージ 4 達成 +10 GB（合計 25 GB） 

 

6. （税金）ストレージ容量の受領および使用に関連して発生するすべての連邦税、州税および地方税ならびに

その他費用は各対象参加者が負担するものとします。 

7. （一般規約）参加者は、（a）法律が定める最大限の範囲で、スポンサー、スポンサーの親会社各社、系列企

業、提携企業、役員、従業員および代理人（集合的に以下「免責関係者」）を、本プログラム（ストレージ

容量またはストレージ容量のコンポーネントの受領、使用もしくは誤用に関連して生じるあらゆる負傷、損

失または損害に対するいかなる責任からも免責し無害に保つことに同意し、（b）スポンサーに対し、参加者

の本名および居住する国や地域、言明、写真、声または似顔絵を本プログラムに関連する広告やプロモーシ

ョンを目的として、現在知られているあらゆるメディアおよび今後開発されるあらゆるメディアで、これ以

上の通告、報酬、対価、審議または同意なしに、法律で禁止されている場合を除き道徳的な権利に関係なく、

使用および公開する権利を付与するものとします。 

免責関係者は、以下について一切責任を負わないものとします。（a）あらゆる種類の技術的不履行、（b）

人的ミスまたは技術的ミスによるものかに関係なく、本プログラムにおける不正確な情報またはその他印刷

物、配信物または製造物のミス、（c）本プログラムに参加したことに関連するあるいは本プログラムに参加

したことによって生じる参加者の負傷または損害、（d）ストレージ容量の受領の遅れ、使用または誤用、ま

たは（e）本プログラムにおける不正な介入。いかなる理由であれ、本プログラムの運営、セキュリティ、公

正性、完全性または適切な管理を損なったり、これらに影響を与えたりする恐れのある不正変更、不正介入、

詐欺、技術的不履行、不可抗力またはスポンサーの力が及ばない原因などで、本プログラムを予定通りに実

行できなくなった場合、スポンサーは、独自の判断で本プログラムを中止、終了、変更、または一時停止す

る権利を有します。スポンサーは、通知の有無に関係なく、いつでも本プログラム利用規約を変更する権利

を有します。 

8. （プライバシー）本プログラムに参加することで、参加者は、www.dropbox.com/privacy および本プログラ

ムの資料および本利用規約に定められた個人情報の収集、使用および開示に同意するものとします。参加者

は、スポンサーが本プログラムの管理およびプロモーションならびにストレージ容量の無料トライアル版の

提供目的で、参加者の情報を使用することを許可するものとします。 

9. （雑則）本利用規約は抵触法の条項に関係なく、カリフォルニア州の法律に準拠します。本利用規約のいず

れかの条項が履行不可能であると判明した場合も、その他の条項はすべて完全に効力を有します。スポンサ

ーは、その提携企業、系列企業または株式譲受人に対し、権利を譲渡することができます。 



10. （争議）禁止されている場合を除き、参加者は、本プログラムに関するいかなる争議もアメリカ合衆国のカ

リフォルニア州サンフランシスコ市にある米国仲裁協会に提出し、個々について拘束力のある仲裁を求める

こととします。その後、仲裁協会の規則に従って両当事者の同意の下仲裁人 1 名を決定し、有効となります。

両当事者は、発生した仲裁費用を均等に負担することに同意するものとします。 

 

 


