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PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON2 

規約 

 総則 

第１章 本規約の目的 

この「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON2 規約」（以下「本規約」という。）

は、株式会社 NTT ドコモ（以下「当社」という。）が株式会社 KRAFTON（以下

「KRAFTON」という。）より承認を受けて主催・運営する PUBG MOBILE（以下

「本ゲーム」という。）の公式大会である「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE 

SEASON2」（以下「本大会」という。）の運営ルールを定めることを目的とする。 

本規約は、本大会への参加を希望しまたは参加するチーム（以下、本大会への参加

を希望するチームを「参加希望チーム」、本大会に参加するチームを「参加チーム」

という。）を運営・管理する会社（以下「チームオーナー」という。）、参加希望チ

ームまたは参加チームに所属する選手（以下「選手」という。）、参加希望チームま

たは参加チームに所属するマネージャー（以下「チームマネージャー」という。）

および参加希望チームまたは参加チームに所属するコーチ（以下「コーチ」という。）

（以下、選手、チームマネージャーおよびコーチを総称して「参加チーム関係者」

という。)に適用される。 

第２章 契約の成立 

本規約を契約条件とする契約（以下「本契約」という。）は、チームオーナーおよ

び参加チーム関係者が、別途当社が指定する本規約の同意書にそれぞれ必要事項

を記入のうえ、当該同意書を当社に提出した時点（以下「申込時」という。）で、

チームオーナーおよび参加チーム関係者と当社との間に成立し、その効力を生じ

るものとする。 

 

 大会運営 

第１章 主催および主管 

本大会ならびにこれに付随する以下の各号の事業（以下「付随事業」という。）
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は、すべて当社が主催（自己の名義において実施することをいう。）および主管

（自己の責任と費用負担において実施することをいう。）し、その権利を有する

ものとする。 

① 本大会のオンラインおよびオフラインの試合の配信および放送ならびに当該

配信および放送に係る権利の販売 

② 本大会のプロモーション 

③ 本大会に関連するイベントの実施または開催 

④ 本大会に使用する機材（端末、ヘッドセット、デスク、チェア等を含むが、

これらに限られない。）の認定および検定 

⑤ 本大会のグッズおよび書籍等の商品化および販売 

⑥ その他本大会に関連する事業 

第２章 本大会の運営方法 

本大会の開催期間、進行方法、試合の内容、勝者の決定方法および禁止事項等の詳細は、当

社が別途定める「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON２細則」（以下「細則」という。）

において定めるとおりとする。本規約または細則に違反した場合の本大会におけるペナル

ティについては、当社が別途定める「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON２ペナルテ

ィ規定」(以下「ペナルティ規定」という。)において定めるとおりとする。 

 

 賞金等 

第１章 表彰および賞金 

本大会における表彰および賞金等の詳細は、細則第２編 賞金規定において定めるとおりと

する。 

第２章 固定額の支給 

第１条 当社からチームオーナーへの支給 

 当社から、参加チームを運営・管理するチームオーナーに対し、当該参加

チームが参加するフェーズ（１年間で２フェーズを開催。詳細は細則第１編 競

技規定に定めるとおりとする。以下同じ。）につき、１フェーズあたり、８７５万

円（税別）を支給する。ただし、一定の場合に、当該支給額を減額する場合があ

る。当該支給額の支払時期、支払方法および減額ルール等については、当社より

別途公表または通知するものとする。 

 チームオーナーは、前項に基づいて支給された金員の全額を、参加チーム

に所属する５名の登録選手（ロースター登録（細則第３編 チーム規定に定める
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とおり。以下同じ。）されている選手をいう。以下同じ。）の報酬支払いに用いな

ければならない。チームオーナーは、当該５名の登録選手を指定しなければなら

ず、指定した登録選手のロースター登録が抹消された場合、直ちに代わりの登録

選手を指定し、指定した登録選手が５名である状態を常に維持しなければならな

い。チームオーナーが指定した当該５名の登録選手を、以下、支給対象選手とい

う。 

第２条 チームオーナーから選手等への報酬支払 

 チームオーナーは、当該チームオーナーが運営・管理する参加チームの登

録選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該登録選手の能力を最も発

揮し得るように、当該登録選手の報酬を設定するよう努めなければならな

い。 

 前項の規定にかかわらず、チームオーナーは、支給対象選手１名につき、

１フェーズあたりの報酬として、最低１７５万円（税別）を支払わなけれ

ばならない。支給対象選手以外の登録選手の報酬については、前項の規定

に従って、チームオーナーの裁量で決定できるものとする。なお、当社は、

チームオーナーが支払う登録選手の報酬について、上限額は定めないもの

とする。 

 チームオーナーは、当社の求めに応じて、各登録選手に対して支払いを約

束した報酬の額を当社に報告するとともに、当該報酬額が記載されたチー

ムオーナーと各登録選手との間の契約書の写しを当社に提出しなければな

らない。 

 チームオーナーは、支給対象選手のロースター登録がフェーズ途中で抹消

された場合、またはフェーズ途中で支給対象選手が新規にロースター登録

された場合、当該支給対象選手がロースター登録されていた期間に応じて、

報酬を減額できるものとする。この場合、第２項の規定にかかわらず、チ

ームオーナーが支払う当該支給対象選手の１フェーズあたりの報酬は、１

７５万円（税別）を下回ることが認められる。 

 チームオーナーは、支給対象選手が制限リスト（細則第３編 チーム規定に

定めるとおり。以下同じ。）に登録された場合、当該支給対象選手が制限リ

ストに登録されていた期間に応じて、報酬を減額できるものとする。この

場合、第２項の規定にかかわらず、チームオーナーが支払う当該支給対象

選手の１フェーズあたりの報酬は、１７５万円（税別）を下回ることが認

められる。 

第３章 旅費等の負担 

当社は、チームオーナーが運営・管理する参加チームの登録選手が本大会の試合ま
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たは本大会に関連して当社が指定するイベントに出場または参加する際に発生す

る旅費等の費用を負担しないものとする。 

第４章 その他の支払い 

当社が本契約に基づいて支払う金員等は、本編に定める賞金および支給金その他

本規約または細則において別段の定めがあるものに限られるものとし、当社は、当

該金員等の支払義務を除き、チームオーナーおよび参加チーム関係者が本契約上

の義務の履行に要した費用や当該履行の対価等の支払義務を負わないものとする。 

 参加・脱退 

第１章 参加資格等 

第１条 参加資格 

チームオーナーおよび参加チーム関係者は、以下の各号に別段の定めがある場

合を除き、申込時から本大会終了までの間（チームオーナーについては当該チー

ムオーナーが運営・管理する参加チームが本大会から脱退（第４章に定めるとお

り。以下同じ。）する場合はその時点までの間、選手以外の参加チーム関係者に

ついては当該参加チーム関係者が所属する参加チームが本大会から脱退する場

合はその時点までの間、選手については当該選手が所属する参加チームが本大

会から脱退する場合または当該選手がロースター登録を抹消された場合はその

いずれか早い時点までの間をいう。以下同じ。）、以下のすべての要件(チームオ

ーナーについては第 2 条および第 3 条、選手以外の参加チーム関係者について

は第２条および第４条、選手については第 2 条、第４条および第 5 条をいう。

本条において以下同じ。)を充足しなければならない。ペナルティ規定の定めに

関わらず、以下のすべての要件のうちいずれかを欠くこととなった場合、当該チ

ームオーナーが運営・管理する参加チームおよび当該参加チーム関係者は、それ

以降本大会に参加および出場できないものとする。また、当該チームオーナーが

運営・管理する参加チームまたは当該参加チーム関係者が、それ以降に本大会の

試合に参加または出場していたことが後日判明した場合は、当社の裁量で当該

試合の結果を取り消すことができるものとする。ただし、以下のすべての要件の

うちいずれかを欠く場合でも、当社の判断により、本大会への参加または出場を

認める場合がある。なお、申込時よりも後に、チームオーナーまたは参加チーム

関係者が以下のいずれかの要件を欠くこととなった場合、当該チームオーナー

が運営・管理する参加チームまた当該参加チーム関係者が所属する参加チーム

はその旨を直ちに当社に報告しなければならない。 
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第２条 共通の資格 

① チームオーナーが運営・管理し、参加チーム関係者が所属する参加チーム

が、「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON1」(以下「PMJL SEASON1」

という。)における順位が 1 位乃至 14 位であったチーム、「PUBG MOBILE 

CHALLENGE LEAGUE SEASON1」(以下「PMCL SEASON1」という。)に

おいて本大会への参加権を獲得したチームまたは細則第１編第４章に基づ

いて本大会への参加権を獲得したチーム（以下総称して「参加権を有する

チーム」という。）であること。 

② チームオーナーが運営・管理し、参加チーム関係者が所属する参加チーム

の登録選手のうち１名以上が、当該参加チームが本大会への参加権を獲得

した大会に、当該参加チームの所属選手として出場していたこと。 

③ 当社に提出する同意書の記載情報に虚偽がないこと。 

④ 以下に列挙する商品やサービス（以下「禁止広告物」という。）を販売また

は提供している者（以下「禁止広告物提供者」という。」）とスポンサー契

約を締結していないこと。 

(ア) 販売または飲用が禁止されているアルコール飲料その他酩酊性物

質。 

(イ) ポルノ、たばこ、賭博、違法薬物、無承認無許可の医薬品、火気

類、拳銃類または弾薬、その他日本国内で販売が禁止されている

もの。 

(ウ) メーカーが意図していない方法により販売または提供されている

商品またはサービス。 

(エ) 本ゲームその他KRAFTONが提供するゲームの利用規約に違反する

商品またはサービス。 

(オ) KRAFTONの製品またはサービスと競合する製品またはサービス。 

⑤ 禁止広告物を販売もしくは提供または広告もしくは宣伝（広告・宣伝の方

法は問わないものとする。以下同じ。）したことがないこと。 

⑥ 禁止広告物提供者を広告または宣伝したことがないこと。 

⑦ 自己ならびに自己の役員、従業員および親族が、現在および将来にわたっ

て、反社会的勢力（暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係

企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力

集団等またはこれらに準ずるものをいう。以下同じ。）に該当せず、か

つ、反社会的勢力と関係を有しないこと。 

第３条 チームオーナーの資格 

① 法人であること。 

② 適法かつ適正に決算が行われていること。 
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③ 支払停止および支払不能の状態に陥っておらず、かつ、手形および小切手

が不渡りとなっていないこと。 

④ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始のい

ずれについても申立てを受けておらず、かつ、自らも申立てを行っていな

いこと。 

⑤ 本大会に最低５名の選手を出場させることができること。 

⑥ 参加チームおよび参加チーム関係者を適切に管理し、マネージメントでき

ること。 

⑦ 登録選手が十分な練習および試合が実施可能であると当社が認める環境を

用意できること。 

⑧ 本大会において、複数の参加チームを管理・運営していないこと。 

⑨ 日本語で円滑なやりとりが可能な専属の担当者を擁すること。 

⑩ 適用を受ける各国の個人情報保護に関する法令およびガイドライン等を遵

守していること。なお、当社は、チームオーナーによる参加チーム関係者

の個人情報等の取得および第三者提供に関して、何ら責任を負わないもの

とする。 

第４条 参加チーム関係者の資格 

① 申込時において満 18 歳以上であること。 

② 申込時において未成年である場合、本大会への出場にあたり法定代理人（親

権者または未成年後見人をいう。以下同じ。）の同意を得ていること。 

③ 本大会への出場に際して 2 つ以上の参加チームに所属していないこと。 

④ 出入国管理および難民認定法により本大会への出場が禁止されていないこ

と（在留資格および就労資格等が必要になる場合、それらを有しているこ

と。） 

⑤ メールや Discord 等の当社が別途指定する連絡手段を利用できる環境にあ

ること。 

⑥ 本契約成立日から起算して過去６か月の間、KRAFTON の役員および従業

員（派遣社員およびアルバイト等を含む。以下同じ。）であったことがなく、

かつ、現に KRAFTON の役員および従業員でないこと。 

⑦ 本契約成立日から起算して過去６か月の間、当社および本大会の運営委託

先企業の役員および従業員であったことがなく、かつ、現に当社および本

大会の運営委託先企業の役員および従業員でないこと。 

第５条 選手の資格 

① 過去に KRAFTON または当社からゲーム大会への出場禁止処分を受けた

ことがなく、かつ、現に受けていないこと。 

② 当該選手のすべての本ゲームにおけるプレイアカウントが KRAFTON から
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接続禁止処分（利用停止措置）を現に受けていないこと。 

③ 本ゲーム以外のゲームを含めて、過去に不正行為を行ったことがなく、か

つ、現に行っていないこと。 

第６条 参加チームの要件 

参加チームに関する要件のうち、本規約に定めがないものは、細則第３編 チー

ム規定および細則第４編 チーム名規定に定めるとおりとする。 

第２章 提出資料等 

第１条 履歴事項全部証明書および財務状況に関する資料の提出 

チームオーナーは、自己の履歴事項全部証明書および当社が別途指定する財務

状況に関する資料を当社に提出しなければならない。 

第２条 組織変更等に関する報告義務 

チームオーナーは、自己に関して、合併等の組織変更、事業譲渡もしくは株式の

過半数の譲渡その他支配権の実質的な変更が行われる場合、または、自己が参加

チームもしくは参加チーム関係者に対して有する権利もしくは負担する義務の

譲渡が行われる場合、６ヶ月前までに当社にその旨を通知し、事前に承諾を得な

ければならない。ただし、やむを得ない事由があると当社が認める場合は、当該

チームオーナーと当社との間で協議の上、別途対応を決定するものとする。 

第３条 選手のアカウント名の変更に関する報告義務 

チームオーナーは、自己が運営・管理する参加チームの所属選手の本ゲームのア

カウント名を変更する場合、当社にその旨を通知し、事前に承諾を得なければな

らない。 

第４条 選手のパスポートに関する報告義務 

チームオーナーは、当社の求めに応じて、当社に対して、自己が運営・管理す

る参加希望チームまたは参加チームに所属するすべての選手のパスポートの

写しおよび住所が確認できる公的証明書の原本または写しを提出しなければ

ならない。 

第５条 外国籍選手に関する報告義務 

チームオーナーは、当社の求めに応じて、当社に対して、自己が運営・管理する

参加希望チームまたは参加チームに所属する外国籍の選手について、以下の各

号のうち該当する書類をすべて提出しなければならない。なお、当社は、本大会

に出場する各選手の在留資格および就労許可等の取得および維持に関して、何

ら責任を負わないものとする。 

① 当該選手に３か月を超える在留期間が付与されている場合：在留カ

ードの写し 

② 当該選手に３か月以内の在留期間が付与されている場合：パスポー
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トに貼付された上陸許可認印シールの写し 

③ 当該選手に特定活動の在留資格が付与されている場合：パスポート

に貼付される特定活動の指定書の写し 

④ 当該選手が特別永住者である場合：特別永住者証明書の写し 

⑤ その他当社が第１章第４条第４号の充足有無を判断するために必要

な書類 

第３章 選手の登録・資格剥奪等 

第１条 選手の登録 

チームオーナーは、細則第３編 チーム規定に従って、自己が運営・管理する参

加チームの所属選手のロースター登録を行わなければならない。ロースター登

録が可能な選手は、第 1 章に定める要件を充足する選手に限るものとする。な

お、選手の登録抹消、一時な離脱については、細則第３編 チーム規定に定める

とおりとする。また、選手の移籍、トレードについては、細則第７編 移籍・ト

レード規定に定めるとおりとする。 

第２条 選手の資格剥奪 

第１章に定める場合のほか、申込時から本大会終了までの間に、 KRAFTON が

選手の本大会への出場資格剥奪を決定した場合、または、当社が選手の本大会

への出場資格剥奪を合理的な根拠に基づき合理的に決定した場合、当該選手は

それ以降本大会に出場できないものとする。また、それ以降に本大会の試合に

出場していたことが後日判明した場合は、当社の裁量で当該試合の結果を取り

消すことができるものとする。 

第４章 脱退 

第１条 脱退の方法 

チームオーナーは、自己が運営・管理する参加チームを本大会から脱退させる

場合、脱退希望日の属する月の３か月前の月末までに、当社に対してその旨申

請し、当社の承諾を得なければならない。ただし、やむを得ない事由があると

当社が認める場合は、当該チームオーナーと当社との間で協議の上、別途対応

を決定するものとする。 

第２条 脱退に伴う補填等 

参加チームが本大会から脱退する場合であっても、当社は、当該参加チーム、

ならびに、当該参加チームのチームオーナーおよび参加チーム関係者が、本大

会への参加および出場に伴い拠出した一切の金員等（設備投資費用を含むがこ

れに限られない。）について、補填する責任を負わない。 
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 義務・禁止事項 

第１章 チームオーナーの義務等 

第１条 健全運営等 

チームオーナーは、申込時から本大会終了までの間、以下の各号の義務を負担す

るものとする。 

① 人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮す

ること。 

② 第３章第１条第７号の定めに基づいて、自己が運営・管理する参加チームの

所属選手に、本大会への出場以外の副業を承諾した場合、当該承諾内容を直

ちに当社に報告すること。 

③ 自己が運営・管理する参加チームの所属選手をして、本規約および細則に定

める選手の義務・禁止事項を遵守させること。 

④ 自己が運営・管理する参加チームに所属する参加チーム関係者をして、本規

約および細則に定める参加チーム関係者の義務・禁止事項を遵守させるこ

と。 

⑤ 本大会の運営に支障を来たさないように、自己が運営・管理する参加チーム

に所属する参加チーム関係者による、本大会に直接関係しない活動につい

ても、適切に管理すること。 

⑥ 自己が運営・管理する参加チームの所属選手をして、当社が別途指定する日

に実施する宣材写真の撮影会（以下「撮影会」という。）に参加させること。

または、自己が運営・管理する参加チームの所属選手のうち、撮影会に参加

しなかった選手について、当社が別途指定する方法で宣材写真を撮影し、撮

影した宣材写真を当社が別途指定する形式で当社に提出すること。なお、チ

ームオーナーは、当該撮影を自己の費用負担で実施するものとする。 

⑦ 自己が運営・管理する参加チームの所属選手について、第３章第１条第４号

に定めるプロモーション活動を管理すること。また、毎月、当社が別途指定

する期限までに、当社が別途指定する方法により当該プロモーション活動

に関する報告書を作成し、当社に提出すること。 

第２条 本大会以外の大会への参加または出場 

チームオーナーは、自己が運営・管理する参加チームまたは当該参加チームに所

属する参加チーム関係者を、本大会への参加または出場と並行して、本大会以外

の国内外で開催される本ゲームの大会に参加または出場させる場合、事前に当

社の承諾を得なければならない。 
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第３条 広告・宣伝における禁止事項 

チームオーナーは、申込時から本大会終了までの間、以下の各号の定めを遵守し

なければならない。 

① スポンサー契約を新たに締結する場合、事前に当社の承諾を得なければな

らない。 

② 事前に当社の承諾がある場合を除き、禁止広告物提供者とスポンサー契約

を締結してはならない。 

③ 事前に当社の承諾がある場合を除き、禁止広告物提供者を広告または宣伝

してはならない。 

④ 事前に当社の承諾がある場合を除き、禁止広告物を販売もしくは提供また

は広告もしくは宣伝してはならない。 

⑤ 事前に当社の承諾がある場合を除き、販売または飲用が禁止されていない

アルコール飲料その他酩酊性物質を広告または宣伝してはならない。 

第２章 参加チーム関係者の義務等 

第１条 参加チーム関係者の義務 

参加チーム関係者は、申込時から本大会終了までの間、以下の各号の義務を負担

するものとする。 

① 当社の求めに応じて、本大会の試合および本大会に関連して当社が指定す

るイベントに出場および参加すること。 

② 当社の求めに応じて、当社が指定するミーティングその他の本大会の試合

の準備に必要な行事に参加すること。 

③ その他上記各号に付随する事項に対応すること。 

第２条 広告・宣伝における禁止事項 

参加チーム関係者の行うスポンサー契約および広告・宣伝については、前章第３

条を準用する。 

第３章 選手の義務等 

第１条 選手の義務 

選手は、申込時から本大会終了までの間、前章第１条に定める参加チーム関係者

の義務のほか、以下の各号の義務を負担するものとする。 

① 本大会の試合および本大会に関連して当社が指定するイベントへの出場お

よび参加に際して、事前に当社が承諾したユニフォームを着用すること。な

お、ユニフォームの詳細については、細則第５編 ユニフォーム規定に定め

るとおりとする。 

② 当社の求めに応じて、当社が指定する研修会に参加すること。 
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③ 当社の求めに応じて、当社が指定する広告・宣伝、広報、プロモーション活

動、SNS その他のソーシャルメディアを用いた活動、ファンサービス活動

および社会貢献活動を行い、または参加すること（当社やメディア各社によ

る写真撮影や取材、撮影に応じることを含む。）。 

④ 以下に定めるプロモーション活動を行うこと。なお、具体的な方法・条件等

は、当社が別途指定するものとする。また、当該活動を行うに際して、利用

する媒体においてアカウント名が表示される場合は、表示されるアカウン

ト名を、当社が別途指定する書式を用いて、当社に対して事前に申請し、当

社の承諾を得なければならないものとする。 

Twitter における活動 

全試合の試合告知ツイートを配信開始前までに 1 回以上実

施すること (RT のみは不可) 

全試合の試合結果ツイートを試合日の翌日までに 1 回以上

実施すること (RT のみは不可) 

当社が指定するツイートを実施すること 

その他、本大会に関連するツイートを週４回以上実施する

こと 

自己もしくは自己が所属する参加チームのファン獲得のた

めのツイートを１日 1 回以上実施すること 

YouTube における活動 

(当社が別途認めた場合、

他の動画配信プラットフ

ォームにおける活動によ

る代替が可能である。) 

本大会、本ゲーム、参加チームまたは参加チーム関係者に

関連する個人配信または動画配信を週１回以上実施するこ

と 

TV・ラジオ・Web・

SNS・雑誌・書籍等にお

ける活動 

当社の求めに応じてイベント活動、プロモーション活動、

取材等に協力すること 

当社の求めに応じてリーグスポンサーに関連するイベント

活動、取材等に協力すること 

⑤ 当社の求めに応じて、当社が指定する医学的検診、予防処置および治療処置

を受けること。 

⑥ オンラインでの試合開催時に、当社が指定する不正行為対策を実施するこ

と。 

⑦ 本大会への出場以外の副業を行う場合、事前に自己が所属する参加チーム

のチームオーナーの承諾を得ること。 

⑧ その他上記各号に付随する事項に対応すること。 

第２条 広告・宣伝における禁止事項 

選手の行うスポンサー契約および広告・宣伝については、第１章第３条を準用す
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るものとする。 

第４章 禁止事項 

参加チームのチームオーナーおよび参加チーム関係者が遵守しなければならな

い禁止事項のうち、本規約に定めがないものは、細則に定めるとおりとする。 

 その他 

第１章 個人情報 

第１条 利用目的 

当社は、本大会に関連して、当社と本契約を締結したチームオーナーおよび参

加チーム関係者（以下「契約者」という。）から取得する情報（以下「契約者

情報」という。）の取扱いについて、別途当社の定める「NTT ドコモ プライバ

シーポリシー」（https://www.nttdocomo.co.jp/utility/privacy/） において公

表する。 

第２条 掲載 

当社は、契約者情報のうち参加チーム関係者に関する情報（氏名、年齢、住所

等のプライバシー性の高い情報を除く、アカウント名や所属チーム名等に限

る。）を、本大会の放送もしくは配信または当社が運営する web サイトもしく

は SNS アカウントにおいて掲載できるものとする。 

第３条 第三者提供 

当社は、KRAFTON に対して、KRAFTON が以下の各号の行為を行うために必

要な範囲内で、契約者情報を提供するものとする。 

① 本ゲームの世界大会を実施する場合、参加チームおよびその所属選手が当

該世界大会に参加および出場するために必要な手続き。 

② 本大会の広告および宣伝。 

③ KRAFTON による出場禁止処分および接続禁止処分（利用停止措置）の対

象者リストとの照合、その他 KRAFTON が本大会の運営に必要と判断し

た業務。 

④ 本大会以外の KRAFTON が主催または共催するゲーム大会への招待。 

⑤ 本大会以外の KRAFTON が主催もしくは共催するゲーム大会またはそれ

らの大会に関連するイベントの広告および宣伝。 

第４条 KRAFTON からの情報提供 

当社は、当社が提供した情報を元に KRAFTON において行われた、出場禁止処

分および接続禁止処分（利用停止措置）の対象者リストとの照合の結果を、
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KRAFTON から取得し、利用するものとする。 

第５条 保証 

 契約者は、契約者情報が、適法、適切な方法によって取得されたものであ

ることを表明し、保証する。 

 契約者は、当社への契約者情報の提供について、権利主体である本人の同

意を得ていることを表明するとともに、適法に提供されるものであること

を保証する。 

第２章 知的財産権等 

第１条 チームオーナーによる利用許諾 

チームオーナーは、当社に対して、自己が運営・管理する参加チームおよび当

該参加チームに所属する参加チーム関係者の氏名、年齢、性別、出身地、経

歴、キャラクター名、キャラクターID、ゲーム内ネームを含む芸名、チーム

名、ランク、プレイ動画、インタビューコメント、自己紹介等の情報、似顔

絵、キャラクター、チームロゴ、チームのエンブレム、映像、音声、署名等

（以下総称して「肖像等」という。）に係る一切の知的財産権（特許権、実用

新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上もしくは営業上のノウハウその他の

権利、またはこれらの権利に基づく実施権等の権利を含むがこれらに限られな

い。以下同じ。）について、本大会の準備、開催および第２編第１章に定める

付随事業の実施の目的に限り利用（改変、公表および報道を含む一切の利用を

いう。以下同じ。）することができる、非独占的かつ再許諾可能な権利を許諾

する。なお、当該許諾は、期間の限定がないものとし、細則に別段の定めがあ

る場合を除いて無償とする。また、チームオーナーは、当社および当社が当該

許諾の再許諾を実施した第三者に対して、本条に基づく利用に関して、著作者

人格権を行使せず、かつ、自己が運営・管理する参加チームに所属する参加チ

ーム関係者をして著作者人格権を行使させないものとする。 

第２条 参加チーム関係者による利用許諾 

参加チーム関係者は、当社に対して、自己の肖像等に係る一切の知的財産権に

ついて、本大会の準備、開催および第２編第１章に定める付随事業の実施の目

的に限り利用することができる、非独占的かつ再許諾可能な権利を許諾する。

なお、当該許諾は、期間の限定がないものとし、無償とする。また、選手は、

当社および当社が当該許諾の再許諾を実施した第三者に対して、本条に基づく

利用に関して、著作者人格権を行使しないものとする。 

第３条 保証 

契約者は、当社に対して許諾する一切の知的財産権の利用が、第三者の知的財産

権を侵害しないことを保証する。 
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第４条 その他 

その他の知的財産権の取扱いに関する詳細は、細則第６編 プロパティ利用規定

に定めるとおりとする。 

第３章 法令遵守 

契約者は、本大会への参加および出場に際して、関連する法令を遵守するものとす

る。また、当社と本契約を締結したチームオーナーは、自己が運営・管理する参加

チームに所属する参加チーム関係者をして、本大会への出場に際して、関連する法

令を遵守させるものとする。 

第４章 守秘義務 

契約者は、本大会への参加または出場に際して当社から開示された情報（既に公知

である情報を除き、以下「秘密情報」という。）を、当社の事前の承諾なくして第

三者に開示しまたは公開してはならない。 

第５章 免責事項 

第１条 契約者間の紛争等 

当社は、契約者と他の契約者または契約者と第三者との間の紛争等に関与しな

いものとする。紛争等が生じた場合、契約者が自己の責任によって解決するもの

とし、当社はその責任を負わない。 

第２条 不可抗力 

当社は、ゲームサーバー、インターネット接続もしくは機材に関するトラブルが

生じた場合、または新型コロナウィルス感染拡大、天災地変が生じた場合等、や

むを得ない事態が発生したときは、本大会またはその放送もしくは配信を中断

または中止できるものとする。当社は、本条に基づいて本大会またはその放送も

しくは配信を中断または中止した場合であっても、契約者の本大会への参加ま

たは出場に伴う費用や損害の補填はしないものとする。 

第３条 損害賠償の制限 

当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対

して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害（逸失利益を除く。）に限られ

るものとする。ただし、当社の故意または重大な過失により契約者に損害を与え

た場合は、この限りではない。 

第６章 規約の変更 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して、当社が適切と判

断した方法にて公表または通知することにより、本規約を変更することができる
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ものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとする。 

① 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。 

② 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容

の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ

るとき。 

第７章 権利の譲渡等 

契約者は、当社の事前の承諾なくして、本契約に基づいて当社に対して有する権利

または当社に対して負う義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、また

は担保に供することはできない。 

第８章 合意管轄 

契約者と当社との間で本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

第９章 準拠法 

本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとする。 

 

 

【2022 年 1 月 6 日制定】 

 

 


