PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE 細則
この「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE 細則」
（以下「本細則」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」（以下「本大会」という。
）の運営ルールの詳細を定
めることを目的とし、当社が別途定める「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE 規約」
（以下「規
約」という。
）を補足するものである。本細則に定めのない事項については、規約の定めに
従うものとし、規約にも本細則にも定めのない事項については、当社の指示に従うものとす
る。また、規約の定めと本細則の定めが矛盾または抵触する場合は、規約の定めが優先する。
競技規定
第１章
1.

シーズンの構成

本大会は、1 年に 1 シーズンを開催することを予定しており、各シーズンはフェーズ１
およびフェーズ 2 で構成される。

2.

１シーズンは全２４試合実施する。このうち、フェーズ１を１２試合、フェーズ２を１
２試合とする。それぞれ 1 試合は 1 日で行われる。

3.

１シーズンを通じた総ラウンド数は、１００とする。なお、全参加チームで一度戦うこ
とを１ラウンドと呼び、１試合は４ラウンドで構成される。ただし、各フェーズの最後
の試合に限り、６ラウンドで構成される。

第２章

開催期間

本大会の開催期間は、当社が決定し、決定次第速やかに公表するとともに、各参加チームを
運営・管理する法人（以下「チームオーナー」という。
）に伝えるものとする。
第３章

大会の方式

1.

試合をオンラインで実施するかオフラインで実施するかは、当社が別途指定する。

2.

オフライン試合の会場については、当社が別途指定し、事前に各チームオーナーに伝え
るものとする。

3.

全て SQUAD 方式で行う。

4.

使用するサーバーは KRJP サーバーとする。

5.

使用するルームはカスタムルームとする。

6.

使用するマップは「Erangel」
、
「Miramar」および「Sanhok」とする。ただし、当社の
判断でマップを変更、削減または追加できるものとする。

7.

視点は「TPP」を使用する。なお、TPP/FPP 視点切り替え機能の使用は認められる。

8.

各ラウンド終了後に、当該ラウンドにおける参加チームの順位および選手のキル数に
応じて、以下のとおりポイントが付与される。なお、生存順位に応じたポイントとキル

数に応じたポイントはそれぞれ別途算定の上付与されるものとし、両ポイントの合計
が参加チームのポイントとなる。

順位

9.

ポイント 順位

ポイント キル

#1

15 #11

1 1キル

#2

12 #12

1

#3

10 #13

0

#4

8 #14

0

#5

6 #15

0

#6

4 #16

0

#7

2

#8

1

#9

1

#10

1

ポイント
1

各試合における参加チームの試合順位は、当該試合の各ラウンドの合計ポイントの多
寡によって決定する。当該ポイントが同数の場合、以下の各基準を、試合順位が決定す
るまで上から適用するものとする。
(1) 当該試合におけるドン勝数が多いチームを上位とする。
(2) 当該試合における生存ポイントが多いチームを上位とする。
(3) 当該試合におけるチームの合計キル数が多いチームを上位とする。
(4) 当該試合の最終ラウンドにおける生存順位が上位のチームを上位とする。

10. 各フェーズにおける参加チームのフェーズ順位は、当該フェーズの合計ポイントの多
寡によって決定する。当該ポイントが同数の場合、以下の各基準を、フェーズ順位が決
定するまで上から適用するものとする。
(1) 当該フェーズにおけるドン勝数が多いチームを上位とする。
(2) 当該フェーズにおける生存ポイントが多いチームを上位とする。
(3) 当該フェーズにおけるチームの合計キル数が多いチームを上位とする。
(4) 当該フェーズ最終ラウンドにおける生存順位が上位のチームを上位とする。
11. 各シーズンにおける参加チームの順位は、当該シーズンの合計ポイントの多寡によっ
て決定する。当該ポイントが同数の場合、以下の各基準を、シーズン順位が決定するま
で上から適用するものとする。
(1) 当該シーズンにおけるドン勝数が多いチームを上位とする。
(2) 当該シーズンにおける生存ポイントが多いチームを上位とする。
(3) 当該シーズンにおけるチームの合計キル数が多いチームを上位とする。
(4) 当該シーズンの最終ラウンドにおける生存順位が上位のチームを上位とする。
12. 各ラウンド終了後、チームリーダー（参加チームの裁量で決定するリーダー。以下同じ。

なお、参加チームは選手の中から１名のチームリーダーを選任しなければならない。）
は、当該ラウンド終了後のマッチ結果画面のスクリーンショットを当社に提出する必
要がある。当該スクリーンショットを当社に提出しない場合、ラウンド終了後にラウン
ド結果に対して異議申し立てをすることは認められない。
13. カスタムルームの詳細設定は、KRAFTON が本ゲームの大会に関して規定するグロー
バル基準に従って当社が設定する。なお、公平性の観点から、当該グローバル基準につ
いては公開しないものとする。
第４章
1.

別大会への移行

本ゲームの世界大会（以下「世界大会」という。）が実施される場合、当該世界大会実
施直前に終了したフェーズ１およびシーズンの優勝チームは、いずれも当該世界大会
への出場権を獲得できる。ただし、世界大会の実施時期により、当該世界大会実施直前
に終了したフェーズ１およびシーズンの優勝チームではなく、当社が指定したチーム
が当該世界大会への出場権を獲得できるものとする。

2.

１シーズンを通じた成績が下から２番目までの２チームは、規約第４編第４章第１条
の定めにかかわらず、脱退したものとみなし、翌シーズンは本大会に参加できないもの
とする。ただし、翌シーズンに PUBG MOBILE CHALLENGE LEAGUE （以下「PMＣ
L」という ）が開催される場合には、当該２チームは PMCL に参加できるものとする。
また、当社が別途認めた場合、PMCL の１シーズンを通じた成績が上から２番目まで
の２チームは、翌シーズンの本大会に参加できるものとする。

第５章
1.

注意事項

ゲームのバージョン
(1) 本大会は、KRAFTON が提供している本ゲームの最新バージョンを使用して実施
するものとする。
(2) シーズン中に本ゲームのアップデートが行われた場合、各ラウンド開始時点にお
けるアップデート後の最新バージョンを使用して実施するものとする。
(3) 本大会は日本語版の本ゲームを使用して行われる。選手は、グローバル版の本ゲー
ムを使用して本大会に出場することはできない。
(4) 前各号にかかわらず、やむを得ない事由があると当社が認める場合、当社が指定し
たバージョンの本ゲームを使用するものとする。

2.

選手の接続
(1) チームリーダーおよびチームマネージャー（参加チームの裁量で決定するマネー
ジャー。以下同じ。なお、参加チームは、任意で、選手以外の者の中から１名のチ
ームマネージャーを選任できるものとする。）は、当社より指定された時刻までに
指定された Discord 内チーム専用チャット（以下「大会チャット」という。
）に接
続しなければならない。
(2) オンライン試合において試合中は全選手が大会チャットに接続しなければならな

い。
(3) 本大会に関する質疑応答は、大会チャットでのみ受け付けるものとする。ただし、
当社が別途認めた場合はこの限りではない。
(4) オフライン試合におけるラウンド中のボイスチャットは、ゲーム内のボイスチャ
ット機能を利用したものに限って認めるものとする。ただし、当社から別途指定し
た場合は、それに従わなければならない。
(5) オンライン試合におけるラウンド中のボイスチャットについては、原則として指
定は行わないものとするが、選手以外の者が参加することを禁止する。ただし、当
社から別途指定した場合は、それに従わなければならない。
(6) オンライン試合において、当社から指示があった場合、出場選手はチェックイン時
に当社が指定するビデオ通話アプリを使用した本人確認を行わなければならない。
(7) オンライン試合において、当社から指示があった場合、出場選手は試合中に当社が
指定する方法で手元の映像を送信しなければならない。
(8) チームリーダーは、大会チャットにてカスタムルームが作成されたことを確認次
第、ラウンドが開始するまでに指定されたカスタムルームに接続し、用意されたチ
ームスロットに素早く移動したうえで、ラウンドが開始するまで待機するものと
する。
(9) チームリーダーが試合開始時刻になっても大会チャットに接続せず、かつ、試合開
始時刻までに当社に合理的な理由を連絡しなかった場合は、当該チームリーダー
の所属する参加チームは、当日の全ラウンドに接続する権利を当然に失うものと
する。
(10) 選手、監督、チームマネージャーその他の参加チーム関係者（以下「参加チーム関
係者」と総称する。
）が、自身が行った本大会に関する異議申立ての内容を第三者
に開示した場合、当社は、当該参加チーム関係者の所属する参加チームに対してペ
ナルティを科す場合がある。
(11) 選手が使用するアカウントについて、選手は自身の責任のもと管理しなければな
らない。
3.

ラウンドのやり直し
(1) 選手によるカスタムルームへの接続後、待機エリアから輸送機が発進した時点で
ラウンド開始とする。
(2) ラウンド開始後は、原則としてラウンドのやり直しは実施しないものとする。ただ
し、本細則の別の規定によりラウンドのやり直しが認められる場合、または当社が
別途認めた場合はこの限りではない。
(3) ラウンドのやり直しは、1 ラウンドにつき 2 回までとする。ただし、当社の判断に
より、3 回以上ラウンドのやり直しを実施する場合がある。
(4) ラウンド開始前に試合に出場する選手の１名以上が待機エリアへの接続を失敗し

た場合、ラウンドのやり直しを行う。
(5) ラウンド中にカスタムルームに障害が発生した場合、ラウンドのやり直しを行う。
(6) ラウンドが正常に開始した後、選手側で接続が切断された場合、再接続機能を使っ
て復帰できればそのまま当該ラウンドに出場することができる。復帰できなかっ
た場合、当該選手の獲得するキルポイントは切断された時点のポイントが計上さ
れるが、チームの順位に応じたポイントおよび復帰できなかった選手以外の選手
が獲得したキルポイントは正常に計上されるものとする。ただし、当該選手の切断
に対して、参加チームまたは当該選手に対しペナルティを科す場合がある。
(7) ゲーム内で物理的に移動・滞在出来ない地形や、立ち入り出来ない場所に侵入して
キャラクターが行動不能になった場合、選手の自己責任としラウンドのやり直し
は実施しないものとする。
(8) 選手が準備した端末におけるトラブルは、全て当該選手の責任とし、仮に当該トラ
ブルが生じた場合であっても、試合の中断や、ラウンドのやり直しは実施しないも
のとする。
(9) 当社が準備した端末におけるトラブルは、別途当社の判断により、試合の中断、ラ
ウンドのやり直し、代替物の使用およびポイント補填を実施する場合がある。
(10) 前各号にかかわらず、当社の判断により、ラウンドのやり直しを行う場合がある。
4.

その他大会の進行
(1) 選手は、当社が別途指示した場合は、当社が別途提供するゲームクライアントまた
はツールを使用して本大会に出場するものとする。
(2) 各ラウンドの受付時点において、４名以上の選手を揃えられなかった参加チーム
は、そのラウンドに参加する事は出来ず、当該ラウンドにおける獲得ポイントは 0
とする。ただし、当社が別途参加を認めた場合を除く。
(3) ラウンド開始時点において、当社が当該ラウンドのステージとして指定するマッ
プをダウンロードできていなかった選手は、当該ラウンドに出場する事は出来ず、
当該ラウンドにおける獲得ポイントは 0 とする。ただし、当社が別途出場を認め
た場合を除く。
(4) 指サック、パウダー、固定スタンドの使用は認められる。その他デバイス等に関し
ては、当社が認めた物に限り使用が認められる。
(5) 当社が、選手が使用する端末を指定することがある。
(6) オフライン試合実施時は、競技テーブル上に当社が認めた物以外は置くことは出
来ない。
(7) 前各号のほか、別途当社の指示があった場合には当該指示に従うものとする。

第６章

禁止事項

参加チーム関係者は、以下に該当する行為、またはそのおそれのある行為を行ってはならな
い。当社は、以下に該当する行為またはそのおそれのある行為について、参加チーム関係者

が第三者に実行を促した場合または第三者による行為を黙認した場合についても、当該参
加チーム関係者の違反行為とみなすことができる。
(1) 法令（刑罰法規を含む。
）に違反する行為または公序良俗に反する行為。
(2) 当社、他の参加チーム関係者またはその他の第三者の権利または利益を侵害する行為。
(3) ドーピング行為（種類のいかんを問わない）。
(4) 出場選手が、本大会の配信を視聴しながら試合に出場する行為（ゴースティング）。い
かなる場合でも試合が終了するまでは、本大会の配信を視聴することは出来ない。
(5) 大会運営用 Discord への招待 URL や大会チャットの内容を、参加チーム関係者以外に
開示する行為。
(6) カスタムルームへの接続パスワードを、参加チーム関係者以外に開示する行為。
(7) チーミングや談合など、他の選手と結託して不当に試合結果を操作する行為。
(8) 当社の業務妨害もしくは運営妨害または当社の指示に従わない行為。
(9) 複数のアカウントを利用して本大会に出場する行為。
(10) 同一のアカウントを利用して複数の参加チームに所属し、本大会に出場する行為
(11) 当社が用意した機材に、当社の許可を得ずにアプリケーションをインストールする行
為。
(12) チートツールを含む不正ツールを使用する行為。
(13) ゲームに影響を与えるデバイスを使用する行為。
(14) 当社から許可を得ていない外部ツールを使用する行為。
(15) 方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に
影響を及ぼすおそれのある不正な行為。
(16) 選手が試合中に、当社が提示するものを除く外部情報を参照する行為。
(17) 選手が試合中に、当社の許可を得ずに試合会場から外部に移動する行為。
(18) 試合中に、対戦相手や審判等の本大会運営スタッフ以外の者と、当社の許可を得ずコミ
ュニケーションをとる行為。ただし、インターバル中は参加チーム関係者内でのコミュ
ニケーションは認める。
(19) 試合中に、出場選手以外の者が競技エリアに立ち入る行為。
(20) 試合中の選手にみだりに話しかける行為。
(21) 選手が自チーム以外の端末ならびにデバイスに接触する行為。
(22) 選手がラウンド中に、当社の許可を得ずにメモを取る行為、その他選手が試合に関する
記録を取る行為。
(23) オフライン試合中に、当社の許可を得ずに、選手が競技エリア内に外部と連絡の取れる
電子機器（スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット、PC 等。ただし、ゲー
ムに使用する機器は除く。）を持ち込む行為、および選手が外部と連絡を取る行為（た
だし、規約または本細則の別の規定により認められている場合は除く。）
。
(24) 本大会の受付時間に遅れる行為。ただし、災害などやむを得ない事由によるものと当社

が判断した場合はこの限りではない。
(25) 試合開始時刻に遅れる行為。ただし、災害などやむを得ない事由によるものと当社が判
断した場合はこの限りではない。
(26) 本大会の出場権を譲渡する行為。
(27) ロースター登録（第３編第２章において定めるとおり。以下同じ。）されていない選手
が出場する行為。
(28) 選手が試合中に、本ゲーム内において物理的に移動、または滞在出来ない地形などの本
ゲーム内の不具合を利用する行為。
(29) 選手がラウンド中に、ゲーム画面以外の画面を開く行為。
(30) 試合中または試合終了後に、個人のアカウント、チームのアカウントその他アカウント
の名義を問わず、試合を配信しまたは録画した動画を投稿する行為。
(31) ラウンド中の SNS その他のソーシャルメディア（以下「SNS」という。
）への投稿。
(32) 試合中に他チームに対して、物品の供与または貸与を行う行為。
(33) 全力を尽くさず、スポーツマンシップ、誠実性、フェアプレイへの精神に反する行為。
(34) 当社または KRAFTON が運営するすべての e スポーツ大会、および本ゲームの信用
を失わせるような言動を行うことならびに暴言、ハラスメント行為、暴力、煽り行為、
その他の非紳士的行為。
(35) その他、当社が不適切であると合理的な根拠に基づき合理的に判断した行為。
第７章

最終決定権

本編に記載の内容、ルール、および不正行為に対するペナルティに関する全ての最終的な判
断および決定は当社が単独で行うものとし、チームオーナーおよび選手は当該判断を最終
のものと認め、異議を述べないものとする。
賞金規定
第１章
1.

チーム賞金

当社は、参加チームの各シーズンにおける順位および各試合における順位に応じて、当
該参加チームを運営・管理するチームオーナーに対して、以下のとおり賞金（税別）を
支払うものとする。
順位

シーズン賞金

1 日賞金

#1

¥100,000,000

¥2,000,000

#2

¥25,000,000

¥1,000,000

#3

¥10,000,000

¥800,000

#4

¥8,000,000

¥500,000

#5

¥6,000,000

¥400,000

#6

¥4,000,000

¥300,000

2.

#7

¥2,000,000

¥200,000

#8

¥1,000,000

¥150,000

#9

¥800,000

¥100,000

#10

¥600,000

¥80,000

#11

¥400,000

¥60,000

#12

¥300,000

¥40,000

#13

¥200,000

¥20,000

#14

¥150,000

¥15,000

#15

¥0

¥10,000

#16

¥0

¥10,000

当社は、当社の判断により、参加チームに対する表彰を行う場合がある。

第２章

個人賞金

当社は、選手個人の各シーズンにおける成績に応じて、当該選手が所属する参加チームを運
営・管理するチームオーナーに対して、以下のとおり賞金（税別）を支払うものとする。な
お、以下の各タイトルの受賞者選定方法の詳細については、当社が別途決定し、各チームオ
ーナーに通知または公表するものとする
タイトル

回数

賞金

PLAYER OF THE DAY

24

¥100,000

SEASON MVP

1

¥1,000,000

MOST KILLS

1

¥800,000

MOST DAMAGE

1

\500,000

MOST REVIVES

1

\100,000

THE LONGEST SHOT

1

\100,000

チーム規定
第１章

チーム構成

各参加チームは、本大会への参加資格を維持するため、常に以下の構成となっている必要が
ある。なお、別途当社が認める場合を除き、試合開始時において、試合に出場できる選手が
4 名未満であった場合、当該試合における獲得ポイントは 0 とする。
(1) 試合に出場する選手は 4 名とする。試合に出場できるのは、ロースターとして登録さ
れた選手に限られる。なお、ロースター登録については次章で定めるものとする。
(2) 前号に加えて、リザーバー（控えの選手を指す。以下同じ。）を 1 名設定するものとす
る。ただし、設定できるリザーバーはロースター登録された選手に限られるものとする。

(3) アクティブ・ロースター（ロースター登録された選手の中で、実際に試合出場が可能な
選手をいう。リザーバーを含む。以下同じ。）は、当社が別途認める場合を除き、その
出場する試合中は、全員日本国内にいなければならない。
(4) 本大会の試合参加時において、5 名の選手（リザーバーを含む。）の確保が必要である。
ただし、不測の事態等で選手を確保できない時、当社の事前の承諾がある場合に限り、
リザーバーなしで試合参加を認めるものとする。
第２章

ロースター登録

チームオーナーは、各シーズンの開始前に、本大会に出場できる資格を持つ選手を、ロー
スターとして登録しなければならない。ロースター登録の詳細は以下のとおりとする。
(1) ロースターとして登録できる選手は 1 チームにつき最大 7 名とする。
(2) 外国籍の選手は、1 チームにつき最大 2 名までロースター登録を可能とする。ただ
し、アクティブ・ロースターに登録できる外国籍の選手は 1 チームにつき１名までと
し、日本国籍の選手を最低 4 名アクティブ・ロースターに登録する必要がある。
(3) 海外で開催されている本ゲームの大会に出場している選手や、他の参加チームに所属
している選手の二重登録は認められない。
(4) ロースター登録は、当社が定める日までに当社が別途指定するロースター申請書を当
社に提出する方法により行うものとする。
(5) ロースター登録されていない選手が当社による事前の承諾なく出場した場合、当該選
手が所属する参加チームに対してペナルティを科すものとする。
第３章
1.

選手の抹消

選手をロースター登録から抹消することが決まったときは、チームオーナーは速やか
に当社が別途指定する書式を当社に提出しなければならない。

2.

当社が当該書類を受領した時点で、当該選手はロースター登録から抹消される。

3.

ロースター登録者数は最低５名を維持する必要があるため、抹消に伴いロースター登
録者数が４名以下になる場合は、当社が別途認める場合を除き、チームは選手を１名追
加して、５名以上のロースター登録者数を維持しなければならない。

第４章
1.

選手の一時的な離脱

選手の負傷、罹患、その他のトラブルにより試合の長期的な欠場が見込まれる場合は、
チームオーナーは速やかに当社が別途指定する書式を当社に提出しなければならない。

2.

当社が当該書類を受領した時点で、当社は当該選手の一時的な離脱を認めるものとす
る。

3.

一時的に離脱した選手について、離脱の対象となる期間は離脱したシーズンのみとす
る。当該シーズンが終了する前にその選手が復帰する場合は、再度のロースター登録は
不要とする。当該シーズンが終了してからその選手が復帰する場合は、第２章の定めに
従い、再度ロースター登録を行わなければならない。

4.

選手の家族や親族など、近親者（３親等までとする。）が亡くなった場合は、チームオ

ーナーが当社が別途指定する書式を当社に提出し、当社が認めたときに限り、チームオ
ーナーはロースター登録された選手の中から代替選手を指定することができる。
第５章
1.

チームの欠員補充

前二章に従い、選手の抹消または一時的な離脱がなされた場合に限り、代替の選手補充
のために、シーズン中にロースター登録を行うことを認める。補充された選手は、第２
章に基づくロースター登録申請後、当社の承認をもって、当該承認以降の試合出場が可
能となる。

2.

代替の選手補充について、シーズン中の追加人数は２名までとする。第３章に基づいて
登録を抹消された選手が復帰する場合は、追加人数としてカウントする。第４章に基づ
いて一時的に離脱した選手が復帰する場合は、追加人数としてカウントしない。

第６章
1.

制限リスト

KRAFTON または当社から出場停止処分を科されている選手および第４章に基づいて
一時的に離脱している選手のリストを制限リストという。

2.

KRAFTON または当社が科した出場停止処分が解除された場合または一時的な離脱か
ら復帰した場合、当該選手は、制限リストから自動的に外れるものとする。

第７章
1.

アクティブ・ロースター

チームは、試合実施日の3日前の17時59分までに、当社が別途指定するアクティブ・
ロースター申請書を提出する形式でアクティブ・ロースターを当社に申請しなければ
ならない。

2.

アクティブ・ロースターに登録できる選手は最大5名（リザーバーを含む。）とする。

3.

アクティブ・ロースターとして申請・登録できる外国籍の選手は、１名までとする。

4.

アクティブ・ロースターは試合当日に当社により公開されるものとする。

5.

当社が別途指定するアクティブ・ロースター申請書の提出後、不慮の事故等により申
請した選手が試合に出られないこととなった場合は、当社が認めたときに限り、チー
ムオーナーはロースター登録された選手の中から代替選手を指定することができる。
チーム名規定

第１章

チームの名称

1. チームオーナーは、自己が運営・管理する参加チームを特定する名称として使用を希望
するものを当社に申請し、当社の承諾を得なければならない。
2. 参加チームの名称には、チームオーナーの名称を含むことができる。
第２章

チームの呼称

1. チームオーナーは、自己が運営・管理する参加チームを特定する呼称として使用を希望
するものを当社に申請し、当社の承諾を得なければならない。
2. 参加チームの呼称には、チームオーナーの名称を含むことができる。
3. 参加チームの呼称は、前章に定める参加チームの名称と同じでも良い。

第３章

チームの略称

1. チームオーナーは、自己が運営・管理する参加チームを特定する略称として使用を希望
するものを当社に申請し、当社の承諾を得なければならない。
2. 参加チームの略称は、英字大文字で 2～3 文字以内とし、本ゲーム内の表示等に用いる。
3. 参加チームの呼称には、チームオーナーの名称に由来する英数字大文字を含むことがで
きる。
第４章

チームのロゴ

1. チームオーナーは、自己が運営・管理する参加チームを特定するロゴとして使用を希望
するものを当社に申請し、当社の承諾を得なければならない。
2. 参加チームのロゴには、チームオーナーの名称を含むことができる。
第５章

チームのエンブレム

1. チームオーナーは、自己が運営・管理する参加チームを特定するエンブレムとして使用
を希望するものを当社に申請し、当社の承諾を得なければならない。
2. 参加チームのエンブレムには、チームオーナーの名称を含むことができる。
第６章

申請期限

前各章の申請は、当社が別途指定する日までに、当社が別途指定する書式を用いて、当社に
対して行わなければならない。なお、前各章の申請内容について変更を希望する場合、別途
当社が認めた場合を除き、変更開始日の 3 か月前までに、当社が別途指定する書式を用い
て、当社に対して申請を行い、当社の承認を得なければならない。
ユニフォーム規定
第１章

ユニフォーム

ユニフォームとは、トップスおよびボトムスを指すものとする。
第２章

着用義務

選手は、本大会の試合においては、第５章に基づいて事前に承認を得たユニフォームを着用
しなければならない。
第３章
1.

ユニフォームのデザイン等

統一デザイン
ユニフォームのデザインに関しては、参加チーム内で統一しなければならない。

2.

チーム名
ユニフォームにはチーム名をつけることができる。

3.

選手名
ユニフォームには、選手名またはその通称を表示することができる。

4.

広告
(1) ユニフォームに広告表示を行う場合、当該広告は極端にユニフォームから突出し
てはならず、危険性のない適切な素材を用いて行わなければならない。

(2) 広告表示の数は制限しないものとする。
(3) 広告表示の内容が不適当であると当社が判断した場合には、当社はチームオーナ
ーおよび選手に当該広告表示を停止させることができる。
5.

指定マーク等
当社が指定した場合、シャツのいずれか１か所に、当社が指定するマークを 1 点つけ
なければならない。

6.

その他
(1) ユニフォームには、政治的、宗教的または個人的なスローガン、メッセージまたは
イメージを表示してはならない。
(2) ユニフォームは過度に露出がないものとしなければならない。
(3) タトゥー・入れ墨がある場合、これを露出しないようにしなければならない。

第４章

ユニフォーム以外のデザイン等

ヘッドセット、リストバンド、シューズ、キャップ、メガネ等、ユニフォーム以外に選手が
身に着けるもの（以下「アイテム」という。）における広告の掲示数は、1 アイテムにつき
1 か所までとする。なお、前章第 6 項第 1 号は、アイテムについても準用する。
第５章

ユニフォームおよびアイテムの事前承認

チームオーナーは、自己が運営・管理する参加チームの選手が使用するユニフォームおよび
アイテムに関し、当社が別途指定する日までに、当社が別途指定する書式を当社に提出し、
当社の承認を得なければならない。当社の承認を得ていないものは一切着用を認めない。
第６章

事前承認の有効期間及び変更

前章に基づく当社の承認は、当該シーズンの終了まで有効とし、翌シーズンは再度前章に定
める承認を得なければならない。なお、当社から前章に定める承認を得た内容について変更
を希望する場合、別途当社が認めた場合を除き、変更開始日の 1 か月前までに、当社が別途
指定する書式を当社に提出し、当社の承認を得なければならない。
プロパティ利用規定
第１章
1.

当社の知的財産権

当社は、次章に定める場合および当社が明示的に許諾した場合を除き、チームオーナ
ーおよび参加チーム関係者に対して、当社が保有する特許権、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（以下総称して「知的財産権等」という。）を一切許諾す
るものではない。

2.

本大会の試合および本大会に関連するイベントに関連する映像に関する知的財産権等
は、当社が別途認めるものを除き、全て当社に帰属するものとする。

第２章
1.

当社による利用許諾

チームオーナーは、本大会の名称、ロゴおよびエンブレム等、当社の知的財産を使用

して商品の製造または販売を行う場合、当該商品の種類毎にその使用形態等および商
品の詳細等の当社が別途指定する事項を当社に通知し、その使用について当社から事
前の承諾を得なければならない。チームオーナーが、当該承諾に基づいて、商品の製
造および販売を行う場合、チームオーナーは、当社に対して、１商品につき売上の
10%（税別）に相当する金額をライセンス料として支払うものとする。ただし、チー
ムオーナーが、商品の製造または販売を行うに際して、当社の知的財産に加え、
KRAFTONを含む第三者の知的財産を使用する場合には、本項に基づいてチームオー
ナーが支払う金額は、当社、当該チームオーナーおよび当該第三者の間で協議のうえ
決定するものとする。
2.

チームオーナーは、無償か有償かを問わず、ゲーミングハウス等の参加チームが用意
した練習・試合設備で、試合終了後などにその模様を配信し、当該配信を元にコンテ
ンツの制作をする場合、または、同一の設備内にて試合観覧も含めた観客招致形式で
のファンイベント等を開催する場合、それらの実施の２週間前までに、当社が別途指
定する事項を当社に通知し、それらの実施について当社から事前の承諾を得なければ
ならない。チームオーナーは、本大会に関連した配信、コンテンツ提供、ファンイベ
ント等を有償で実施する場合、それらの売上の20％（税別）を当社に支払わなければ
ならない。ただし、チームオーナーが、本大会に関連した配信、コンテンツ提供、フ
ァンイベント等を有償で実施するに際して、当社の知的財産に加え、KRAFTONを含
む第三者の知的財産を使用する場合には、本項に基づいてチームオーナーが支払う金
額は、当社、当該チームオーナーおよび当該第三者の間で協議のうえ決定するものと
する。

3.

チームオーナーが当社による本大会の配信に係るクリップを使用して動画コンテンツ
を作成する場合、当社に対して事前に申請しなければならない。また、作成された当
該動画コンテンツの配信前に、その内容について、当社の承諾を得なければならな
い。

第３章

チームオーナーによる利用許諾

規約第６編第２章第１条に基づく利用許諾は、原則として無償とするが、当社が本大会の
グッズおよび書籍等の商品化を行い、かつそれらを販売する場合には、当社は、許諾元と
なるチームオーナーに対して、１商品につき売上の10%（税別）に相当する金額をライセ
ンス料として支払うものとする。ただし、１商品につき、複数のチームオーナーに対して
支払義務が生じる場合には、ライセンス料は、１商品につき売上の10%（税別）に相当す
る金額を当該チームオーナーの数で割った額とする。
第４章

選手による利用許諾

規約第６編第２章第２条に基づく利用許諾は無償とする。
第５章
1.

その他

本大会に関連するか否かに関わらず、本大会に出場する選手は、申込時から本大会の終

了までの間（自己のロースター登録が抹消された場合または自己が所属する参加チー
ムが本大会から脱退した場合はそのいずれか早い時点までの間）に、以下の各号の行為
を行う場合、事前に当社の承諾を得なければならない。
(1) テレビ・ラジオ番組およびインターネット等を通じて公衆送信される番組等への
出演
(2) イベントへの出演
(3) 新聞・雑誌取材への応諾
(4) 第三者の広告宣伝等への関与
2.

前項各号の行為に関する対価の分配は、チームオーナーと選手との間で協議のうえ定
めるものとする。
移籍・トレード規定

第１章
1.

移籍規定

移籍
(1) 移籍とは、選手が自己の所属する参加チームから脱退し、別の参加チームへ入団す
ることをいう。ただし、当該選手の脱退と引き換えに別の参加チームから他の選手
が入団する場合（以下「トレード」という。）を除く。
(2) 期限付き移籍（レンタル移籍）は認めないものとする。

2.

移籍の手続
(1) 自己の運営・管理する参加チーム以外の参加チームの選手の獲得を希望するチー
ムオーナー（以下「交渉希望者」という。）は当社が別途指定する移籍交渉希望
届を事前に当社に提出するものとする。当社は、当該届出に基づいて、交渉相手
となるチームオーナー（以下「交渉相手」という。
）に対して打診を行い、交渉
に応じる旨の回答があれば、その旨を交渉希望者に対して伝えるものとする（以
下「交渉許諾」という。
）
。交渉希望者は、当社の行う交渉許諾を待って、初めて
交渉相手と協議を開始できるものとする。
(2) 移籍に関する交渉は、前号の定めに従い、チームオーナー間でのみ行うことがで
きるものとする。ただし、チームオーナーは、当該交渉を自己が管理する参加チ
ーム関係者に委任できるものする。
(3) 移籍に合意した選手を試合で起用するためには、ロースター登録が必要となる。
(4) 上記のルールに違反したと当社が判断した場合は不正引抜きとみなされ、不正引
抜きによる移籍は無効となる。またチームオーナーにはペナルティが科される。

3.

移籍期間
移籍および移籍に関する交渉は、各シーズンのフェーズ２における最終試合の翌日か
ら同年 12 月 31 日までの間に限り行うことができる。

4.

移籍金

(1) 移籍の際にチームオーナー間の合意により生じる移籍金について、上限額は設け
ないものとする。
(2) チームオーナー間で合意した移籍金については、その全部または一部を当社に納
付する必要はないものとする。
第２章
1.

選手トレード規定

トレード
(1) チームオーナーは、別のチームオーナーとの間で、選手のトレードを行うことがで
きるものとする。
(2) 期限付きトレード（レンタルトレード）は認めないものとする。
(3) トレードは、必ずしも同じ人数同士（例：1 対 1、2 対 2、3 対 3）で行う必要はな
い。
(4) チームオーナー間の合意により、トレードに際して、一方が対価を支払うことも認
められる。なお、当該対価については、その全部または一部を当社に納付する必要
はないものとする。

2.

トレードの手続き
トレードの手続きについては、前章第２項を、
「移籍」を「トレード」に読み替えて適
用するものとする。

3.

トレード期間
トレードおよびトレードに関する交渉は、各シーズンのフェーズ２における最終試合
の翌日から 12 月 31 日までの間に限り行うことができる。

第３章
1.

その他

いずれの参加チームにも所属していない選手および第 3 編第 3 章第 2 項に基づきロー
スター登録から抹消された選手はフリーエージェントプレイヤー（自由交渉選手）とみ
なされ、チームオーナーは前二章の規定にかかわらず、自由に契約交渉を行うことがで
きる。

2.

各参加チームにおいて、シーズン開催時に新たなロースターに登録される選手の少な
くとも１名が、前年のシーズンのロースターと同じ選手である必要がある。ただし、選
手の引退等によって当該条件を満たせない場合は、この限りではない。

3.

シーズン中に選手のロースター登録を抹消した場合、参加チームは自身のホームペー
ジや SNS において、すみやかにその旨を開示しなければならない。

【2020 年 11 月 13 日制定】
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【2021 年 2 月 4 日改定】
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