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1 はじめに 

「e-Sports フェス 2019~令和最初の夏祭り~」(以下、「本大会」といいます)は、ヒューマン

アカデミー株式会社(以下、「運営事務局」といいます)が運営および管理を行い、以下のと

おり本大会のルールを定めています(以下、関連する注意事項等も含めて「本規約」といい

ます)。 

 

2 参加資格 

本大会には、以下の参加資格が必要となります。 

 

(1) 本規約に同意いただけること。 

(2) 大会エントリーサイトから参加申し込み（以下、「エントリー」といいます）を行い、

参加資格を得ていること。 

(3) エントリー情報に虚偽がないこと 

(4) 参加の応募が多数の場合、抽選により出場者（番組内対戦に出場することが決定した参加者

をいい、以下「出場者」といいます）が選ばれることに予め同意すること 

(5) 日本国内に居住していること。 

(6) 大会に出場する時点で満 16 歳以上であること。 

(7) 日本語で大会運営スタッフや他の選手と円滑にコミュニケーションが取れること。 

(8) 本規約と別途指定する大会進行手順を理解し遵守すること。 

(9) 運営事務局に所属していないこと。 

(10) エントリー名に不適切な単語が含まれず、また第三者の権利を侵害していないこと。 

(11) 転載系まとめサイトの運営に関与していないこと。また、RMT 関連企業に所属してい

ないこと。 

(12) 本大会において氏名、年齢、住所などの個人情報を運営事務局に提供し、運営事務局や

メディア各社による写真撮影や取材を許可すること。 

(13) 選手自身とその親族が、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、総会屋等、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）または、反社会的勢力と関係を有する者ではな

いこと。 

 

3 大会エントリー 

本大会では、以下の２つの競技を実施します。 

・Shadowverse(シャドウバース) 

・PUBG MOBILE(ピーユービージーモバイル) 

 

(1) エントリーは、すべて「e-Sports フェス 2019~令和最初の夏祭り~」エントリーサイト



にて行います。 

(2) エントリーの際は事前に、「2 参加資格」を満たしているかご確認ください。 

(3) エントリーの際、参加者は以下の個人情報を記載する必要があります。保護者に関する

個人情報については、必ず保護者の事前の承諾を得て、保護者の確認のもと記載してく

ださい。 

① （氏名 / ゲーム内の名前 / ゲーム内の名前のフリガナ / ユーザーID / 携帯電話

番号 / メール アドレス） 

② 氏名、携帯電話番号、メールアドレス等の個人情報は、ご本人様確認、運営事務局

とお客様との連絡のために使用 いたします。 

③ エントリー後は、運営事務局からの要請がある場合を除き、大会が終了するまでゲ

ーム内の名前を変更しないようお願いいたします。 

④ 運営事務局はゲーム内の名前について変更を要請でき、選手はその要請に従う必要

があります。 

⑤ エントリー締め切り後の登録情報の変更につきましては、一切ご対応できません。

入力間違いには十分ご注意ください。 

(4) エントリーを行った方が定員を超えた場合、運営事務局の公平な抽選によって本大会の

参加者を決定いたします。 

 

4 番組構成 

番組は該当する 2 タイトルでオンラインマッチ形式で進行いたします。 

Shadowverse で行われる企画では一般抽選で選ばれた挑戦者が「有名プレイヤー」（番組

がキャスティングしたプレイヤーを指します）と対戦をする形式で構成されています。一般

抽選で呼ばれた番組出場者（チャレンジャー）は 番組内で主催者が用意した有名プレイヤ

ーに対し番組が用意したルールで勝利すれば番組から景品を獲得できます。 

PUBG MOBILEでは事前応募者同士によるオンラインでのバトルロイヤル形式でオンラ

インマッチを実施いたします。番組内で実施されたバトルロイヤル対戦で勝ち抜いたプレ

イヤーは番組から景品を獲得できます。 

※本企画の配信では不正を防ぐため全放送においてディレイ配信(約 5 分遅延)を 

行なっております。あらかじめご了承ください。 

 

 

5 大会形式 

番組内で行われる各ゲームタイトルの対戦は、それぞれ以下の通りです。なお、以下に定め

る内容に限らず、主催者から不正とみなされる行為を行なった場合には当該不正を行った

者に対し、ペナルティ等を与えることがありますので予めご留意ください。 

※下記⽂中に含まれていない事項については、原則番組主催者の決定に従ってください。  



 

（1）Shadowverse(シャドウバース) 

  ①本企画対戦は「2Pick」で行われます。 

②試合は『Shadowverse』（日本語版）の最新バージョンを使用して行います。 

※本企画では、全てのバトルの全ての内容が、運営チームによって 

ストリーミング放送される可能性があります。 

※本企画にエントリーされた方は、本企画で行われるバトルの、全ての内容が 

ストリーミング放送されることに同意したものとします。 

※ストリーミング放送される試合は、運営チームが用意する機材を使用して行います。 

その際、ゲーム上の設定は運営チームによって指定します。 

 

（2）PUBG MOBILE(ピーユービージーモバイル) 

  ①対戦はソロモードで行ないます。 

  ②対戦に使用するマップは放送当日の最新のマップとします。 

③他設定が変更される場合は、番組主催者から別途通知します。 

④番組企画参加者は主催者が作成した指定のカスタムサーバーへ接続する 

必要があります。サーバー名とサーバー接続パスワードは放送前に 

番組出演者たちへ伝えられます。 

⑤全プレイヤーは準備完了後、試合開始まで主催者の許可なく試合サーバーから 

離脱することは出来ません。何らかの理由で試合サーバーから離脱する場合は必ず、 

運営スタッフに確認を取ってから離脱してください。 

⑥ゲームスタートと同時にクライアント側で接続切断された場合について、 

１度ゲームスタートし、有効試合と審判が判断した後は、原則として再試合も 

リホストも実施しません。ただし、例外として全てのオブザーバーは何らかの理由で 

ゲームスタートできなかった場合は必ずリホストされます。 

※接続に関する不具合に関して、主催者は一切の責任を負わないものとします。 

※主催者に許可なく無断でカスタムサーバーへの接続パスワードを関係者以外に 

公開する行為は禁止しています。 

※チーミングや談合などの他プレイヤーと結託して不当に試合結果を操作するなどの 

行為は禁止しています。 

※チートツールを含む不正ツールを使用する行為は禁止行為としています。 

※主催者から許可を得ていない外部ツールを使用する行為は原則として 

禁止しています。 

 

 

6 対戦環境 



本大会での対戦環境について定めています。 

 

① ゲームがインストールされた(スマートフォン、ノートパソコンなど)を各自ご用意

いただき、自身の端末で試合を行います。 

② 最新バージョンを使用して試合を行います。 

③ 各選手はエントリーサイトにて登録したご自身のアカウントを使用して試合を行

います。 

 

7 配信 

(1) 本大会では、全てのバトルの全ての内容が、運営事務局によってストリーミング放送さ

れる可能性があります。  

(2) 全ての選手は、大会で行われるバトルの、全ての内容がストリーミング放送されること

に同意したものとします。 

(3) ストリーミング放送される試合は、運営チームが使用する機材を使用して行います。そ

の際、ゲーム上の設定およびクライアントの言語設定は運営チームによって指定させて

いただきます。 

 

8 禁止事項 

(1) 本規約に反すること。 

(2) 大会受付時間に遅れること、定められた時間・場所(オンライン窓)に集合しないこと。 

(3) 大会運営に関する情報を、許可無く外部へ公開すること。 

(4) 参加時の申告内容に虚偽のものを記載して参加すること。 

(5) 同一の人物が、同日の企画に複数回、応募を行うこと。 

(6) 大会への参加権を他者に譲渡すること。 

(7) 定められた時間に定められた Discord チャンネルやと定められた時間に大会へのチェ

ックインを行わないこと。 

(8) 大会開始後に運営事務局に無断で大会を棄権し、離脱すること。 

(9) 大会運営スタッフの大会進行上必要な指示、要請に従わないこと。また、大会進行、運

営を意図的に妨害すること。 

(10) 大会運営スタッフの大会進行上必要な質問に適切に回答しないこと。また、大会運営ス

タッフに虚偽の申告をす ること。 

(11) クライアントを強制終了するなど、故意にバトルを続行不可能にすること。 

(12) 運営事務局に無断で試合用のルームから退出すること。 

(13) 意図的に敗北するよう他の選手に働きかける、もしくはその働きかけに応じて意図的

に敗北すること。 

(14) バトル以外の方法によって勝敗を決定しようとすること。 



(15) (13)(14)のみならず、試合に対し意図的に手を抜くこと、試合の結果やプレイの内容に

ついて、他の参加者と何らかの申し合わせを行うこと等スポーツマンシップに反する行

為や態度を、運営チーム、他の参加者、観客に見せること。 

(16) 意図的に敗北するよう他の選手に働きかける、もしくはその働きかけに応じて意図的

に敗北すること。 

(17) 試合中に、対戦相手や大会運営スタッフ以外の者と、運営事務局に無断でコミュニケー

ションをとったり、試合の 助言を受けたりすること。 

(18) クライアントの脆弱性や不具合を故意に利用すること。 

(19) 公序良俗に反する、卑猥、差別的、攻撃的、肖像権を侵害する可能性のある固有名詞、

その他不適切なゲーム内 の名前を使用すること。 

(20) SNS などでクライアントの信用を失わせるような言動、他の参加者に対する暴言やハ

ラスメント行為、暴力、他の参加者を煽るなどの非紳士的行為を行うこと、その他各種

法令に反する行為を行うこと。 

(21) 本大会に関して賭博を行うこと。 

(22) 反社会的勢力と関係すること。 

(23) ゲームに影響を与えるようなキーボードおよびマウスの拡張機能を使⽤する⾏為 

 

9 ペナルティ 

(1) 出演者が本規約に違反したと主催者が認めた場合、違反した選手にペナルティを 

与えます。 

(2) 与えるペナルティは軽いものから順に警告、バトルの敗北、試合の敗北があり、 

悪質さや影響の大きさなどを考慮し、主催者が決定します。 

(3) 同一の人物が繰り返し、本規約に違反した場合、より重いペナルティが与えられます。  

(4) 主催者は与えたペナルティを、番組公式ウェブサイト上などで公表できるものとします。 

(5) 参加者が本規約に違反したことにより、主催者、株式会社 Cygames、PUBG Corporation 

  並びに本大会に関連する企業に損害を与えた場合には、当該参加者に対して、損害賠償 

請求等の法的措置をとる場合があります。 

 

10 一般 

(1) 免責事項 

① ゲームサーバーのトラブルや天災等やむを得ない事情が発生した場合、本大会を延

期、中断する場合があります。また不可抗力時、運営事務局は選手に対してその責

任を負わず、大会への参加のため に要した諸経費の支払請求の一切を受け付けま

せん。 

② 選手同士のトラブルや、選手が本規約に違反したことにより生じた損害や不利益に

ついて、運営事務局は、運営事務局 の指示や対応に重大な責任がある場合を除き、



一切の責任を負いません。 

(2) 肖像権、パブリシティ権および個人情報の取り扱い等 

① エントリーに際して、提供された選手の個人情報は、本大会の運営や本大会に関連

する広報等の範囲で利用いたします。 

② 参加者は、参加中の肖像・ゲーム内の名前・年齢および自己紹介などの情報が、運

営チームおよび大会関係者が作成するウェブサイト、大会関連の広報物、報道並び

に情報メディアにおいて、今年度並びに来年度以降も使用される可能性があること

を了解し、付随して運営チームおよび大会関係者が制作する印刷物・ビデオ並びに

情報メディアなどによる商業的利用を承諾し、これにつき、肖像権、パブリシティ

権その他の権利を行使しないものとします。 

 

11 準拠法及び裁判管轄 

(1) 本大会及び本規約は日本法に準拠し、日本法にしたがって解釈されるものとします。 

(2) 本大会及び本規約に関する一切の訴訟その他の紛争については、東京地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

12 規約の変更 

(1) 運営事務局は、予告なく本規約を変更する権利を有します。 

(2) 本規約が変更される際は公式ウェブサイト上で告知され、その時点で発効するものとし

ます。 

13 お問い合わせ先 

    運営事務局：unei_jimukyoku@cybere.co.jp  


