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1.はじめに 

東京地下鉄株式会社が主催する東京メトロカップ（以下、「本大会」といいます）

は、ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社が「原宿STREET GAMERS大会運営

事務局」（以下、「運営事務局」といいます）として、本大会の運営および管理を

行い、以下のとおり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）。 

本規約は、本大会に参加する全てのユーザーに適用されます。そのため、本大会に

エントリーするにあたって、あらかじめ本規約をよく読み、同意のうえでエントリ

ーしてください。本大会へのエントリーをもって、本規約に同意したものとみなし

ます。なお、選手が未成年の場合は、必ずあらかじめ親権者等の保護者の同意を得

たうえでエントリーしてください。 

運営事務局は本規約に従って、本大会を進行するほか、本規約に定められていない

内容が発生した場合や本規約を適用することが著しく公平性を欠く結果となる場合

の裁定権を有します。 



運営事務局は、1,本規約の変更が選手の一般の利益に適合するとき、2,本規約の変

更が本規約の目的に反せず、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のいずれかに該当

する場合、選手の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。 

本規約に記載の日時は、全て日本標準時(JST)のものです。 

 

2.使用タイトルおよびバージョン 

本大会で使用するタイトルおよびバージョンは、App StoreまたはGoogle Playスト

アにて配信している「PUBG MOBILE」の最新バージョンとする。 

 

3.参加資格 

本大会に参加するためには、以下の要件を全て満たしている必要があります。エン

トリー後にいずれかの要件を欠いた場合やエントリー時点で要件を満たしていなか

ったことがエントリー後に判明した場合、運営事務局の裁量により、本大会への参

加や本大会の試合結果を取り消すことがあります。 

1) 本規約の内容に全て同意していること。 

2) 本大会の使用タイトルのアカウントを保有しており、かつ当該アカウ

ントがBAN(利用停止措置)されていないこと。 

3) エントリー時点で17歳以上であること。 

4) エントリー時点で未成年の場合、本規約へ同意しての本大会への参加につい

て保護者の同意を得ていること。また、運営事務局が求めた場合、運営事務

局所定の保護者の同意書を提出すること。 

5) 日本国内に居住していること。 

6) 日本語でのコミュニケーションが文章、会話のどちらでも十分にとれるこ

と。 

7) 参加チーム内で1人以上、現在までに東京メトロを通勤・通学等に利用したこ

とがある方が含まれていること。 

8) 現役プロゲーマー（プロゲーミングチームへの所属、大会賞金やスポンサー

による金銭面での支援）ではないこと。 

9) エントリーから大会終了までを通じて、運営事務局からの連絡を受け取り、

指定期間内に返答ができること。 

10) 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。 

4.個人情報の取り扱い 

本大会での個人情報取扱いについて以下の通り定めます。 

① 個人情報を取得する事業者 

ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社 

② 当社の個人情報管理者 

リスクマネジメント部長 西村和晃 

連絡先：電話：03-6451-1202 メール：privacy@whvc.jp 

③ 個人情報の利用目的 

お預かりした個人情報は、以下の目的で個人情報を利用します。 

・問い合わせ対応のため 

・参加されるゲームイベントの運営のため 

・各種ゲームイベントのご案内のため 

・アンケートを行った場合の調査結果の分析のため 

・賞品の提供・発送手続きのため 

なお、活動を終えた個人情報は、当社で責任をもって廃棄処理いたします。 

④ 個人情報の第三者提供 

試合や大会等の運営活動における選手の紹介、写真や動画等を、テレビ番組、

各種SNSサービス、発行印刷物等を通じて、広く一般に提供します。 

⑤ 個人情報の委託 

当社は、上記③の利用目的及び④の第三者提供の範囲内で、個人情報の全部も

しくは一部を他の事業者に委託する場合があります。 

⑥ 個人情報を与えることの任意性と与えなかった場合に生じる結果 

届け出る個人情報の内容は本人の任意ですが、当該情報が正しく届け出されな

い場合は、委託先管理上及び業務上不利益を蒙る可能性もありますのでご承知

おきください。 

⑦ 個人情報に関する権利 

当社に対してご自身の個人情報又は第三者提供記録の開示等（利用目的の通

知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提供

の停止）に関して、下記窓口に申し出ることができます。その際は合理的な期

間内に対応（対応できない旨をご説明する場合も含む）いたします。 

⑧ 委託先事業者の個人情報の苦情、相談窓口 

委託先事業者の個人情報の苦情、相談窓口は、以下の通りとします。 

ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社 個人情報保護事務局 

TEL：03-6451-1202 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-14 



 

5.禁止事項 

選手は、本大会に参加するにあたって、以下の禁止事項に該当する又は該当するお

それのないようにする義務があります。選手が以下の禁止事項に該当する又は該当

するおそれがあると運営事務局が判断した場合、運営事務局の裁量により、本大会

への参加や本大会の試合結果を取り消す場合があります。 

1) 本規約に違反すること。 

2) 本大会の参加にあたって運営事務局からの指示に従わないこと。 

3) 本大会の運営（エントリー資格、禁止行為等の確認・調査を含みます。）に

あたって行う当社の質問に回答しないこと又は虚偽の回答をすること。 

4) 他人になりすましてエントリー、プレイすること。 

5) ゲームが公式に用意している設定、機能、性能等を改変する等のチート行為

をすること。 

6) 他の選手が本大会にエントリー・プレイすることを妨害すること。 

7) エントリー登録したプレイヤー名を本大会参加中に変更すること。 

8) 第三者（他の選手を含みます。）と通じて、意図的に本大会の試合結果を操

作する等の八百長行為をすること。 

9) 本大会の試合結果に関して、賭博行為をすること。 

10) 試合中に意図的にインターネット回線や本ゲームへの接続を切断すること。 

11) 本大会のライブ配信やその他の方法で、対戦中の他の選手（自身が所属して

いるチームは除きます。）のプレイ内容を確認しながら試合へ参加するこ

と。 

12) 暴力的、差別的等の公序良俗に反すること、他者の権利を侵害する等その他

不適切なプレイヤー名及びチーム名を使用すること。 

13) 運営事務局、本大会、ゲーム、他の選手その他対象の如何を問わず、誹謗中

傷、名誉毀損、侮辱、脅迫、差別的、暴力的、攻撃的その他の不適切な行為

や発言をすること。 

14) 運営事務局又は第三者の知的財産権、所有権その他の権利を侵害する行為。 

15) 本大会へ参加する権利、本大会の試合結果に関する利益を享受する権利その

他本大会に関する選手自身の権利を、担保に供すること及び第三者に移転・

譲渡すること。 

16) 本大会の円滑な運営を妨害すること。 

17) 運営事務局が秘密であると指定した情報（本大会に関係なく選手が独自に適

法かつ適正に取得した情報、既に一般に公開されている情報を除きます。）

を、当社の許諾なく第三者に開示・漏えいする行為。 

18) 法令に違反する行為。 



19) 株式会社KRAFTONが定める利用規約「アカウントおよびウェブサイト利用規

約」に違反すること。 

20) 株式会社KRAFTONが定める「モバイルアプリケーション利用規約」（https://

pubgmobile.jp/terms-of-service/）に違反すること。 

21) 上記の各禁止事項について、他者をして行わせるなど、当該禁止事項に触れ

る行為に関与すること。 

22) その他上記の各禁止事項に準じて当社が不適切であると判断する行為。 

 

6.本大会の収録、および映像の使用について 

1) 収録 

a) 本大会では、本大会の様子や選手のプレイ内容（プレイヤー名その他

の当該選手のゲーム画面に映し出される情報を全て含みます。以下

「本大会映像」といいます。）の収録を行います。 

2) ライブ配信及びアーカイブ配信 

a) 本大会は、インターネット上の動画配信プラットフォーム等におい

て、本大会映像をライブ配信及びアーカイブ配信を行うことがありま

すので、あらかじめご了承ください。 

3) 本大会映像及び選手情報の使用 

a) 本大会映像は、本大会終了後においても、運営事務局提携先等のウェ

ブサイト、広告宣伝物、各種報道及び情報メディア等において、使

用・公開される場合があります。また、この場合、本大会映像に関連

して、併せて選手情報（プレイヤー名、チーム名、チームリーダー

名、戦績等）も使用・公開される場合がありますので、あらかじめご

了承ください。 

4) インタビュー 

a) 本大会に関連して選手に対してインタビュー等を行う場合がありま

す。その場合、インタビューに対する回答内容、インタビューの様子

を収録した画像や映像（以下「インタビュー記録」といいます。）

は、運営事務局提携先等のウェブサイト、広告宣伝物、各種報道及び

情報メディア等において、使用・公開される場合があります。また、

この場合、本インタビュー記録に関連して、併せて選手情報（プレイ

ヤー名、チーム名、チームリーダー名、戦績等）も使用・公開される

場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

7.賞品の発送について 



1) 本規約に定める内容の他、商品の発送に関する手続などの詳細については、

本大会の試合結果により賞品を受け取る対象となった選手（以下「賞品対象

者」といいます。）に対して、運営事務局から個別にご連絡します。 

2)  賞品対象者は、運営事務局が定める期限までに、運営事務局指定のフォーム

その他の運営事務局指定回答方法により、運営事務局が賞品の発送のために

必要として求める情報を運営事務局に提供していただく必要があります。運

営事務局が定める期限までにご対応いただけない場合、運営事務局の裁量に

より、賞品の受け取りを辞退したものとして取り扱いますので、ご注意くだ

さい。 

3) 本規約に違反する等の理由により、賞品対象者について、本大会の試合結果

が取り消された場合、当然に賞品を受け取る権利も失われます。 

 

8.注意事項 

1) 本大会に参加するために必要な環境（スマートフォン等の端末、当該端末の

スペック、周辺機器、ソフトウェア、インターネット接続等）は、運営事務

局では費用負担をすることも含めて準備等の対応はいたしませんので、選手

自身でご準備ください。なお、各選手間の当該環境の差によって生じる不

利・不都合等に関しては運営事務局では責任を負いません。 

2) 選手が準備した端末、当該端末のスペック、周辺機器、ソフトウェア、イン

ターネット接続等の環境に関して生じたトラブルにより、大会への参加、試

合続行が困難になる等の事態が生じた場合であっても、運営事務局は責任を

負いません。 

3) 上記 2) の他、選手に生じた事情により、大会への参加、試合続行が困難に

なる等の事態が生じた場合であっても、運営事務局は個別対応する責任を負

いません。 

4) ゲームサーバーや機材等のトラブル、天災、感染症の流行等のやむを得ない

事態が生じたときは、運営事務局の裁量により、本大会の開催・延期、試合

の中断・続行、再試合の実施等を判断するものとし、運営事務局は、これに

より生じた選手の損害や追加費用の補填などの対応をする責任を負いませ

ん。 

5) 運営事務局は、選手と第三者の間（選手同士を含みます。）で何らかの紛争

が生じた場合であっても、当該紛争には一切関与せず、また責任を負いませ

ん。 

6) 本規約に違反する等により、選手の大会への参加や本大会の試合結果の取り

消しを行った場合であっても、対戦内容及びチームの変更、順位の繰り上げ

等その他の特別な対応は、運営事務局の裁量によりその実施の有無及び内容

を判断するものとします。 



7) 大会運営上の都合により、本大会の中止、中断、延期及び内容の変更を行う

場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

8) その他本大会に関連して選手に何らかの損害やトラブルが生じた場合であっ

ても、運営事務局は、運営事務局に故意・重過失がある場合を除き、責任を

負いません。 

9. 分離可能性 

本規約のいずれかの条項又は一部の定めが、法令等により無効又は執行不能と判断

された場合であっても、当該無効等と判断された部分以外については、引き続き完

全な効力を有するものとします。 

 

10. 準拠法及び裁判管轄 

本規約の解釈及び適用は、日本法に準拠するものとします。また、本規約及び本大

会に関連して当社と選手との間で何らかの紛争が生じた場合、双方誠意をもって誠

実に協議するものとし、それでも解決しない又は解決する見込みがない場合は、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ものとします。 

 

11. 規約の変更 

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。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。 

 

12.お問い合わせ先 

本大会についてのお問い合わせは、下記メールアドレスまでご連絡ください。 

お問い合わせ先 ：contact@metrocup.jp 

 

13.変更履歴等 

2022年7月19日 制定 

 


