
【 ARCREVO America 2019: 公式規定】 
最終更新⽇ 2019年5⽉15⽇ 
 
以下はARC SYSTEM WORKS AMERICA, Inc.（以下「ASW」という）が世界規模で展開する
ARCREVO WORLD TOUR（以下「AWT」という）に属する⼤会 ”ARCREVO America 2019” に関
する公式規定です（出場規約及びプライバシーポリシーを含みます）。 
本⼤会にエントリーすることにより、選⼿は出場規約及びプライバシーポリシーに同意したものと
します。 
 
【AWTの概要】 
AWTは世界各地で開催されるトーナメントシリーズであり、ASWの最新格闘ゲーム「BLAZBLUE 
CENTRALFICTION」(以下「BB」という)「GUILTY GEAR Xrd REV 2」（以下「GG」という）「
BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE」（以下「BBTAG」という）を使⽤して⾏います。2019年11⽉
16⽇及び17⽇にはAWTの年間総合勝者を決定する ARCREVO America 2019 がASW主催により
University of California, Irvine校で⾏われ、⼤会出場枠を得た招待選⼿と当⽇予選枠を勝ち取った選
⼿による最終決戦を⾏います。 
 
【選⼿の出場資格】 
ARCREVO America 2019の出場選⼿は2019年11⽉16⽇時点で13歳以上の必要があります。13歳以
上且つトーナメント開催地の法律が定める成⼈未満の選⼿（以下「未成年」という）は  (1) ⼤会
に登録・参加するために親または法的保護者による承諾が必要となります。さらに(2)参加する⼤会
で親または法的保護者の同伴が必要となります。  
 
AWTに出場可能なプレイヤーはすべて「選⼿」と称するものとします。選⼿が未成年である場合、
「選⼿」という⾔及にはその法定代理⼈(法的保護者)も含まれるものとします。 
 
ASWとその関連会社、卸業者、代理⼈、その他AWTの準備、実⾏、褒賞設定、褒賞提供等に携わ
るすべての組織の従業員、取締役及び役員、そしてそれらの近親者（配偶者、兄弟、両親、⼦供及
びそれらの配偶者）は、AWTへの参加資格を持ちません。 
⼤会運営者のスタッフは当該⼤会運営者が運営していない他の⼤会には参加できますが、⼤会運営
者⾃⾝が運営する⼤会には参加できないものとします。 
 
本⼤会の当⽇エントリー時には本⼈確認のため、⾝分証明証（運転免許証、パスポート等）の提⽰
を求める場合があります。⼤会当⽇には⾝分証明証を持参の上、提⽰を求められた際は速やかに提
⽰をお願い致します。提⽰が出来ないまたは拒否した場合、出場を取消しさせて頂く場合がありま
す。 
また、本⼤会は1種⽬に対して同⼀⼈物の重複のエントリーを認めておりません。重複エントリー
が発覚した場合、出場取消処分とさせて頂きます。 
 
本⼤会が⽌むを得ぬ事情（天災やテロ⾏為、予告を含む）で開催中⽌または延期になった場合も、
ASWは参加者の諸経費（旅費や宿泊費を含む）について補償を致しかねます。 
 
 
【招待出場枠】 
AWT各予選⼤会に於いて、選⼿は成績に応じたArcrevo World Point (AWP)を獲得します。Arcrevo 
America 2019開催前の予選⼤会終了時点に於いて、各地域（北⽶、⽇本、欧州、アジア）AWP最
⾼点獲得選⼿（各タイトル4名）及び各予選⼤会の優勝者（GG15名、BB15名、BBTAG14名）が
ARCREVO America 2019の出場枠を獲得します。もし予選⼤会優勝者がAWP最⾼点を獲得してい
る場合は、AWP最⾼点獲得枠はAWP次点の選⼿に移⾏します。 
 
 



 
【招待出場枠 権利承継ルール】 
AWT予選優勝者がARCREVO America 2019出場枠を辞退した場合、ARCREVO America 2019の出
場枠を獲得していない選⼿の中で、次に優先順が⾼い選⼿に出場枠が移⾏するものとします。候補
者が同率順位等で複数存在した場合、その⼤会における試合勝率（得失勝利差）にて順位を決める
ものとします。ただし、優勝者・準優勝者・第三位⼊賞者のすべてが出場招待を辞退した場合、そ
の枠は以下に記すARCREVO America 2019 当⽇予選の追加枠となります。出場選⼿枠が確定後に
ASWは各招待選⼿に連絡します。 
 
 
なお、出場権獲得者の確定後、ASWから該当者への出場打診を⾏い、 

(1) 打診の連絡から1週間以内に何かしらの応答がなかった場合 
(2) 打診の連絡から2週間以内に出場意思の確認が出来なかった場合 

出場権は次点の選⼿に移るものとします。 
 
【当⽇予選枠】 
ARCREVO America 2019初⽇に開催されるオープントーナメントを「当⽇予選」と呼びます。当
⽇予選はAWP獲得の対象となりませんが、各タイトルの上位13名もしくは14名（GG: 208枠中13
名、BB:104枠中13名、BBTAG:224枠中14名）がARCREVO America 2019の出場権を獲得します。
当⽇予選出場登録はSamsh.ggサイトにて⾏われ、1タイトル$20ドルの登録料を予定しております
（登録料については登録サイト公開前に変更される可能性があります）。出場選⼿は開催⽇各タイ
トル受付登録締切時間前までに、⼤会開催地に来場する必要があります。受付登録を済ませた後に
ASWがランダムにトーナメント表を作成します。 
 
【トーナメントシード権】 
ARCREVO America 2019のTOP32枠からのシード権設定についてはAWTにて獲得したAWP点数に
よって決定されます。当⽇予選の勝者はAWPを獲得しませんが、予選通過順位によりシード権が設
定されます。 
 
【 褒賞と制約】 
ARCREVO America 2019の賞⾦総額は100,000ドルです。 各種⽬の成績優秀者には、下記の通りの
賞⾦ならびに副賞が提供されます。 
 
優勝者 賞⾦20,000ドル、記念トロフィー、記念メダル 
準優勝者 賞⾦7,500ドル、記念メダル 
第三位 賞⾦3,000ドル、記念メダル 
第四位 賞⾦1,000ドル、記念メダル 
第五位タイ 賞⾦500ドル、記念メダル 
第七位タイ 賞⾦250ドル、記念メダル 
 
 
 
上記に加えて、ARCREVO America 2019への招待選⼿（ARCREVO America 2019 当⽇予選の出場
選⼿を除く）には、ASWからARCREVO America 2019 出場のための「旅費」が提供されます。 
「旅費」には次のものが含まれます。 
 
(1) エコノミークラスの往復航空券。出発地は選⼿の主たる住まいに近いASWの定める空港とし、
⽬的地はARCREVO America 2019 の会場近郊の空港とします。(2) 3泊分のホテル⼀部屋滞在。⾷
事、電話代、チップ、謝礼、そのほかの雑費は含まれないものとします。(3) 空港からホテルまで
の往復交通 
 



なお、選⼿に提供される現⾦褒賞（賞⾦)、その他の賞品を、まとめて「褒賞」と呼びます。褒賞を
受け取ることにより選⼿は本公式規定を遵守義務を負い、褒賞に関する第三者（例えばホテル滞在
に関する年齢制限など)の要請にも応じるものとします。 
 
旅費は渡航時、⽀給時、出発地とARCREVO America開催地との距離等の市場条件により変更され
る場合があります。招待選⼿は渡航に有効な旅券・査証を所持する必要があります。招待選⼿が
ARCREVO America 2019 会場の半径100マイル以内に居住している場合、ASWは空路ではなく陸
路での移動⼿段に切り替える権利を有します。 
 
⼀⽅で、選⼿が受け取る「褒賞」（賞⾦も含む）は、「褒賞」受領者が居住する国の法律や規制の
制限に⾒合うよう変更・制限される場合があります。 
 
 
⼤会で⼊賞して何らかの褒賞を受け取ることになった選⼿（「勝者」）は、受領資格供述書、免責/
メディア承諾書、フォームW-9、フォームW-8BEN、あるいは国税庁が配布するその他の納税関連
書類、そして必須の⽀払情報書類（「勝者書類」）を提出して頂きます（もし勝者が未成年の場合
は両親もしくは法的保護者が代⾏します）。これらの勝者書類の署名及び提出が受領から10⽇以内
に（もしくは緊急性により短縮される）為されない場合、褒賞を受け取ることができない場合があ
ります。勝者が資格を消失した場合、ASWはその対象となる賞⾦を資格消失選⼿に最後に負けた選
⼿に与える資格を有しますが、これは義務ではないものとします。 
署名済みの「勝者書類」を受領してから30⽇以内に、ASWが該当する「褒賞」を勝者に配送致し
ます。勝者が「褒賞」の配達を受領できない場合、放棄扱いとなって別の選⼿に与えられる可能性
があります。勝者が本ルールに従ってすべての義務を果たすまで、「褒賞」が譲渡されたり割り当
てられたりすることはありません。賞⾦に関しては、ASW以外が現⾦あるいはその他の代替品を提
供してはなりません。ASWが考える理由（場合によっては独断）により、想定されていた褒賞が提
供不可能であるとされた場合、ASWは褒賞の⼀部または全体を同等あるいはそれ以上の価値の代替
品に差し替える権利を有しています。 
⼤会に出場することで、勝者は⼤会関係者が「褒賞」に関係した保険の加⼊または提供を⾏わない
ことを認め、また⾃分の獲得した「褒賞」に関しては各⾃で⽣命保険、旅⾏保険、傷害保険、損害
保険、あるいはその他何らかの保険に加⼊・⽀払いをする責任があることを認めます。勝者は獲得
した「褒賞」、そして場合によってはASWまたは⼤会運営者から当⼈に譲渡される物品の価値にか
かるすべての税⾦（連邦税、州税、地⽅税、所得税その他を含む）を⽀払う義務があり、社会保障
番号、IRSフォームW8BEN、IRSフォームW9、またはこれらに相当する納税⽤の申告書類を提出
しなければなりません。（ASWが独断により定める時期は、特定の⼤会やARCREVO America 
2019 への出場前であったり、選⼿が「褒賞」を受け取る前であったりする可能性もあります）。
ASWが、国税庁の要求に従い、「褒賞」やASWまたは⼤会運営者から当⼈に譲渡される価値のあ
る物品の販売価格に関して、IRSフォーム1099またはそれに相当する源泉徴収書式を国税庁に提出
する場合があります。またASWが、法律に従い、かかる⽂書を州政府機関または地⽅政府機関に提
出することもあります。必要かつ適切なすべての納税義務やそのほかの条件（社会保障番号、IRS
フォールW8BEN、IRSフォームW9またはこれらに相当する情報）の遵守の拒否あるいは不履⾏が
あったとASWが判断した場合、勝者の「褒賞」は没収されることになり、本ルールに従って別の選
⼿が受領者に選定されます。ASWまたは⼤会運営者は、「褒賞」が授与される時点で⽶国に居住し
ていない⼈物への「褒賞」について、IRSの定める源泉徴収義務を遵守しなければなりません。 
ASWが授与する「賞⾦」は源泉税の対象であり、適⽤される源泉税を差し引いた額が「賞⾦」の⽀
払額の全額であるものとします。⼤会の終了から6ヶ⽉以内あるいはASWが適切と考えるそれより
早い期⽇に、勝者が「賞⾦」を受領しなかったり情報や⽂書の提出義務を満たさなかった場合、勝
者は資格を失い、ASWは当該選⼿に対して「賞⾦」に関する⼀切の法的責任を負わなくなるものと
します。 
 
（もし18歳以下の選⼿が勝者となった場合は、法的保護者による褒賞⾦の受取同意を取得するもの
とします。もし法的保護者による同意が取れない場合は褒賞⾦は当該選⼿に授与出来ません） 



 
 
【宣伝協⼒】 
本⼤会に参加する時点で、選⼿はASWおよびASWが許諾する⼤会運営者 に⾃⾝（以下「選⼿の肖
像権」という）の録⾳、録画、写真撮影を許可するものとします。選⼿の肖像権（⾳声、動画、静
⽌画）はすべてASWに帰属するものとし、選⼿はASWおよびASWが使⽤を許諾した者すべてに選
⼿の肖像権の使⽤、編集、脚⾊、投稿、ストリーミング、複製、展⽰、上演、伝送、放送、その他
の⼿段で使⽤する権利を認めものとします。選⼿の肖像権には⽒名、肖像、声、会話ならびに選⼿
の個性や外⾒、その他すべての要素が含まれており、これらは⼀⼈か他者と⼀緒か、⼀部か全体
か、単体か他の素材との併⽤かにかかわらず、既知の媒体ならびに今後開発されるすべての媒体を
通じて世界中で永久に使⽤されるものとし、その⽬的には売買、宣伝、広報及びその他あらゆる合
法的な⽬的が含まれ、法によって禁⽌されていないかぎりにおいて追加の報酬、対価、通知あるい
は許諾取得は不要であるものとします。 
 
【AWT公式規定への同意】 
選⼿は⼤会にエントリーした時点で、公式規定ならびに⼤会ルールを包含する本ルール、そして⼤
会に関するすべての事項について、最終的かつ拘束⼒のある⼤会運営者の意思決定に、完全かつ無
条件に同意したものとされます。すべて褒賞は、選⼿がこれらの本ルールすべてを遵守することを
条件として提供されます。また、公式規定はASWの判断によって変更・更新出来るものとし、各⼤
会の参加選⼿はそれに同意するものとします。 
 
 
【⾏動規範】 
すべての選⼿は他の選⼿、⼤会スタッフならびに観客のすべてに対して敬意をもって接するよう求
められます。 
不適切な⾔動をとる選⼿や本参加規約を含むルールを遵守せずに競技を⾏う選⼿は、⼤会から即座
に失格となり、ASWまたは⼤会運営者の判断によってすべての褒賞の権利を喪失するものとしま
す。不適切な⾔動には次のものを含みますが、これらがすべてではありません。 
 
暴⾔、恫喝脅迫、ハラスメントなどの不適切な⾔動や公序良俗に反する、または差別的な単語が含
まれているプレイヤー名などの登録、暴⼒、共謀、あらゆる⼿段のチート⾏為、故意のゲームプレ
イ遅延、故意のネットワークケーブル切断、故意のネットワーク接続妨害、その他の既知または未
知の⼿段によるゲームプレイの改ざん、その他ASWが不適切とみなした⾏為など。また、エント
リー情報に虚偽の内容が含まれていた場合や、指定場所以外での飲酒・飲⾷・喫煙や⻑時間の居座
り⾏為など、ASWおよび⼤会運営者からの指⽰に従わなかった場合、本⼤会の円滑な運営を妨げる
⾏為とASWおよび⼤会運営者が判断した場合。 
 
選⼿は⼤会運営者、ASW及びASWの代理⼈による、あらゆる点で最終的かつ拘束⼒のある判断に
従うことに同意するものとします。 
ASWおよび⼤会運営者はそれぞれの判断によって、⼤会の形式、過程あるいはオペレーションを妨
害していたり、本ルールに違反していたりするとみなされる⼈物を失格にする権利を有します。 
ASWおよび⼤会運営者はそれぞれ必要と判断すれば、独断で将来のASWのイベントから違反選⼿
を出場停⽌にする権利を有します。 
 
 
【ルール違反の報告】 
⼤会の開催中に、選⼿が⼤会ルールまたは⼤会中の特定ゲームのルールに違反することがありま
す。ルール違反を正すために次の規則が適⽤されます。 

- 試合に臨む選⼿は、あらゆる試合のルール違反を発⾒し、それを即座に⼤会運営者に報告す
る責任がある。 

- ゲームプレイ外のルール違反はゲームの開始前に⼤会運営者に報告しなければならない（試



合の第1ゲームを取った選⼿によるキャラクターの変更など）。 
- 選⼿はゲーム外のルール違反に対処するために進⾏中のゲームを中断してはならない。ゲー

ム外のルール違反に対処するために進⾏中のゲームを中断すると、ゲームを中断した⼈物が
ラウンドを放棄したことになる。 

- ルール違反を報告するためにゲームを中断することが許されるのは、かかる違反が試合の最
中に発⽣した場合のみである。 

- 進⾏中のゲームを中断してルール違反を指摘したがそれが誤りだった場合は、ゲームを中断
した⼈物がラウンドを放棄したことになる。 

- ルール違反はその発⽣時点で報告されなければならない。そうでないかぎり違反は不問とさ
れる。 

- ⼤会運営者は選⼿の代わりにあらゆるルール違反を報告することができる。 
- 選⼿がその他の理由によって偶然あるいは意図的にゲームを中断した場合、そのラウンドは

放棄しなければならない。これの例としては、偶然コントローラーのSTARTボタンを押し
て試合をポーズする、⾃分あるいは対戦相⼿のジョイスティックのコードを抜くといった⾏
為などがある。妨害が発⽣したのとまったく同じ時点からゲームを再開できない場合、その
選⼿は1本を放棄しなければならない。ゲームを放棄しなければならないかどうかを決める
のは、選⼿ではなく⼤会運営者である。 

 
 
【法的責任の制限】 
選⼿と⼤会関係者の関係において、ASWおよび⼤会運営者は次の点について責任を負わないものと
します。 
 
・ユーザー、⼤会に関連していたり⼤会で使⽤されたりした設備またはプログラム、選⼿の登録ま
たはゲームプレイの処理中に発⽣した技術的・⼈為的なエラーなどによって⽣まれた不完全・不正
確な情報。 
・ゲームプレイやゲーム結果の変化につながる可能性のあるオペレーションまたは伝送上のエ
ラー、省略、妨害、⽋落、不具合、遅延、通信回線エラー、盗難または破損、不正アクセス。 
・ネットワークまたは回線、サーバーまたはプロバイダ、設備、ソフトウェアの問題や技術的不具
合。これには⼤会への出場によって選⼿が負った傷や損害も含まれる。 
・⼤会への出場によって発⽣または出場によってもたらされた選⼿個⼈あるいは選⼿の財産への被
害あるいは損失。 
・過失か故意かに関係なく、⼤会運営にあたって⽣じた⼤会関係者あるいはその従業員の作為また
は不作為。 
・設備またはソフトウェアの不具合。技術的不具合によるゲームの未決着。 
 
ASWまたは⼤会運営者は、技術的エラーまたはその他のエラーを理由に試合あるいは⼤会のやり直
しを求めたり、またそれらを無効とすることができます。 
コンピューターウィルスの感染、バグ、妨害、不正介⼊、詐欺⾏為、技術障害あるいはその他ASW
または⼤会運営者の制御が効かない何らかの理由で、⼤会の全体または⼀部の運営、セキュリ
ティ、公平性、誠実性あるいは適切な処理が損なわれたり影響を受けたりして、⼤会の全体または
⼀部が計画通りに進⾏しなかった場合、ASWまたは⼤会運営者は、⾃らの裁量によって⼤会の全体
または⼀部をキャンセル、打ち切り、変更または延期する権利を有します。 
ASWまたは⼤会運営者が、個別のゲーム、試合あるいは⼤会が妨害された、あるいはゲーム、試
合、⼤会の正当性が何らかの理由によって損なわれたと独⾃の裁量によって判断した場合は、ASW
または⼤会運営者は、そのゲームや試合を除外し、残りのゲーム、試合、⼤会を基盤として⼤会運
営を⾏うことができます。 
いずれかの選⼿が何らかの技術的不具合や機材の不具合によってゲーム、試合、⼤会で不利益を
被った場合、ASWまたは⼤会運営者は、不利益を被った出場者の間で特別なゲーム、試合、⼤会を
組む権利を有します。 
⼤会の全体または⼀部がキャンセル、打ち切り、変更または延期となった場合、ASWはAWT公式



サイトに告知を掲載するものとします。 
ASWおよび⼤会運営者は、本⼤会へ参加することにより⽣じた選⼿の損害について、当該損害の填
補を保証するものではありません。 
また、選⼿は、本⼤会への参加に関連して⽣じた選⼿間または第三者との間でのトラブル・紛争に
ついて、⾃⼰の費⽤と責任ですべて解決するものとし、ASWおよび⼤会運営者は、これらの紛争に
関連し⽣じた損害について、その填補を保証するものではありません。 
 
 
 
【請求権の放棄と補償】 
AWTへの参加（もしくは参加の許諾）に際し、選⼿ (選⼿が未成年の場合は法定代理⼈)は、13歳以
上であること、AWTに関連するリスクを理解し、⾝体的に健康で、AWTへの参加を妨げるような
⾁体的または精神的な問題はなく、AWTに含まれるリスクを理解するための⼗分な訓練と経験があ
ることを保証、表明、承認、同意します。また選⼿（未成年の場合は法定代理⼈）は、ASWおよび
⼤会主催者(それぞれの関係会社、スポンサー、広告会社、および所有者、役員、株主、従業員、代
理⼈等を含む(以下「請求権放棄先」という)に対して、選⼿のAWT参加によって引き起こされ得る
訴訟、請求、法的⾏為、損失、コスト、弁護⼠費⽤等の請求をしないことを約し、取消不能及び無
条件に当該請求権を放棄します。尚、参加によって引き起こされ得るものとは、(i)「請求権放棄
先」及び他の選⼿、第三者による⾏為（ii）不⼗分な研修と管轄（iii）既知または未知の危険への調
査、安全遵守、警告の不履⾏ （iv）機器またはステージセットの操作、設置、製造、設計における
⽋陥または故障（v）⼤会開催地の状態 （vi）請求権放棄先による黙⽰的または明⽰的な保証条項
の違反（vii）渡航・交通・宿泊（viii）気象条件（ix）賞品受領、使⽤または誤⽤（x）本規定に定め
られた権利の⾏使によるもの、例えばプライバシー、パブリシティー権の侵害、名誉毀損、精神的
苦痛または同様の権利の侵害 （xi）AWTに関連するその他の業務、および上記のそれぞれに関する
不法⾏為、契約またはその他の理論に基づく補償または懲罰的損害請求等 
AWTに参加することにより、選⼿は公式規定、AWT、トーナメント参加、褒賞に起因する、また
はそれらに関連して発⽣する、いかなる種類の損害賠償及び費⽤請求（弁護⼠費⽤を含む）およ
び、傷害、死亡、損失、損害、を含む責任（和解を含む）、その他AWTに直接及び間接的に関わら
ず発⽣する第三者による誹謗中傷、罵倒、名誉毀損、著作権侵害、プライバシー侵害、海賊版⾏
為、盗作⾏為、特許・著作権・商標権・トレードシックレットその他の知的財産権侵害に関し、請
求権放棄先に対し免責、防御し、損害を与えないことに同意致します。 
 
【規定の改定・変更】 
ASWは裁量により、理由に関わらず本ルールを改定、更新、変更、改変、追加、補⾜または削除す
る権利を有します。かかる変更は事前告知の有無に関係なく有効となります。本ルールの最新版は
AWT公式サイトにて掲載するものとします。 
 
【準拠法および管轄裁判所】  
本規定に関する構築、有効性、解釈および執⾏に関するすべての事柄、選⼿の権利義務、AWTに関
するASWの権利義務はカリフォルニア州法に準拠し、解釈されるものとします。選⼿は懲罰的、偶
発的、間接的、特別な損害またはその他の損害（⾃⼰負担費⽤を除く）を請求または回復する権利
を放棄します。ただし裁判管轄区域によっては、偶発的または必然的な損害に対する責任の制限ま
たは除外が認められていないため、上記は適⽤されない場合があります。 
 
公式規定または選⼿とASW間に発⽣した紛争は、選⼿とASW間の仲裁によって最終解決されるも
のとします。ただし選⼿（未成年の場合は法的保護者）とASWは仲裁を開始する前に紛争解決を誠
意を持って試みることに同意します。選⼿とASWが書⾯で合意しない限り、⾮公式交渉の期間は、
選⼿またはASWが紛争について書⾯で通知を出した⽇から60⽇となります。選⼿とASWは、どち
らも⾮公式交渉の期限が切れる前に仲裁を開始しないことに同意します。⾮公式交渉が効果的でな
い場合、仲裁は以下のように⾏われるものとします。 
仲裁は、JAMSのウェブサイト（http://www.jamsadr.com）または（800）352-5267でJAMSに電話



することによって利⽤可能な包括的な仲裁規則および⼿続きに従って、JAMSによって開始され実
⾏されます。仲裁はカリフォルニア州ロサンゼルスのJAMSの仲裁⼈によって⾏われます。しか
し、紛争額が25,000⽶ドル以下である場合、仲裁⼈が直接対⾯審問を開催する正当な理由を⾒つけ
ない限り、仲裁審問は電話で⾏われます。適⽤法の規定にかかわらず、仲裁⼈はこれらの公式規則
と⽭盾する損害賠償、救済または報奨を授与する権限を持ちません。仲裁⼈の裁定は書⾯で⾏わ
れ、両当事者を拘束するものとし、管轄裁判所の判決として提出することができます。選⼿の仲裁
⼿数料および仲裁⼈の報酬に対する選⼿の持分は、JAMS包括的仲裁規則および⼿続きに準拠する
ものとします。 
 
選⼿（未成年の場合は法的保護者）は当該仲裁を受け⼊れることによりあらゆる紛争について、裁
判官や陪審⽴ち会いによる裁判所に於いて訴訟する（または集団訴訟に参加する）権利を放棄しま
す。その代り 選⼿及び選⼿の法的保護者は、すべての紛争は中⽴的な仲裁⼈の裁定により最終的に
解決されることを理解し同意するものとします。両当事者の管轄権を有する裁判所は仲裁⼈の裁定
を執⾏することができます。 
 
さらに選⼿は、場合によっては仲裁費⽤が訴訟費⽤を上回る可能性があることを理解します。全て
の当事者は、開⽰⼿続きの権利は裁判よりも仲裁において、より制限される可能性があることを理
解します。 
選⼿もASWも、公式規定もしくは両社の関係に基づいて発⽣した請求について、集団訴訟または集
団仲裁に参加しません。上記の集団訴訟の禁⽌が法的強制⼒のないものであると判明した場合、本
条[準拠法および管轄裁判所]の上記⽂⾔はすべて無効となり、継続中または今後の紛争は⽶国カリ
フォルニア州ロサンゼルス郡内の管轄裁判所に仲裁を除外した上で提出されます。当該時点での仲
裁での紛争は、毀損することなく棄却され、裁判所にて取り扱われます。 
仲裁を通じてすべての紛争を解決するという当事者の決定にかかわらず、いずれかの当事者は、特
許権侵害または無効、著作権侵害、著作者⼈格権侵害、商標権の侵害、企業秘密の不正使⽤に関す
る事案を訴訟に持ち込むことが出来る。しかし、これらの公式規定に基づきASWから選⼿に付与さ
れた許諾事項に関連する事項は主張しません。 
この[準拠法および管轄裁判所]条項は、選⼿とASWとの関係の終了後も存続します。 
 
 
 
[プライバシーポリシー] 
 
【取得する個⼈情報】 
ARCREVO America 2019 にエントリーする際には、プレイヤー名、メールアドレス、国籍および
居住地の個⼈情報を取得させて頂きます。また、各種⽬におけるARCREVO America 2019への招
待選⼿については、⽒名、年齢、住所、国籍、電話番号、旅券番号等の個⼈情報を取得させていた
だきます。また、本⼤会参加時に撮影・収録される姿態、肖像、⾳声等の情報も含みます。 
 
【個⼈情報の利⽤⽬的】 
取得した個⼈情報は、当該⼤会の運営のためにのみ利⽤いたします。当該⼤会関連業務以外での利
⽤は⼀切⾏いません。 
 
【個⼈情報の第三者提供】 
ARCREVO America 2019への招待選⼿個⼈情報はASWにて管理いたします。当該個⼈情報は招待
選⼿の航空券、宿泊ホテル及び税務処理にも使⽤されます。他の第三者への個⼈情報開⽰について
はその他の第三者に対しては正当な法的根拠を有する場合（管轄の裁判所からの開⽰命令を受けた
者または組織）および国内外のメディア等にのみ開⽰を⾏うものとします。上記以外の事項につい
てはASWのプライバシーポリシーに従います。 
 
 



 
＜各⽤語の定義＞ 
ARCREVO WORLD TOUR（AWT）︓ 2018年9⽉28⽇にはじまり、2019年11⽉16⽇及び17⽇に開
催されるARCREVO America 2019 で閉幕する世界各地で開催されるトーナメント・シリーズです 
ARCREVO America 2019 ︓ ARCREVO WORLD TOURの最終戦のことで、2019年11⽉16⽇及び
17⽇にUniversity of California, Irvine校で開催されます 
ARCREVO America 2019 当⽇予選︓ARCREVO America 2019 の初⽇に⾏われるオープン⼤会です 
予選⼤会︓ ARCREVO Japan 2018 を含む、各地域で⾏う予選⼤会を指します。 
ARCREVO WORLD POINT（AWP）︓ 予選⼤会での成績に基づいて選⼿に付与されるポイントで
す。ASWは該当する予選⼤会が終了するたびに各選⼿のポイント合計を集計し、AWP順位を更新
します。 
AWP順位︓ AWT期間中に各⼤会で獲得したAWPを集計した世界規模のランキング順位のことを指
します。予選⼤会群の終了時点で各リージョンのAWP最上位選⼿がARCREVO America 2019 の決
勝トーナメント出場枠を獲得できます。 
⼤会運営者︓ ⼤会の主催・運営を担当する組織を指します。 
⼤会関係者︓ ⼤会運営者のみならず、ASWとその関連会社、卸業者、代理⼈、その他ARCREVO 
WORLD TOURの準備、実⾏、褒賞設定、褒賞提供等に携わるすべての組織を指します。 
 
 
 
以上 


