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A.参加規約
本規約は、PUBG JAPAN株式会社が主催し、株式会社バーチャルエンターテイメント(以下、

PUBG JAPAN株式会社と併せて｢大会運営チーム｣)が運営する PUBG JAPAN CHALLENGE

SERIES(以下「PJCS」)に参加するチームおよびその選手、関係者全てに適用される。

はじめに

本規約はPJCS の公式ルール(以下「本ルール」)としてPJCSに参加資格を持つ各法人組織なら

びにチームとその登録選手、コーチ、マネージャーおよびスタッフ(以下「メンバー」と総称)、そ

の他 PJCS に関与する大会運営チームを含む、関係者の全員に適用される。

本ルールは、PUBG:BATTLEGROUNDS(以下「PUBG」)の、PJCS における競技とシステムの

整合性を保つために、大会主催社である弊社によって制定される。なお、本ルールが予告なく

変更されることについて、チームおよびそのメンバーは予め同意するものとする。ただし、変更

があった場合は大会ページ、大会Discord serverにて告知を行なうものとする。

第1条  本規約の効力
1. PJCS は、本規約に基づいて実施される。

2. 本規約に含まれていない事項については大会運営チームの決定に従う。

3. 大会公式ウェブサイト、大会公式SNSおよびそれの投稿物に定める PJCS の参加条件、

本ルールおよびその他の規定は、本規約の一部を構成し、本規約と一体のものとして

効力を有する。

4. 本ルールに記載とある事柄の不認知や、遵守するべき義務を怠った場合による全ての

不利益はチームの責任とする。

5. 大会運営チームの判断において任意の時期に本規約の内容を改定できる。当該変更

を行う場合、大会運営チームは当該変更の内容を公式ウェブページまたは大会専用連

絡ツールで掲示を行う。



第2条  参加条件
PJCS に参加する全てのチームおよびチームメンバーは、以下の条件をすべて満たす必要が

ある。

1. PUBGのPC版製品をプレイできる環境にあること。

2. KRAFTON, Inc. が定める諸利用規約に違反していないこと。

3. 所有しているすべての PUBG アカウントが KRAFTON, Inc.から永久BAN処分を受けて

いないこと。大会期間中に所持するアカウントが一時BAN処分を受けた場合、必ず大

会運営チームに報告できること。

4. 大会用の連絡および通話ツールとしてDiscordもしくはそれに準ずるツールを利用でき

る環境にあり、大会運営と日本語でのコミュニケーションが可能であること。もしくは、

チームで通訳を用意しコミュニケーションが取れる状態にすること。

5. チェックインが必要な日程ではチームのうち少なくとも1人がチェックイン可能で、指定さ

れた時間までに所定のカスタムサーバーに接続できること。

6. 参加メンバー全員が全試合の配信、もしくは試合録画を実施できる環境にある

こと。配信は解像度1080p ビットレート4000以上で行う必要がある。

録画も配信と同等の設定で行なう必要がある。

7. 試合と配信に支障のないプレイ環境を用意可能なこと。これはPCスペック、各種ソフト

ウェアの動作状態、通信回線の性能、品質などあらゆる要素を含む。

8. PJC LOWER BRACKETに進出した場合、PUBG JAPAN CHAMPIONSHIP（以下PJC）

が定める規約に沿って問題なく出場する準備ができること。

また、PUBG WEEKLY SERIES（以下PWS）への参加の際にチームユニフォーム、もしく

は統一された衣装で参加できること。

9. 大会コンテンツ制作のための撮影、大会関係のSNSでの告知やキャンペーンなどの拡

散に協力できること。

また、本大会を通して共にファンダムの形成を共に実行できること。

10.本規約を理解し、同意している事。

11. KRAFTON, Inc.が主催するPWSへの参加権が付与される海外大会へ参加していない

事。PWSの参加権が付与される大会へはPJCS及びPJCと重複して参加する事ができな

い。



第3条 参加チーム規定
参加チームは以下の事項を遵守しなければならない。

1. チーム規定

1.1. 法人組織に所属/未所属に関わらず、PJCSに出場する全てのチームに対し、2

チーム以上のチームについてチームオーナーとなったり、チームマネジメントを

行ったり、共通するチーム名をつけたり、自らもしくは関係者を通して支配下に

おいたり、契約を通して経済的利害関係を持ったり、または従業員/役員となるこ

とはできない。

1.2. KRAFTON, Inc.が定める下記地域で開催されているPUBG WEEKLY SERIES

（以下「PWS」) や、PUBG公式リーグおよびその予選大会において、同一事業

体から2チーム以上のチームを出場させることはできない。

A. 中国(CN)

B. 韓国(KR)

C. チャイニーズタイペイ(TWHKMO)

D. アメリカ(AMERICAS)

E. アジア・パシフィック(APAC) (オセアニア含む)

F. ヨーロッパ (EU)

なお、ここで言う同一事業体とは以下の状態を指す。

　A. 同一資本または直接資本関係のもとで管理運営されており独立法人では

ない。

　B. 同一チーム名などを利用して同様のブランディングを行っている。

1.3. 参加チームの選手は全員、KRAFTON, Inc.が指定した国際大会に参加可能で

あることを証明するため、パスポートの提出を要求された場合に提出できるように

準備をしておく義務がある。提出を要求された際、指定の期限までに提出できな

い場合は国際大会への出場権利を失う場合がある。



1.4. PJCSの全日程全試合において、参加選手は運営チームに求められた場合に該

当試合録画データを提出する必要がある。

1.5. チームの登録情報は以下をそれぞれ満たす必要がある。

1.5.1. チーム名、チームタグ、チームロゴ(以下、まとめて「チーム情報」と呼ぶ)

は以下を満たす必要がある。

1.5.1.1. チーム名はひらがな/カタカナ/数字/アルファベット/ ”,” 以外の記

号の組み合わせとする。

1.5.1.2. チームタグは4文字以内の英大文字/数字の組み合わせとする。

1.5.1.3. チームロゴの提出は必須とする。512x512 px 以上のサイズの、透

過pngファイルである必要がある。

1.5.2. チーム情報にスポンサー名、製品やその他の説明、一般的に商業使用

されている単語、公序良俗に反する単語を使用することはできない。

1.5.3. 運営チームが大会での使用にふさわしくないと判断した場合、大会運営

チームは各チーム情報を却下する権限を持ち、その場合、チームは却

下されたチーム情報を変更する必要がある。

チームロゴに対しても運営チームは同様の権限を持つこととする。

1.5.4. チームロゴの可視性を高めるため、大会運営チームが提出されたロゴに

加筆修正を行う場合がある。その場合、大会運営チームは加筆修正を行

う許可および修正後の画像の確認をチームに対して行う必要がある。

1.5.5. 大会期間中チーム情報の変更は認められない。

提出されたロースターシートに記載されているメンバーは、大会期間中、

提出したチームに所属しているとする。

1.6. PJCSに参加するチームが提携している、もしくは参加申請後新規に獲得するス

ポンサーまたはそれのサービスが以下のどれかに一つでも当てはまる場合、弊

社および大会運営チームが承認しない限り、大会の公式配信/個人視点配信

/PJCSに関わる全てのコンテンツとともに発信する任意のコンテンツにおいて、商



品/サービスの紹介やそれらの名称の表示を行ってはいけない。

A) 一切のビデオゲーム

B) 市販品を含む医薬品

C) 火器類、拳銃または弾薬

D) ポルノ画像や製品、ウェブサイト

E) たばこ、喫煙、または吸引製品

F) アルコールや酩酊性物質のうち、販売または使用が法令によって規制されて

いるもの

G) 仮想上の物品の販売者で、その物品の詐欺的もしくは違法な販売者として

知られる者、およびそれがPUBG利用規約に反するもの

H) オンラインを含む賭博サービス

1.7. チームは大会運営チームの許可を得ずに出場権を第三者(他メンバーから構成

されるチームなど)に譲渡・販売・担保することはできない。

1.8. 大会参加チームは試合に参加するにあたって、ウェブカメラを使用する必要が

あるが、当機材はチーム及び選手が自己の負担で準備する必要がある。また使

用にあたって別途指定のガイドラインを遵守する必要がある。

2. メンバー規定

2.1. チームは別途運営チームが定めたレギュレーションに従って、1/17までに以下の

条件を満たすメンバー表(ロースターシート)を提出する必要がある。

2.2. 試合に出場する日本人選手は日本/韓国/台湾/香港/マカオに居住しており、居

住地域において大会に参加するために適法な在留資格を大会期間を通して有

している必要がある。

2.3. メンバーは最小4名〜最大6名の選手で構成されている必要がある。

2.3.1. 初期登録のメンバーのうち、4名はPJCS1日目(2022/1/24)の時点で18歳

以上である。

2.3.2. 2.3.1を満たしていれば残り2名については15歳以上で登録できる。ただ

し、15歳でも中学生およびそれに相当する学年の選手は参加できない。

また、PJCにより権利が与えられる国際大会の年齢制限基準については

別途指定される場合があり、18歳未満の選手は出場できなくなる場合が

ある。



2.3.3. 20歳未満の選手は大会への参加について保護者の同意を得ているこ

と。

2.3.4. メンバーは2チーム以上のPJCS出場チームに重複して登録することは一

切認められない。法人チームの別部門に所属している場合も含む。

2.3.5. メンバーはチームタグを含めてPUBGのゲームに登録できる長さでプレイ

ヤー名を定める必要がある。プレイヤー名に使用できる文字は 英小文字

/英大文字/数字/”_”, “-”以外のPUBGのゲーム内プレイヤー名に使用で

きる記号 とする。

2.3.6. プレイヤー名にスポンサー名、製品やその他の説明、一般的に商業使

用されている単語、公序良俗に反する単語を使用することはできない。

2.3.7. 運営チームが大会での使用にふさわしくないと判断した場合、プレイ

ヤー名の使用を却下する権限を持ち、その場合、該当メンバーはプレイ

ヤー名を変更する必要がある。

2.4. メンバーに日本国籍を持たない選手を入れる場合、以下の条件をすべて満たす

必要がある。

2.4.1. 試合に出場するメンバーのうち、２名は日本国民もしくは日本に永住権を

持つ選手であること。なお、ロースターシートに登録する日本国籍を持た

ない選手(以下「外国籍選手」)の数は制限しない。

2.4.2. 外国籍選手は以下の国または地域に居住しており、居住地域において

大会に参加するために適法な在留資格を大会期間を通して有している

こと。当該地域に居住している選手の国籍は問わない。

(A) 日本

(B) 韓国

(C) 台湾/香港/マカオ

なお、外国籍選手は、住民票その他の書類による、居住地域の在留資

格を証明する書面の写しを大会運営チームに提出しなければならない。

2.4.3. 選手と審判、もしくはインタビュー等で日本語で意思疎通が取れること。

また、取れない場合、他の日本人選手と同様のコミュニケーションが取れ

るようにチームが通訳を用意できること。

2.5. チームはメンバーとは別にコーチを最大2名まで登録することができる。



2.5.1. 試合に出場したメンバー/出場していないメンバーに加え、コーチはチー

ム全滅後に選手のVCに入り作戦会議を行うことができる。詳細のルール

に関しては別途告知を行う。

2.5.2. コーチは予選/本戦を通して一切試合に参加することができない。

2.5.3. 試合に出場していないメンバーおよびコーチがチーム全滅後にVCに接

続したい場合は、チームが全滅するまでに運営が用意した専用の

Discord VCにて待機する必要がある。

2.5.4. オンラインの場合、選手とコーチが同一の部屋に在籍することは認める

が、会話ができるのはチームが全滅しコーチが選手のVCに接続できるよ

うになった後に限る。

2.5.5. PJCS専用スクリム(練習試合)には、登録されたコーチもしくは登録選手の

みオブザーバーおよびコーチとして参加できる。スクリムのルールについ

ては別途告知される。

3. メンバー追加規定

大会期間中の追加メンバー登録はいかなる理由があっても認められない。

第4条 免責事項
1. 大会運営チームは、単独の裁量で、本大会の規約に関して、違反した疑いのある参加

者が発覚した場合、その参加者の所属するチームを本大会より失格とする権利を留保

する。

2. PUBGの緊急メンテナンスおよび天災、事故、テロ、感染症の蔓延等やむを得ない事情

によりPJCが延期もしくは中止となる場合、また本大会に関連して生じた大会参加者の

怪我や死亡等の事故、損害について、大会運営チームは一切の責任を負わない。ま

た、大会中止や延期により選手に生じた損害、または本大会および大会のルールによ

る選手のPC、周辺機器、ディスプレイ、ソフトウェア、ネットワーク機器の不具合、故障ま

たは摩耗による消費について運営チームは一切の責任を負わない。



第5条 個人情報
1. 参加申請において、メンバーおよびコーチは以下の情報を運営チームに提出する必要

がある。

a. 氏名

b. 生年月日

c. 住所

d. 年齢

e. 連絡先電話番号

f. メールアドレス

g. a,b,c,d を証明できる本人確認書類の写し

i. 運転免許証、パスポート、住民票、健康保険証、その他本人確認書類。

ただし、住民票はマイナンバーが記載されていないもの、もしくは、マイ

ナンバーの部分を確実に隠したものに限る。

ii. 学生証や社員証等は認められない。

iii. マイナンバーカードは提出書類の対象にならない。

2. 本人確認書類は身分証明書として扱うことができるよう明瞭に内容が確認できる必要が

ある。運転免許証、健康保険証については必ず両面の提出が必要となる。

a. 健康保険証を証明書として提出する場合、「被保険者記号・番号」、「保険者番

号」及び「二次元コード（記載がある場合）」の部分を塗りつぶして提出する必要

がある。

b. それ以外の書類の場合、一部が隠れているものは証明書類として認められな

い。

c. 住民票は取得から6ヶ月以上経っているものは認められない。

3. 本大会への参加申請、または賞金発送の際に収集した選手の個人情報は、本大会の

開催及び運営の目的のみで使用する。

4. 前項の規定に関わらず、前項の目的の範囲内において収集した選手のプレイヤー名、

チーム名、プレイ動画、個人配信URL、インタビューコメント等については、大会運営

チームまたは第三者によって、ウェブサイトやSNSその他情報メディア等において、期間

の限定なく、編集、公表、公開、報道または利用できる。また、年齢や国籍、性別などの

情報は、選手らに許可を取った上でそれらに利用する場合がある。



第6条 協議
1. 本規約に記載のない事項は、大会運営チームの判断に基づき対処する。

第7条 準拠法
1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとする。

第8条 合意管轄
本規約に関しての訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属的な第一審の管轄裁判

所とする。

B. 競技規定

第1条 大会方式
1. PUBG JAPAN CHALLENGE SERIES

week1・week2はPJCS 1st stageとし、合計20試合で上位16チームを選出する。

week3はPJCS 2nd stageとし、合計10試合で上位12チームを選出する。上位12チームは

week4に行われるPJC LowerBracketに参加する。

PJC LowerBracketで上位4チームはPJC GrandFinalへの参加権を得る。

なお、PJCSの参加申請チームが16チーム以下であった場合、week1~week3の合計30



試合で上位12チームを選出する。

第2条 ゲームルール
1. 採用ゲームルール

1.1. 大会はすべて 「SQUAD」 で行う。

1.2. 使用ゲームモードは「FPP」とする。

1.3. 使用するリージョンは「KRJP」とする。なお、リージョンは大会運営チームの判断に

よって変更される可能性がある。

1.4. 使用マップは「Erangel」「Miramar」とする。

1.5. 順位およびポイントは以下のように定める。

1.5.1. 各マッチで獲得できるポイントは以下で計算する。

マッチポイント = ランクポイント + キルポイント

1.5.1.1. ランクポイント

ランク ポイント

1 10

2 6

3 5

4 4

5 3

6 2

7 ~ 8 1

9 ~ 16 0

1.5.1.2. キルポイント

キル ポイント



1 1

1.5.1.3. 順位

順位は各マッチの獲得ポイントの合計に従い決定する。獲得ポイントが

等しい場合、以下の判断基準に従い上位を決定する。

　1. チーム合計キル数が多いチーム

　2. GF期間中1つのマッチ内で最も高いマッチポイントを獲得したチー

ム

　3. GF期間中1つのマッチ内で最も高いキルポイントを獲得したチーム

　4. 直近のマッチで最もキル数が多いチーム

　5. 直近のマッチで最も順位が高いチーム

1.5.2. ゲーム内設定として、SUPERv3.0.2で定められているものを採用する。

1.5.3. その他設定が変更される場合は、大会運営チームから別途通達する。通

達は所定のDiscordサーバー（以下「PJCサーバー」）によって行う。

2. 試合進行

2.1. 選手は大会運営チームが指定した時刻までに、PJCSサーバーに接続し、チェッ

クインを完了させなければならない。ロスターに登録されている選手のうち最低1

人が指定されたスロットのVCに接続することでチェックインが完了となる。

不測の事態の発生等があり指定の時刻までにチェックインが完了できない場合

は事前に大会運営チームまで連絡し、承諾を得ること。承諾を得ていない状態

でチェックインが完了できなかった場合は警告が与えられる。

2.2. PJCSに関する質疑応答は原則としてPJCSサーバーでのみ受け付ける。

2.3. 選手は、PJCSサーバーにてカスタムルームが作成されたことを確認し、試合開

始5分前までに指定されたカスタムルームへの入室を行い、事前に決められてい

るスロットに速やかに移動しなければならない。

2.4. カスタムルームへの入室後、何らかの理由で離脱する場合は必ず、PJCSサー

バーにて報告を行い、運営の了承を得ること。

https://pubgesports.com/resources/pdf/UPDATED%20-%20SUPER%20v3.0.2.pdf


2.5. カスタムサーバーに接続できていない場合、もしくは接続後トラブルが発生した

場合、チームメンバーもしくは関係者が速やかに状況をチャットで報告すること。

状況確認を行い、運営が認めた場合、各ラウンド1度のみ試合予定開始時刻か

ら5分の猶予時間を設ける。それ以上の遅延は一切認められない。また、試合開

始1分前の運営アナウンスまでに報告がない場合遅延は認めない。

3. 　参加人数

3.1. 大会期間中10試合まで3名参加が可能となる。

大会期間中とはPJCSからPJC LowerBracketおよびPJC GrandFinalまでの全日

程とする。

規定の試合数以上3名で参加した場合、ポイント減点のペナルティを付与する。

3.2. 3名での参加申請後、何らかの事情で4名で参加できるようになった場合は3名

で参加した試合数にカウントしない。

4. リホスト

4.1. サーバー接続後の待機エリアから輸送機が発信した時点をゲームスタートとし、

リホストは以下の場合のみ行う。

4.1.1. 天災、事故、テロ等やむを得ない事情が発生し、正常に試合が進行でき

ないと運営チームが判断した場合。

4.1.2. ゲームスタート時に1人以上が接続エラーまたは無限ローディングで参加

できない場合。

4.1.2.1. ただし、再試合後同じチームのメンバーが再度接続できなかった

場合、再試合を行わずゲームを続行する。

4.1.3. ゲームスタート時、大会運営チームが用意するカメラオブザーバー、また

は審判員が1名でも接続に失敗した場合。

4.1.4. ゲームスタート後、カスタムルーム全体にトラブルが発生し、試合が正常

に進行できないと運営チームが判断した場合。



4.2. ゲームスタート後、選手側で接続切れが起こった場合はゲーム内の再接続機能

を使い復帰することができる。

復帰できなかった場合でも、試合の中断や、再試合は行わないものとし、すでに

獲得していたキルポイントは得点に加算される。

接続切れ中にチームの順位が決定した場合は、その順位に応じたランクポイン

トを獲得する。

4.3. 上記にかかわらず、大会運営チームの判断により、再試合を行う場合がある。

5. 集計

5.1. 集計はオブザーバーの結果スクリーンショット、およびPUBG APIを用いて行う。

クライアントの画面とオブザーバーもしくはPUBG API の結果が異なる場合は、

APIの結果 > オブザーバーの画面 > クライアントの画面を基に結果とする。な

お、PUBG API の不具合が事前に告知されている場合はこの通りではない。

5.2. 選手は順位とキル数が写った結果の画面のスクリーンショットを保存しておく義

務がある。何らかの理由で集計ができなかった場合、スクリーンショットが提出で

きないチームおよびメンバーのキルポイントは0となる。

6. フライトテスト

6.1. PJC LowerBracket及びPJC GrandFinalは1試合目開始前にフライトテストを行う。

詳細については別途運営チームから案内される指示に従う必要がある。各チー

ム最低一人は参加必須とする。無断で参加しなかった場合、ペナルティが付与

される。

7. 使用サーバー

7.1. PJCSではEsportsサーバーを使用する。ただし、サーバーの状態によってはライ

ブサーバーを使用する場合がある。



第3条 スケジュール
1. 大会開始日は2022年1月24日とする。

タイムスケジュール

1.1. PJC LowerBracket,PJC GrandFinal

18:50 Round1

19:30 Round2

20:25 Round3

21:05Round4

22:00 Round5

22:40 Round6

1.2. PJCS 1st Stage＆2nd Stage

20:30 Round1

21:10 Round2

21:50 Round3

22:30 Round4

23:10 Round5



第4条 配信・録画
1. 本大会では、参加メンバー全員が全試合の録画または配信を行う必要がある。

2. 個人配信アーカイブまたは録画ファイルは、提出を求められた際即座に提出する義務

がある。

3. 配信によって試合画面を録画する場合は 、600 秒 (10分) の遅延を挿入して行うこと。こ

れは音声/映像共に対象である。

4. 「自分が出場する試合の開始ボタンが押された瞬間から、自分が出場する最終試合で

自チームの順位が確定するまで」の間は、試合に参加するプレイヤーは全員、Discord

で自身の姿を写したものを共有する必要がある。カメラの位置や解像度については、大

会運営チームから調整の指示をする場合がある。指示に従わない場合はペナルティを

課す場合がある。

4.1. WEBカメラでの映像から選手本人だと確認でき、顔が全て映像内に収まってい

ること。

4.2. WEBカメラの設定解像度は720p以上にし、配信ビットレートを1000以上にするこ

と。

4.3. WEBカメラの使用は別途指定するガイドラインに従うこと。

5. 配信によって試合画面を録画する場合は、タイトルは「PUBG JAPAN CHSLLENGE

SERIES」もしくは「PJCS」と記載すること。

6. 配信は解像度1080p ビットレート4000以上で行う必要がある。

録画も配信と同等の設定で行なう必要がある。

7. 配信によって試合画面を録画する場合、以下の配信プラットフォームを用いて配信しな

ければならない。また、運営から要求された場合、速やかにアーカイブを渡せる状態に

しておく必要がある。

・YouTube

・Twitch

・Mildom

8. 運営スタッフは大会出場選手の個人配信に対し、配信停止や遅延の挿入を指示するこ

とができる。指示に従わない場合は大会失格などのペナルティを課す場合がある。



9. 配信品質・録画動画の品質は最低限プレイが確認できるものとする必要がある。問題が

発生しアーカイブを提出させた際、低い画質により潔白性の確認に著しく支障をきた

し、潔白性を証明できないことによる失格処分については選手側の責任とする。

10. 試合中は必ず配信上でチームのVC音声を聞くことができる状態にする必要がある。録

画する場合、録画動画に全員のVC音声が収録されている必要がある。

11. 配信ツールや録画ツールのトラブルにより配信や録画が停止した場合、選手は速やか

に配信を再開できるように努力する必要がある。配信・録画が停止した場合は必ず大会

運営チームに報告しなければならず、申告を怠った場合、故意に配信を停止したと判

断しペナルティを課す場合がある。

12. 配信要件を満たさない試合があり、運営チームからの指摘があった場合、指摘された選

手は次試合までに速やかに修正する必要がある。指示に従わない場合、ペナルティ対

応を行う可能性がある。

13. 配信や録画をすることにより生じるパソコンの負荷などについては大会運営チームでは

責任を負わない。

14. 事前に申請した配信URLは原則として変更を認めない。

15. webカメラには、他タイトルのゲームの関連コンテンツが画面内に映らないよう、あらかじ

め各自チェックしておくこと。運営チームの判断によってカメラに映るものの移動または

撤去を指示する場合がある。

16. 配信アーカイブ・大会映像の録画は、期間最終日から数えて1ヶ月は全て保存しておく

必要がある。

第5条 禁止事項
以下の行為に関しては、即刻ペナルティおよび失格対象となる。選手1名が違反した場合で

も、チーム全体が失格対象となる場合がある。(累計なし)と記載されている、直接的に指定され

ているポイントを除きペナルティポイントは累積され、ペナルティポイント5以下はPhaseごとにリ

セットされる。また、ペナルティにより選手が出場停止となった場合、その期間の試合はペナル

ティ対象となる人数を差し引いた人数で出場しなければならない。

A. 出場ペナルティ

ペナルティポイント0 注意



ペナルティポイント1 警告

ペナルティポイント2 次回ラウンド出場ペナルティの付与

ペナルティポイント3 次回5ラウンド出場ペナルティの付与

ペナルティポイント4 次回20ラウンド出場ペナルティの付与

ペナルティポイント5 該当選手の当 Phase 失格 + 賞金授与権利
剥奪

ペナルティポイント6 該当選手の当 Phase 失格 + 次 Phase 出場
禁止 + 賞金授与権利剥奪

ペナルティポイント7 該当選手の PJC への永久参加禁止 + 賞金
授与権利剥奪

ペナルティポイント8 該当選手の PJC への永久参加禁止 + 所属
チーム失格 + 賞金授与権利剥奪

ペナルティポイント9 該当選手のPJCへの永久参加禁止 + 該当
チームの PJC への永久参加禁止 + 賞金授
与権利剥奪

1. ペナルティポイント1に該当する行為

1.1. 大会運営用 Discord への招待 URL を関係者以外に公開する行為

1.2. 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

1.3. 他の選手に対して直接または間接的に誹謗中傷する行為

1.4. グラフィックドライバーとPCモニタ以外の設定でグラフィック設定を変更す

る行為

1.5. 試合録画を削除する行為

・配信アーカイブを非公開にすることは問題ないが、運営チームから提

出を求められた場合に即時に提出できる状態にしておく必要がある。

アーカイブの数に関わらず、運営が確認したタイミングで削除しているこ

とが判明した時点でペナルティが付与され、そのときに確認した削除され

ているアーカイブはそれ以降で重複してペナルティの対象とはならない。



1.6. 試合中ゲームをプレイするPC端末以外の、外部と通信が可能な電子機

器を競技をプレイする部屋に持ち込む行為

・スマートフォンやスマートウォッチ、ノートPC等を指す。

・配信のみに使用するゲームをプレイしていないPCや、配信設定を確認

するためのサブモニターなどの電子機器の使用は認められる。PCにつ

いては、それ以外の用途での使用が判明した場合、電子機器の持ち込

みとして判断する。

・ただし、天災や運営がやむを得ない事情と判断した場合はこの限りで

はない。

1.7. 大会期間中、事前連絡無しにチェックインを完了しない場合

1.7.1. 1度目:ペナルティポイント1

1.7.2. 2度目: ペナルティポイント2(次試合当チーム出場禁止)

1.7.3. 3度目: (累計なし)ペナルティポイント5(当該Phase失格)

1.8. 未公開情報を外部に公開する行為

1.8.1. まだ公開されていない自チームの順位やキル数

なお、未公開情報とは、公の場で第三者が確認できる方法が一つもない

情報を指します。

・個人配信でドン勝や順位、キル数が確定したことが配信された後の自

チームの順位やキル数のツイートに関してはペナルティ対象とはなりませ

ん。

2. ペナルティポイント2に該当する行為

2.1. 大会運営チームへの業務妨害または運営妨害、並びに運営スタッフの

指示に従わない行為

2.1.1. PUBG Esports server のゲーム内IDが登録名と異なり、ID修正を

含む運営の指示に従わない場合も含む。

2.2. 大会運営チームによって制限されているゲーム内武器・アイテム・乗り物

を使用する行為

2.3. 大会期間中、事前連絡無しにチェックインを完了しない場合

2.3.1. 1度目: ペナルティポイント1

2.3.2. 2度目: ペナルティポイント2(次試合当チーム出場禁止)



2.3.3. 3度目: (累計なし)ペナルティポイント5(当該Phase失格)

2.4. 日本人選手が2人以上試合に参加するという条件を満たさない試合が

あった場合　

2.4.1. 1度目: ペナルティポイント2 (条件を満たさない試合の出場禁止)

2.4.2. 2度目: (累計なし)ペナルティポイント5(当該Phase失格)

3. ペナルティポイント3に該当する行為

3.1. 該当なし

4. ペナルティポイント4に該当する行為

4.1. 重要な大会内機密情報や未公開情報を外部に公開する行為

4.1.1. 未発表の大会に関する情報等

4.1.2. サーバー内で公開を禁止している重大な情報

4.1.3. 本戦/世界大会進出確定結果

なお、未公開情報とは、公の場で第三者が確認できる方法が一

つもない情報を指します。

・公式配信やSNSで結果が公開された後のツイート

これに関してはペナルティ対象とはなりません。

5. ペナルティポイント5に該当する行為

5.1. 人種や国、社会、性別など個人の人格や集団の尊厳性を冒涜する行

為、また政治的または宗教的に卑下のメッセージを含む言動およびそれ

に類似した行為

5.2. 大会運営チームへ虚偽の申請や報告を行う行為

5.3. 期限内に提出必須のロスターシートを提出しなかった場合

5.4. KRAFTON, Inc.が定める「エンドユーザーライセンス契約」「RULES OF

CONDUCT」に違反する行為

5.4.1. engine.iniなど全ての.iniファイルを変更する行為を含む

5.5. KRAFTON, Inc.および大会運営チームが意図していないゲーム仕様を

利用する行為

5.5.1. ゲーム内で本来侵入することができない位置に侵入するグリッチ

行為を含む



5.5.2. 一般的に他の選手が知り得ないようなポジションを使用する場

合、そのポジションが大会ルールに抵触するか判断がつかない

場合は事前に大会運営チームに確認する必要がある。

5.6. ゲームに影響を与えるか、不公正な利点を提供することができるマクロプ

ログラムの使用

5.7. 大会ルールで認められていない方法を利用して試合中に不正に情報を

得る行為

5.8. 事前申告および運営チームの承諾なしに1試合でもチームが棄権した場

合

5.8.1. 試合開始時に出場できるメンバーが2名以下である場合

5.9. 大会期間中、事前連絡無しにチェックインを完了しない場合

5.9.1. 1度目:ペナルティポイント1

5.9.2. 2度目:ペナルティポイント2

5.9.3. 3度目: (累計なし)ペナルティポイント5

5.10. 日本人選手が2人以上試合に参加するという条件を満たさない試合が

あった場合　

5.10.1. 1度目: ペナルティポイント2 (条件を満たさない試合の出場禁止)

5.10.2. 2度目:  (累計なし)ペナルティポイント5

6. ペナルティポイント6に該当する行為

6.1. 妥当な理由なく予選/本戦/国際大会出場あるいはその権利を辞退した

場合

7. ペナルティポイント7に該当する行為

7.1. チートツールを含む不正ツールを使用する行為

8. ペナルティポイント8に該当する行為

8.1. 現時点で明記する該当行為はない。ただし、大会チームの判断により適

用される場合がある。

9. ペナルティポイント9に該当する行為

9.1. ロースターシートに登録されていない選手を試合に出場させた場合

9.2. 大会運営チームスタッフ、または第三者になりすます行為、第三者との

提携・協業 関係の有無を騙る行為

9.3. PJCに対するギャンブル行為を助長、斡旋、それに加わる行為



9.4. 犯罪行為または犯罪を誘発する行為

9.5. 金銭的なやり取りの有無に関わらず、大会に登録している選手と異なる

選手が代理で試合に参加する行為（替え玉行為）

9.5.1. 替え玉を依頼した選手、実行した選手だけでなくチームメン

バー、チーム自体にもペナルティが適用される。

9.6. 選手、コーチ、大会運営スタッフ、その他第三者を含め、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したり、他の

チームと協力したりする行為

10. その他、大会運営チームにより適切ではないと判断された行為

10.1. 大会チームの判断によりペナルティポイントを決定する。

B. 得点ペナルティ

　A.のペナルティに加え、それが試合中に発生した事象の場合、該当試合の得点を無効とす

る場合がある。なお、本戦における得点ペナルティは別途告知を行う。

1. 大会期間中に11試合以上3名で参加した場合、1試合につき3ポイントをチームの獲得

ポイントから引く。

第6条 注意点
1. ゲーム内で物理的に移動・滞在できない地形、立ち入りできない場所に侵入しキャラク

ターがスタックした場合、選手の自己責任としリホストは行わない。

2. 特定の地形でアイテムをドロップして渡した場合、アイテムが地形の中にうまる不具合が

まれに発生する。その場合リホストは行わない。

3. サーバーに接続し指定スロットに入った後、ゲームクライアント以外の操作を行うとクラッ

シュおよび接続エラーが発生する可能性がある。それらの操作を行って接続できなかっ

た場合、リホストおよび補填ポイントの追加は行わない。

4. 選手は試合開始前に自身のプレイ環境を確認する必要がある。試合中における修理、

交換による試合の中断もしくはリホストは行わない。

5. ゲーム内において KRAFTON, Inc. より意図されていない方法でテクスチャやオブジェ

クトを透過して視認してはいけない。



6. 大会Roster提出後および大会中、所持するPUBGクライアントが調査BANを受けた場合

はスクリーンショットとともに運営チームに提出し、調査BANされたアカウントが復旧した

ことの証拠を後日運営チームに送る必要がある。永久BAN対応となった場合並びに証

拠を提出しない場合、失格処分もしくは獲得賞品の剥奪対応を運営の判断で行う場合

がある。

改訂履歴


