
CD PROJEKT RED - グウェント ユーザー同意書 

最終更新日: 2018年 4月 25日 

概要： 
 

1. 本同意書は、グウェントおよび関連製品・サービス（こちらからアクセスできます）に関して

法的拘束力を持ちます。 

2. お客様には、グウェントをプレイする私的かつ限定的な権利が付与されます（ただし、CD 

PROJEKT REDがグウェントを所有します）。 

3. 本同意書は、グウェントに関してお客様に許可される行為・許可されない行為について規

定しています（例えば、不正行為の禁止、好意的に振る舞うことなど）。 

4. お客様が居住する地域により、義務および紛争処理に関する重要な規定があります（お

客様が米国居住者の場合、強制仲裁および陪審裁判放棄を含みます）。 

5. 弊社のプライバシーポリシーには、弊社がどのような情報を収集し、どのように保護するか

を明記しています。弊社の二次創作ガイドラインには、お客様がグウェントに関してどのよう

な創作ができるか（ファンアート、コミュニティサイト等）を明記しています。 
 

それでは始めましょう。こんにちは！弊社は、CD PROJEKT S.A.の傘下である CD PROJEKT RED

で、ゲームを制作しています。ウィッチャーシリーズのことはご存知かもしれません。それは弊

社のゲームです。弊社は、信頼する系列会社の GOG (同じく CD PROJEKT S.A. Capital Group

の傘下です) と協力して、グウェントを開発しました。GOGは、ゲーム配信プラットフォーム

GOG.com を保有しています（GOGについては、後ほど詳述します）。弊社は、グウェントに関

してお客様に認められていること（そして認められていないこと）を明記するため、グウェント

ユーザー同意書（以降、「本同意書」）を作成しました。法的に可能な範囲でできる限り簡潔

にまとめ、一部非公式な短い要約版も用意して、分かりやすく紹介しています。ただし、全文

版の内容が重要で、法的拘束力を持ちます。 

全文 

 

要約 

 

1. 要約 
1.1 本同意書は、お客様と、ul. Jagiellońska 

74; 03-301, Warsaw, Poland に本拠地を置く

CD PROJEKT S.A.との法的拘束力を持つ契約

です（以後、弊社を「CD PROJEKT RED」と称し

ます。CD PROJEKT S.A.は CD PROJEKT RED を

傘下に持つ法人です）。本契約は、弊社の

ビデオゲーム「グウェント」、ゲームおよびそ

の一部へのお客様のアクセスを可能にする

あらゆるゲームキーおよびコード、グウェント

のゲーム内アイテムおよびゲーム内通貨（以

下に定義）、e スポーツ大会・イベント、なら

びにグウェントに関連するすべての公式製

本文書には、グウェントの内容と利用方法を

明記します。弊社は、お客様に分かりやすく

説明するため、規定に関する簡潔な非公式

の要約も記載します。ただし、法的に拘束力

を持つのは全文版です。 
 

弊社のグウェントプライバシーポリシーに加

え、弊社の他のゲーム用の法的文書もありま

す（リンクは反対側を参照してください。 
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品およびサービスに適用されます。適用範

囲には、ユーザーアカウント、弊社が提供す

るカスタマーサポートおよびテクニカルサポ

ート、および公式フォーラム、Wiki、ブログ、

およびソーシャルメディアサービスなどが含

まれますが、これらに限らないものとします

（以上すべてを包括して「グウェント」と称しま

す）。お客様がグウェントのダウンロード、イン

ストール、使用を行うと、本契約がお客様に

通知され、お客様と弊社に対して拘束力を

持ちます。お客様が本契約に同意しない場

合には、グウェントを使用しないでください。 
 

本契約は、グウェントにのみ適用されます。

CD PROJEKT REDのその他のゲームおよびサ

ービスについては、こちらを参照してくださ

い。なお、弊社の通常のユーザー同意書は

グウェントには適用されません。 
 

重要: 弊社の二次創作ガイドライン、その他

のグウェントのガイドライン、グウェントマスタ

ールール、および弊社のグウェントプライバ

シーポリシーもすべて本契約の一部となりま

す。必ずお読みいただくようお願いいたしま

す。 

2. 未成年の利用に関する注記 
2.1お客様が 18歳以上でしたら、グウェント

にようこそ！お客様が 16歳以上 18歳以下

の場合は、グウェントに歓迎されるために、

お客様の代わりに保護者や後見人に本契約

を確認してもらい、承諾を得てください（一部

の国では、一定年齢以下では本契約のよう

な契約を締結する権利が法的に認められて

いないためです）。また、お客様のグウェント

の利用について監督してもらう必要もありま

す。グウェントには年齢適性のレーティング

があり、ゲームの購入時に表示されます。お

客様が 16歳未満の場合は、残念ながらグウ

ェントのダウンロード、プレイ、その他のアク

セスを許可できません。 

グウェントは 16歳以上を対象としたゲーム

です。お客様がまだ 18歳未満の場合、グウ

ェントの使用について保護者または後見人

の承諾が必要になります。ばかばかしいと感

じるとは思いますが、弊社が考えたことでは

なく、法律で義務付けられています。 

3. グウェントの使用 

3.1 グウェントは基本プレイ無料なため、奇妙

に思われるかもしれませんが、お客様がこの

ゲームをプレイするには弊社の許諾が必要

お客様は、グウェントをプレイする私的権利

を持ちます。弊社は、お客様が友人を誘っ

て一緒にプレイすることを歓迎しますが、友

http://www.cdprojektred.com/
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です。そこで弊社は、許諾した機器またはプ

ラットフォームでグウェントを表示、閲覧、ダウ

ンロード、インストール、プレイおよび使用す

る、私的、制限的、取消可能、非独占的およ

び譲渡不可能なライセンスをお客様に許諾

します。このライセンスはお客様の私的利用

のみを対象としており（つまり、お客様はその

「販売」、貸与、贈与、譲渡、サブライセンス

または他人への移譲を行うことはできませ

ん）、グウェントの所有権はお客様に一切与

えられません。 

人もそれぞれ自分のアカウントを作成する必

要があります。 

4 グウェントのベータ版へのアクセス 

4.1 グウェントは、完全な商用版をリリースす

る前に、クローズドベータ版とオープンベー

タ版をリリースし、ゲームの機能、特性および

性能を検証します。ベータ版には、以下の定

めが適用されます。 

• 弊社は、お客様のベータ版へのアク

セスに条件および制約を設けます。ベータ

版の提供および継続、ならびにベータ版の

利用可能者は、弊社の裁量で決定します。 

• お客様は、弊社が指定したウェブペ

ージ（後ほどお客様に通知します）でアクセ

スコード（後ほどお客様に提供します）を入

力することでのみ、クローズドベータ版に参

加できます。 

• クローズドベータ版に登録した後、登

録者数、弊社のサーバー負荷、およびその

他の技術的要素により、多少の待ち時間が

発生する場合があります。弊社はお客様に

可能な限り状況をお伝えします。 

• 今後、同ウェブページまたは GOG 

Galaxyを通じて、オープンベータ版にアクセ

スできるようになる見通しです。ベータ版の

運用期間中に、他の機器またはプラットフォ

ームが利用可能になった場合は、その旨お

よびアクセス方法をお客様に通知します。 

• ベータ版は期間限定で提供され、ベ

ータ版の終了時期、および次の段階（オー

プンベータ版または完全な商用版）への移

行時期は、弊社が任意に判断します。 

• クローズドベータ版およびオープン

ベータ版の期間中に、サーバーおよび進行

状況の完全なリセットを 1回または複数回実

グウェントは初めにベータ版としてリリースさ

れます。ベータ版は完全なものではなく、お

客様の利用中に発生した事柄に弊社は責

任を負いません。ただし、お客様のコンピュ

ーターが吹き飛ぶことはありませんので、ご

安心ください。 

 

ベータ版の期間中に、サーバーおよび進行

状況のリセットが 1回以上行われる可能性

が高いです。ただし、お客様の購入分は移

行または補填を行いますので、ご安心くださ

い（現金の返金は行いませんので、ご注意く

ださい）。 
 

 



行する可能性があります。リセット後は、（ベ

ータ版の一部に弊社が何らかの修正を加え

るのに伴い）お客様のユーザーアカウントが

初期状態に戻る可能性が十分にあります。

当該リセット前にお客様が購入したゲーム内

アイテムまたはゲーム内通貨（以下に定義）

は、弊社の裁量により、移行、または同等の

ゲーム内アイテムまたはゲーム内通貨との補

填が行われます。いかなるリセットに関連し

て、現金の返金は一切行いません。 

• ベータ版の期間中、弊社の裁量でグ

ウェントの機能が変更、修正または削除され

る場合があります。これらは、ゲームの検証、

改善、および完全版リリース準備を整えるた

めのプロセスの一環として行われます。 

• グウェントのベータ版に弊社が機密と

したい要素がある場合、お客様にその旨を

明確に通知します。その場合、グウェントの

ベータ版に関する当該情報の機密を保持し

てください。 

• 時として、お客様はフィードバックの

任意提供を求められる場合があります。弊社

はグウェントをできる限り良いゲームにしたい

と考えていますので、ぜひ感想をご提供いた

だけますと幸いです。 

• お客様にベータ版に参加してもらう

目的は、お客様にまったく新しいゲームをプ

レイしてもらうことですが、ゲームが未完成で

あることをご理解いただければと思います。

したがって、ベータ版は未完成のまま提供さ

れ、ソフトウェアの機能不全または問題が発

生するような場合も、弊社は一切の追加補償

および責任を負いません。ベータ版には、完

全な機能が搭載されていない可能性があり、

コンテンツは変更される可能性があります。 

• 弊社はお客様ご自身にグウェントを

プレイし、楽しんでほしいと考えています。ベ

ータ版へのアクセス権の「販売」や譲渡は行

わないようお願いいたします。 

• 弊社はグウェントのベータ版に関する

規定を追加する可能性があります。その場

合、弊社は事前にお客様に通知します。 

5. ユーザーアカウント 

5.1 ユーザーアカウントは必須です。グウェン お客様がグウェントをプレイするには、ユー



トをプレイするには、お客様のプラットフォー

ム向けにユーザーアカウントを作成するか、

（お持ちの場合は）お客様の既存アカウント

を使用する必要があります。PCなどのプラッ

トフォームでは、お客様は GOGのアカウント

を使用する必要があり、ゲームのダウンロー

ドおよびプレイに GOG Galaxyの配信システ

ムが必要となる場合があります（GOGは弊社

の系列会社です）。GOGのサービスには、独

自の法的文書があることをご承知おきくださ

い（さらに長い法的文書を読むことになりま

す）。GOGは、お客様の GOG.com と GOG 

Galaxyの利用について責任を負い、お客様

が疑問やご不明点をお持ちの場合は支援を

提供してくれるものと思います。 
 

5.2 ユーザーアカウントを保護してください。

ご自身のユーザーアカウントの保護およびご

自身のユーザーアカウントでの行動には、お

客様が責任を負います。特に、パスワードの

保全にはご注意ください。グウェント、グウェ

ントのユーザー、および CD PROJEKT RED を

保護するため、本グウェントユーザー同意書

または本契約に関連するその他の法的規則

に違反する場合に、弊社は必要に応じて当

該ユーザーアカウントを拒絶する権利を保有

します。 

ザーアカウントが必要です。ユーザーアカウ

ントは、グウェント開発を支援してくれた弊社

の系列会社の GOG が提供する GOGのアカ

ウントとなる場合もあります。安心してお任せ

ください。 

6. 動作環境および監視 

6.1 動作環境: グウェントは、お客様の機器ま

たはシステムに応じて必要な動作環境があ

り、お客様はその通知を受けます。ゲームを

ダウンロードする前に、必ず動作環境を満た

していることをご確認ください。グウェントをオ

ンラインでプレイするには、インターネット接

続環境も必要です（接続環境の確保と維持

には、お客様が責任を負います）。グウェント

には DRMやその他のコピー防止機能は搭

載されていませんが、弊社の管理が及ばな

いところで、一部のコンソール・機器のメーカ

ーまたはプラットフォームがセキュリティー技

術を搭載している可能性があります。 
 

6.2 監視: 不正行為および下記第 9条に記

載するその他の行為を防ぐとともに、グウェン

グウェントは、機器・システム・プラットフォー

ムによって必要な動作環境があります。 
 

グウェントの楽しさや公正さを保つため、弊

社は不正対策ツールまたはソフトウェアを導

入する場合があります。 

https://www.gog.com/support/policies/gog_user_agreement


トの正当性を保ち、本契約を施行するため、

グウェントの利用時にお客様の機器および

周辺機器のバックグランドで動作する不正対

策やその他のソフトウェアツールを導入する

場合があります。 

7. 修正、更新、および変更 

7.1 弊社は、時にグウェントに修正、更新、お

よび変更（機能の追加および削除、ソフトウ

ェアの不具合解消、ゲームバランスまたはゲ

ーム内経済の調整等）を加える場合があり、

それにより、強制的または自動的な更新が

必要となる場合があります（その結果、以前

の更新版は使用できなくなる場合がありま

す）。将来的に、カードの強さを調整する可

能性もありますが、ゲームの面白さと鮮度を

保つために必要な要素です。こうした修正、

更新、および変更の一環として、（通知や賠

償の責任を負わず）特定のゲーム機能に対

して利用制限およびアクセス禁止・規制を必

要とする場合があります。グウェントの効率的

な運営を続けるため、弊社はこうした権利を

確保する必要があります。 

弊社は、効率的な運用およびゲームの楽し

さを維持するため、グウェントの動作の修正、

更新、および変更を適宜実施する場合があ

ります。 

8. 所有権および知的財産権 

8.1 グウェントの所有権: 弊社は、グウェント

におけるビジュアル要素、キャラクター、スト

ーリー、アイテム、音楽、グラフィック、プログ

ラム、ユーザーインターフェース、ルック・ア

ンド・フィール、ゲームメカニクス、ゲームプレ

イ、音声、動画、テキスト、レイアウト、データ

ベース、データ、およびその他すべてのコン

テンツ、ならびにこれらに関するすべての知

的財産権（以下に定義）およびその他の法

的権利・活用権利の所有者であるか、第三

者からライセンスを受けています。本契約で

別途明記されている場合を除き、弊社はグ

ウェントに関するすべての権利を保有しま

す。本契約に別途明記されている場合を除

き、お客様はグウェントのいかなる部分も利

用および活用できません。グウェントまたは

そのいかなる部分に関する所有権、権原、

およびその他の権利も、お客様には譲渡さ

れません。グウェントおよびその知的財産権

は、著作権、商標、およびその他の知的財

産権関連法規で世界的に保護されていま

グウェントは、CD PROJEKT REDにより所有ま

たはライセンス供与された資産です。ぜひこ

のゲームを楽しんください。ただし、行動に

は注意し、問題が生じる行為はお控えくださ

い。 



す。 

 

8.2 「知的財産権」とは、あらゆる著作権、商

標、役務商標、トレードドレス、ブランド名、ロ

ゴ、営業権、体裁、商号、屋号、ドメイン名、

意匠権、データベース権、特許、発明・ノウ

ハウ・企業秘密・機密情報に関する権利、デ

ータベースに関する権利、コンピューターソ

フトウェアに関する権利、人格権、肖像権、

興行権、シンクロ権、機械的複製権、出版・

貸与・貸出・送信権およびその他の知的財

産権、ならびに世界のあらゆる地域における

現在または将来的に存在する同様または類

似の性質の活用権利を指します。これには、

登録の有無または登録の可否を問わず、前

述の対象に関連するすべての供与された適

用ならびにあらゆる登録、分割、継続、再

版、更新、拡張、復元および復刻の適用の

権利が含まれます。 
 

8.3 第三者所有資産: CD PROJEKT REDは、

他者の知的財産権を尊重します。グウェント

内またはグウェントを介して、ご自身の作品

が侵害を受けたと考えられる場合は、

legal@cdprojektred.com までご連絡をお願

いいたします。 

9. グウェントの利用規則 

グウェントをプレイしていただくために、弊社

の二次創作ガイドラインで明示的に認めら

れている場合を除き、ならびにその場合も弊

社の裁量に基づき、以下の事項などを含

め、グウェントに関する CD PROJEKT RED の

規則をお守りいただくようお願いいたしま

す。規則（特に不正行為に関する規則）をお

守りいただけない場合には、本契約の重大

な違反とみなされ、お客様のグウェントへの

アクセス許可が破棄または停止となる可能

性があります。以下の規則を注意してお読

みください。特に深刻な場合は、弊社はお

客様が将来ゲームにアクセスすることを禁止

する権利を保持します。 
 

1. 私的娯楽: 私的娯楽を目的としてのみグ

ウェントを使用し、商業的または政治的目的

には使用しないこと。 

グウェントは、お客様の私的娯楽のみを目的

としています。この目的に沿って使用してく

ださい。ハッキング行為は禁止します。寛大

に他のプレイヤーと接し、一緒に正しくゲー

ムを楽しみましょう。 

mailto:legal@cdprojektred.com
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2. 制限的アクセス: グウェント、ゲーム内通

貨、ゲーム内アイテム、ご自身のユーザーア

カウント、または本契約に基づくお客様のい

かなる権利も、複製、貸与、販売、貸出、リー

ス、サブライセンス、頒布、出版、公演を行わ

ないこと。これらは、本契約で明示的に認め

られていないいかなる形態において、いかな

る第三者にも認められません。 

3. 技術的不正使用: 適用法で明示的に認め

られている場合を除き、グウェントの改変、統

合、配信、変換、リバースエンジニアリングも

しくはソースコードの取得または利用、また

は逆コンパイルもしくは逆アセンブルを行わ

ないこと。 

4. ハッキング・嫌がらせ行為: グウェント、他

のグウェントユーザー、または CD PROJEKT 

REDの製品、ゲーム、サービス、コミュニティ

メンバーもしくはスタッフに対して、ハッキン

グ、嫌がらせ、攻撃、脅迫または虐待行為を

行わないこと。 

5. 不正行為: 不正、乱用、自動化ソフトウェ

ア、ロボット、ボット、モッズ、ハック、スパイダ

ー、スパイウエア、チート、スクリプト、トレイナ

ー、抽出ツール、またはいかなる形でもグウ

ェントに関係もしくは影響があるその他のソ

フトウェア（CD PROJEKT RED またはその提携

事業者とグウェントとの間の通信を傍受、模

倣、または転送する不許可の第三者プログ

ラム、またはグウェントが情報の保存に使用

する記憶領域からグウェントに関する情報を

収集する不許可の第三者プログラム、もしく

はその両方などを含む）の作成、使用、提供

または配布を行わないこと。弊社は不正行

為が深刻な結果を招くことを改めて強調い

たします（上記第 9条参照）。 

6. アカウントの不正使用: ユーザーアカウン

トまたはグウェントのアクセスキーおよびコー

ド（いずれも弊社が所有権を持ちます）の共

有、「購入」、「販売」、譲渡、移譲、貸与、登

用、または不正使用を行わないこと。こうした

事態が発生した疑いがある場合には、カスタ

マーサポートの playgwent.com/contact-

support までお問い合わせください。 

7. パワーレベリング: 他者からの（本物の金

http://playgwent.com/support
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銭またはその他の）対価の支払いの有無を

問わず、パワーレベリング、ブースティング、

ラダークライミングなど、他社のためにゲーム

内サービスを実施しないこと。 

8. 広告禁止: グウェントを通じて、いかなる商

業広告、販売促進、宣伝メッセージの伝達ま

たは促進を行わないこと。 

9. CD PROJEKT REDのサービス: カスタマー

サポートまたはテクニカルサポートなどの CD 

PROJEKTのサービスを、故意にまたは悪意

をもって阻害または妨害する行為、または

CD PROJEKT REDのスタッフのなりすまし行為

を行わないこと。 

10. サーバー妨害: CD PROJEKT RED または

第三者のネットワークソフトウェアもしくはサ

ーバーに対して、妨害または阻害を行わな

いこと。これは、プロトコルエミュレーション、

独自サーバーの設置もしくは利用、またはグ

ウェントに関する何らかの類似サービスを通

した、トンネリング、プログラム挿入、DoS攻

撃、ソフトウェア改変、CD PROJEKT REDのソ

フトウェアと類似する他のソフトウェアの使用

を手段としたものを含みます。 

11. サーバー侵入:一般アクセスを認めてい

ないグウェントまたはグウェントサーバーの領

域へのアクセスの実施または試行を行わな

いこと。 

12. データマイニング: 不許可の第三者ソフト

ウェアを使用したグウェントからのデータまた

は情報の傍受、掘り起こし、またはその他の

収集を行わないこと。 

13. アカウントおよびゲーム内コンテンツ: ユ

ーザーアカウント、ゲーム内アイテム、および

ゲーム内通貨（以下に定義）をその本来目

的に沿ってのみ使用すること。 

14. 放送・イベント: 弊社の二次創作ガイドラ

イン（本ガイドラインは、非営利活動での利

用を許可しています。詳細はリンクを参照し

てください）で認められている限りにおいて、

お客様はグウェントの放送、公演もしくはスト

リーム配信、またはグウェントに関するイベン

ト、大会、トーナメントもしくはリーグの運営、

またはゲームの主催を実施できます。 

15. 名義・商標: 「CD PROJEKT RED」、 「グウェ
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ント」またはその他の CD PROJEKT RED の名

義、ロゴ、または商標を許諾されていない目

的で使用しないこと。 

16. コンテンツ侵害: グウェントに関連して、

他者の著作権、商標、特許、企業秘密、プラ

イバシー、パブリシティーまたはその他の権

利を侵害する一切の行為を行わないこと。 

17. 悪質なプログラム: 悪質なプログラムを盛

り込んだファイルを掲載またはアップロードし

ないこと。これには、ウイルス、スパイウエア、

トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、故意の破

損データ、その他の悪質なプログラムを盛り

込んだファイル、またはいかなる形でもグウ

ェントの運営を妨害もしくは阻害する可能性

があるファイルが含まれます。 

18. 地理的または地域的制限: 弊社はグウェ

ントに関して、該当する地理的もしくは地域

的、言語、または所在地に基づく、制約、義

務、または規定に従うようお客様にお願いい

たします。 

19. 気持ちよく！: 人種差別、嫌がらせ、外

国人差別、性差別、排他的、暴力的、威嚇

的、またはその他の攻撃的もしくは違法性の

ある、またはそうみなされる恐れがある言動

を行わないこと。これはユーザー間がコミュ

ニケーションを取る際に特に適用されます。

ぜひお互いに気持ちよくプレイしましょう！ 

10. 共有ユーザーコンテンツおよびコミュニティのグウェントコンテンツ 
10.1 共有ユーザーコンテンツ: グウェントで

は、お客様がゲーム内でコンテンツを共有

できる場合があります（文章、写真、またはリ

ンクのユーザーとの共有等）。弊社はこれを

「共有ユーザーコンテンツ」と呼びます。ただ

し、これはグウェントの素材を使用した二次

創作とは異なります（詳しくは、「二次創作」

の項を参照）。お客様が共有ユーザーコン

テンツを共有する場合、かかる責任および

危険はご自身で負担することになります。弊

社は、不適切または違法な共有ユーザーコ

ンテンツの確認および削除を行う権利（ただ

し、責任ではありません）を保有します。な

お、共有ユーザーコンテンツに関して、弊社

は一切の責任および義務を負いません。弊

社とお客様において、お客様が制作した共

お客様がグウェントを通じてゲーム内コンテ

ンツを共有する場合（リンク送信等）、お客様

がその責任を負います。 
 

弊社の二次創作ガイドラインを参照し、グウ

ェントの素材を使った優れた創作物（コミュニ

ティサイトや実況プレイ動画等）を作成する

方法を確認してください。 



有ユーザーコンテンツはお客様が保有しま

すが、お客様は弊社にそれに対する一定の

権利を付与し、弊社がグウェントを通じてそ

れを送信できるようにする必要があります。

そのため、お客様がグウェントを通じて共有

ユーザーコンテンツを提供した場合、グウェ

ントに関連するお客様の共有ユーザーコン

テンツの使用、改変、再生産、派生作品の

制作、配信、送信、伝達および公表・公演を

行う非独占的、永続的、取消不能、世界的、

サブライセンス可能、使用料無料のライセン

スを弊社に供与します。 
 

10.2 二次創作: コミュニティにおけるグウェン

トのコンテンツ作成および関連する活動につ

いては、弊社の二次創作ガイドラインを参照

してください。これには、ファンアート、ウェブ

サイト、またはブログの作成、動画、ストリーミ

ング、または実況プレイ動画の制作、グウェ

ントのイベントまたは大会運営などが含まれ

ます。 

 

11. ゲーム内通貨およびゲーム内アイテム 

11.1 ゲーム内アイテムおよびゲーム内通貨

の使用方法: グウェントでは、仮想的なゲー

ム内電子アイテムおよびコンテンツを購入で

きます。これには、グウェントのカードパック、

装飾、ゲーム内拡張、キャンペーン、および

その他のダウンロード可能コンテンツ（これら

を「ゲーム内アイテム」と総称します）などが

含まれますが、これらに限られません。お客

様は、ご自身の裁量において特定のゲーム

内アイテムを、「現実世界の」通貨、または

「鉱石」（このゲームのプレイを通じて獲得可

能）、「カード紙片」（グウェントのゲーム内の

生成システムやゲームのプレイを通じて獲得

可能）、「星の粉」（「現実世界の」通貨で購

入するか、このゲームのプレイを通じて獲得

可能）などのゲーム内通貨を（これらを「ゲー

ム内通貨」と総称します）を使用して購入で

きます。弊社は、ゲーム内アイテムとゲーム

内通貨の発行権を持つ唯一の提供者であ

り、グウェントのお客様のみがそれを使用で

きます。 

お客様は、カードパックや新しいキャンペー

ンなど、素晴らしいコンテンツを購入できま

す。これには、一部の法的な規則が適用さ

れます。ゲーム内通貨およびゲーム内アイテ

ムは、ゲーム内では価値を持ちますが、「現

実世界」では一切の金銭的価値を持ちませ

ん。こうしたゲーム内通貨およびゲーム内ア

イテムを他のプレイヤーと売買してはいけま

せん！  
 

ゲーム内アイテムおよびゲーム内通貨の利

用に関しては多くの規則があり、それらは弊

社とお客様を保護するために必要となります

（反対側の項を参照してください）。 
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11.2 支払い義務: お客様がゲーム内アイテ

ム、ゲーム内通貨またはその両方を購入す

る場合、購入時に通知されるとおり、お客様

は適用される価格および支払・請求方針に

合意したものとみなされます。お客様は、選

択したいかなる支払方法をも利用する権限

の保有を保証する責任があり、該当する場

合にはアカウント所有者、保護者、または後

見人の承認を確保する必要があります。お

客様は、関係する全期間において、この権

限が保持されることを保証する責任を負いま

す。不適切な払い戻しや返金の請求は行わ

ないでください。適用される手数料や税金

は、お客様が責任を負います。本契約で明

示的に定める場合を除き、すべての支払い

は払い戻し不可かつ譲渡不可となります。 
 

11.3 法的義務: ゲーム内アイテムとゲーム内

通貨は、現金価値を持たず、現実世界に存

在しないデジタルなアイテムです。これら

は、他のゲーム内アイテム、ゲーム内通貨、

「現実」通貨、物品、サービス、または金銭的

価値を持つアイテムとの交換の有無を問わ

ず、「購入」、「販売」、贈与、譲渡、または換

金を行うことはできません。（グウェントで明

示的に異なる定めをしている場合を除き）ゲ

ーム内アイテムおよびゲーム内通貨の取引

は禁止されています。お客様が取得するあ

らゆるゲーム内アイテムおよびゲーム内通貨

の利用権利は、グウェントにおけるお客様の

私的娯楽および非営利利用のみを目的とし

て、限定的、非独占的、譲渡不可、移譲不

可、サブライセンス不可、取消可能なライセ

ンスに限定されます。お客様は、いかなるゲ

ーム内アイテムまたはゲーム内通貨につい

ても資産権利、利益または権原を持たず、

それらは継続して CD PROJEKT RED に帰属し

ます。CD PROJEKT REDは、グウェントの保護

または本契約の執行に必要な場合に、ゲー

ム内アイテムもしくはゲーム内通貨の取引ま

たはその他の事項の取り消し、変更、または

修正を行う権利を保有します。 
 

11.4 制限: グウェントおよびグウェントユーザ



ーの保護ならびに不正阻止のため、弊社は

ゲーム内アイテムおよびゲーム内通貨の使

用に制限（取引制限および残高を含む）を

課すことがあります。 
 

11.5 有効期限: ゲーム内アイテムおよびゲ

ーム内通貨に有効期限はありませんが、弊

社は必要に応じてそれに変更または修正を

加える権利を保有します。弊社は、お客様

にゲーム内アイテムまたはゲーム内通貨を

提供する義務を負いません。 
 

11.6 ゲーム内アイテムおよびゲーム内通貨

の変更可能性: ゲーム内アイテムまたはゲー

ム内通貨に関わる特定のオファーは、弊社

による当該ゲーム内アイテムまたはゲーム内

通貨の継続的な提供、または当該オファー

の将来における提供を約束するものではあ

りません。お客様が入手する可能性がある

ゲーム内アイテムおよびゲーム内通貨の対

象範囲および種類は、随時変更される可能

性があります。弊社は、グウェントの継続的

な運用またはその他の正当な理由により弊

社が必要と考える場合に、弊社の独自の裁

量でゲーム内アイテムまたはゲーム内通貨

を管理、規制、制御、改変または削除する権

利を保有します。この場合、当該権利の行

使について、弊社はお客様またはいかなる

当事者にも責任を負いません。弊社は、可

能な場合において、当該変更の合理的な通

知をお客様に提供し、その理由の説明に取

り組みます。 
 
11.7  

払い戻し権 
 

お客様が欧州連合（EU）域内居住者の場

合： 
 

お客様がグウェントへのアクセスに使用する

該当機器またはプラットフォームの規定に従

い、お客様は理由を示すことなく、購入後

14日以内にグウェント、ゲーム内アイテム、

ゲーム内通貨、またはそれらすべての購入

を取り止める権利を保有します。お客様は本



契約により、弊社がサービスの提供を開始

し、すでにお客様のアカウントに当該ゲーム

内アイテム、ゲーム内通貨、またはその両方

が提供されている場合には、購入取り止める

権利を失うことに明示的に承諾します。お客

様の購入が完了した後、ゲーム内アイテム、

ゲーム内通貨、またはその両方の提供およ

びサービスの提供が即座に実施されること

にも同意します。したがって、お客様のアカ

ウントでゲーム内アイテム、ゲーム内通貨、

またはその両方が利用可能になった時点

で、弊社は契約を完全に履行したことになり

ます。 
 

お客様が欧州連合（EU）域外の居住者の場

合（米国を含む）： 
 

お客様がグウェントへのアクセスに使用する

該当機器またはプラットフォームの規定に従

い、すべての購入は確定し、一切の払い戻

しは行われず、一切の返品も受け付けられ

ません。 

12. グウェントマスターズ 

12.1 全ての e スポーツイベント・大会に適用

される追加規則(「グウェントマスターズ公式

規則」)が設けられています。対象はプロラダ

ー、オープントーナメント、チャレンジャート

ーナメント、ワールドマスターズ、サードパー

ティートーナメント(これらの用語はグウェント

マスターズ公式規則にて定義)を含みますが

これに限定されません。こうした e スポーツイ

ベントまたは大会に参加される場合は、本ユ

ーザー同意書に加えてグウェントマスターズ

公式規則を順守する必要があります。 
 

12.2 グウェントの e スポーツイベントおよび

大会ではトップパフォーマーおよびイベント

の勝者にクラウンポイント(グウェントマスター

ズ公式規則にて定義)を付与することがあり

ます。クラウンポイントは現金価値を持たず、

現実世界に存在しません。ゲーム内アイテ

ム、ゲーム内通貨、「現実」通貨、物品、サー

ビス、または金銭的価値を持つアイテムとの

交換の有無を問わず、「購入」、「販売」、贈

与、譲渡、または換金を行うことはできませ

弊社のグウェント e スポーツイベントおよび

大会に別個適用される一連の規則はこちら

からご覧いただけます。 
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ん。CD PROJEKT REDはグウェントマスターズ

公式規則に詳細が示されているとおり、その

裁量によってクラウンポイントの取り消し、失

効、差し引き、撤回、修正を行う権利を保有

します。 
 

12.3 グウェントマスターズ公式規則とグウェ

ント ユーザー同意書、プライバシーポリシー

またはグウェントマスターズ FAQ間に相違が

ある場合、グウェントマスターズ特有の事柄

に関してはグウェントマスターズ公式規則が

優先されます。 

13. フィードバックや提言 

13.1 グウェントはプレイヤーのフィードバック

に触発されることもあり、弊社はお客様の経

験した事柄に関するご意見を歓迎していま

す。playgwent.com/contact-support宛にご

意見をお送りください。ただし、法務部門とし

て免責事項を記載しなければならないことを

ご理解ください。ご意見をお送りいただく際

は、弊社がプレイヤーの提言を受け入れな

い判断をする場合もあることや、ご意見をゲ

ームに取り入れた場合でもお客様に（いかな

る形でも）金銭的謝礼を行う義務は一切負

わないことをご承知おきください。 

グウェントに関してフィードバックやご意見を

お待ちしています。ただし、ご意見が採用さ

れないことや謝礼がないことで落胆しないで

ください。決して意見を貴重なものと考えて

いないわけではありません。 

14. 第三者コンテンツと外部サービス 

14.1 お客様はグウェントを通じて弊社から第

三者のウェブサイトやコンテンツへのリンク誘

導を受ける可能性があります。また異なるプ

ラットフォームや機器を通じてグウェントにア

クセスする可能性もあります。その利用はお

客様がご自身で判断してください。弊社はそ

れが有効かどうかや、どのような内容か、無

料で提供されるものかどうかを保証できませ

ん。弊社の提携先の機器やプラットフォーム

はそれぞれ独自の法的要件が適用される可

能性があり、それに準拠するかどうかはお客

様の単独での責任になります。提携先では

事業者はグウェントを補完する機能を提供

する場合もあります（電子マネーウォレットな

ど）。これについても、お客様と提携先との間

のみのやり取りになります。 

お客様がグウェントから外部に移動するリン

クをクリックした場合、弊社が制御できる範囲

ではなくなります。お客様の端末には、ご自

身の責任でご利用ください。 

15. 保証と責任 
15.1 弊社の保証事項: 弊社は(i)本契約の第 弊社は例えば、お客様のグウェントの利用に
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3条に則り、お客様にグウェントを使用する

ためのライセンスを供与する権利を保有する

こと、(ii)グウェントおよびお客様の利用につ

いて合理的な配慮を行うこと、(iii)本契約に

基づくお客様への弊社の義務を履行する上

で、適用法を遵守するために合理的な取り

組みを行うことを保証します。 
 

15.2 お客様の表明と保証: お客様は本契約

を締結する完全な権限と能力を持ち、その

諸条件に完全に準拠することを表明し、保

証します。またお客様はグウェントを通じて

お客様が送信するあらゆる共有ユーザーコ

ンテンツについて、いかなる第三者の知的

財産権も侵害していないことを表明し、保証

します。さらに、違法、不法、中傷、猥褻、他

者のプライバシー侵害、脅迫、嫌がらせ、侮

辱的、嫌悪的または差別的な共有ユーザー

コンテンツの利用または投稿を行わないこと

も表明し、保証します。 
 

15.3 責任制限  
 

お客様が欧州連合（EU）または下記の責任

制限を明確に禁止する国の居住者の場合、

この条項は適用されません。お客様が米国

居住者の場合、この条項は適用されます。 
 

(I)弊社の免責事項: 本契約で別段の定めが

ある場合を除き、CD PROJEKT RED ならびに

その系列会社、提携事業者およびライセン

ス許諾者は、グウェントに関する一切の黙示

的または明示的な保証または表明の責任を

負いません。これには(I)過失、(II)十分な品

質、商品性もしくは目的適合性の欠如、(III)

欠陥もしくは不具合の存在、または(IV)あら

ゆる第三者の知的財産権の侵害に伴う申し

立てが含まれますが、これらに限定されませ

ん。グウェントは明示または黙示を問わず、

一切の保証または表明なしに「現状有姿」の

ままお客様に提供されます。弊社は明示ま

たは黙示を問わず、適用法で認められる最

大限の範囲で、あらゆる保証や表明（権原、

非侵害、商品性、品質、特定目的の適合

性、取引の過程や実施の過程や商習慣に

関して合理的な配慮を行うことなど、グウェン

トに関する拘束力のある約束（「保証」）を行

います。また相互にどのような責任を負うか

についてさらに詳しく説明しています。 
 

お客様が EU域外の居住者の場合、弊社は

グウェントの機能に関する責任を一切負わ

ず、お客様との間に法的拘束力が発生する

いかなる取り決めも行いません。またお客様

に対する弊社の責任を限定し、お客様が本

契約に違反した場合、お客様に弊社への

「補償」（弊社の被害に対する金銭的な費用

を補償すること）を求めます。 
 

本規定はお客様が EUやその他の該当国に

居住している場合は適用されません。 



伴って発生する保証、ウイルスや不具合が

存在しないという黙示的な保証および/また

はグウェントに含まれるコンテンツや情報の

正確性、合法性、信頼性もしくは品質を含み

ますが、これらに限定されません）の責任を

負いません。弊社は、今後グウェントが中断

しないこと、不具合が発生しないこと、欠陥

が修正されること、またはゲームにウイルスも

しくはその他の有害な要素が含まれないこと

を保証しません。 
 

(II)弊社の責任制限: 適用法で認められる最

大限の範囲で、CD PROJEKT RED、その系列

会社、提携事業者およびライセンス許諾者

は、グウェントの利用、利用不可、またはグウ

ェントに関連した「損失」に伴う一切の損失、

損害または被害について、いかなる責任も

負わないものとします。CD PROJEKT RED、そ

の系列会社、提携事業者およびライセンス

許諾者は、同じ事項に起因または関連する

間接的、結果的、付随的、特殊、懲罰的ま

たはその他の損害について、いかなる責任

も負わないものとします。これには、お客様

が（一時的か永続的かを問わず）グウェント

を使用できないことによって被った損害も含

まれます。前記はいずれも、CD PROJEKT 

RED またはその系列会社、系列事業者もしく

はライセンス許諾者に落ち度（過失、契約不

履行、保証違反または厳格責任など）があ

り、当該損害の可能性についてお客様もしく

は弊社が通知を受けていた場合でも、一切

の影響を受けません。 
 

(III) 弊社の責任上限: 適用法で認められる

最大限の範囲で、いかなる場合でも、グウェ

ントもしくは本契約に関連するお客様に対す

る弊社の賠償責任の総額は、当該損害賠償

の背景にある問題に関連してお客様が実際

に弊社に支払った金額を超えることはありま

せん。 
 

(IV)お客様の弊社に対する免責: お客様は

(1)本契約に違反したとの申し立てまたは事

実、(2)お客様もしくは代理人によるグウェン

トの利用、(3)CD PROJEKT RED の知的財産権



もしくはその他の知的財産権の違反、およ

び/または(4)お客様の共有ユーザーコンテ

ンツに関連する、法的費用を含むあらゆる費

用や請求について、CD PROJEKT RED、その

系列会社、ライセンス許諾者、提携事業者を

免責するとともに損害を与えないことに同意

します。弊社に対して請求が行われた場

合、お客様は弊社に全面的に協力するもの

とし、弊社はその弁護を行う権利を留保しま

す。弊社の事前書面承諾がない限り、お客

様はいかなる請求についても支払いを受け

られないものとします。 
 

(V)差し止めによる救済: お客様が被る損失、

損害または被害は修復不可能でなく、他の

手段による救済が可能で、弊社に対する差

し止めもしくはその他の衡平法上の救済を

受ける資格を持たないことに同意するものと

します。 

(VI)カリフォルニア州居住者: お客様がカリフ

ォルニア州居住者の場合、以下の消費者の

権利が認められています。お客様は 400 R 
St., Suite 1080, Sacramento, California, 

95814に郵便を送るか、916.445.1254に電

話することで Department of Consumer 

Affairs（消費者行政局）Division of Consumer 

Services（消費者サービス部門）Complaint 

Assistance Unit（苦情支援課）に連絡を取る

ことができます。カリフォルニア州居住者は

「一般免責規定は、もし知っていたら債務者

との和解の結論に、重大な影響を与え得た

もので、債権者が知らなかったり、免責時点

で自己に有利な規定の存在を疑っていたり

した規定については適用しない」と定めるカ

リフォルニア州民法第 1542条を放棄するこ

とに明示的に同意するものとします。 

16. 解約 
16.1 お客様の解約権: お客様がいかなる時

点でもグウェントの利用を恒久的に停止する

ことにより、本契約を解約することができま

す。解約は弊社またはお客様が既に持つ権

利に影響を及ぼしません。 
 

16.2 弊社の解約権: 深刻度が高い本契約の

違反、またはグウェント、グウェントユーザ

お客様は単にグウェントのプレイを永続的に

停止することで、本契約を解約できます。 
 

お客様が本契約に対する深刻な違反をした

場合、お客様は（一時的または恒久的に）グ

ウェントへのアクセスができなくなる可能性が

あります。 
 



ー、CD PROJEKT RED もしくは本契約に基づ

くその他の事項に実際に損害が生じる恐れ

がある本契約の違反などを含め、お客様が

本契約に重大な違反をした場合、弊社はグ

ウェントへのお客様のアクセスを取り消す、ま

たは停止することができます。特にこの規定

は弊社が前記第 9条に明記したグウェント

の規則に適用されます（例えば、不正行為

やアカウント不正使用の禁止）。弊社がこうし

た形でお客様のアカウントを取り消し、また

は停止した場合、弊社はこうした措置の理由

と（該当する場合）その結果としてお客様が

取れる対処手段について説明するため、お

客様に連絡する合理的な努力を行います。

アカウントの取り消しまたは停止に伴い、お

客様はゲーム内アイテムおよびゲーム内通

貨にアクセスする権利も喪失することになり

ます。本条項に基づき弊社がお客様のアカ

ウントを取り消しまたは停止した場合には、

弊社はお客様に対して一切の義務または責

任を負いません。 
 

16.3 グウェントの停止: 可能性は低いと想定

されますが、（お客様による違反行為による

ものではなく）グウェントへのアクセス提供を

恒久的に停止しなければならない場合、弊

社は少なくとも 120日前までに、

cdprojektred.comに通知を掲載することで

事前に通知するよう努めます。この場合、弊

社はお客様に対していかなる将来的な義務

も責任も負いません（これはそれ以前に存在

する義務や責任には一切の影響を及ぼしま

せん）。 

想定に反して弊社がグウェントの運営を停止

しなければならない場合、お客様に事前に

通知するよう努めます。 

17. 不可抗力 
17.1 いずれの側も、不可抗力に伴う全部ま

たは一部の義務の履行や不履行、または遅

延に関して相手側に責任を負いません。 
 

「不可抗力」とは、ストライキ、ロックアウトもし

くはその他の産業的紛争（当事者の労働力

が関与しており、阻止可能な紛争を除く）、

原子力事故や天変地異、戦争やテロ活動、

暴動、社会騒擾、悪意的被害（影響当事者

やその下請け業者の従業員が関与した悪

お客様や弊社が支配できない不測の出来

事（戦争、地震、大洪水その他思いもよらな

い事態）が発生した場合、お客様も弊社も相

手側に責任を負いません。 
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意的被害を除く）、法的もしくは行政的な命

令、規則、規制または指令の遵守、電力供

給者の従業員による産業行為、技術的施設

の故障、ハッキング、DoS攻撃やその他の IT

攻撃、IT ウイルスマルウエアやその他の技

術の導入、火災、洪水、嵐、または供給業者

や請負業者の倒産を含め、当事者が阻止

可能な合理的な支配を超える行為、出来

事、不作為または事故に起因する当事者の

いかなる義務の履行を妨げる原因を指しま

す。 

18. 準拠法 
18.1 お客様が欧州連合（EU）や世界のその

他の地域の居住者の場合（ただし、米国は

含まれません）: 
 

お客様と弊社は、お客様のグウェントの利用

および本契約、ならびにそれに付随するあ

らゆる問題はポーランドの法規に準拠して解

釈され、それに関するいかなる紛争もポーラ

ンドの裁判所が専属的裁判管轄権を持つこ

とに合意するものとします。本契約に基づく

いかなる法的請求も、勝利側当事者はその

法的経費を請求する権利を持ちます。 
 

お客様が米国居住者の場合: 
 

下記の紛争解決および仲裁の規定文言に

含まれない限りにおいて、お客様と弊社は、

お客様のグウェントの利用および本契約、な

らびにそれに付随するあらゆる問題はカリフ

ォルニア州ロサンゼルスで発生するものとみ

なし、抵触法の原則に拘わらず、米国カリフ

ォルニア州（ならびに該当する場合には米

国連邦法）の法令に準拠して解釈されること

に合意するものとします。お客様の CD 

PROJEKT REDに対するあらゆる法的請求

は、下記の紛争解決および仲裁の規定文言

に含まれない限りにおいて、カリフォルニア

州ロサンゼルスの州裁判所または連邦裁判

所をお客様と弊社の間の紛争に関する主題

を扱う専属的な裁判所とする、つまり両者は

当該裁判所を専属的管轄裁判所とすること

に同意するものとします。さらに、お客様は

カリフォルニア州ロサンゼルスの州裁判所お

米国外の世界各国の居住者は本契約に関

するあらゆる法的問題、申し立て、請求をポ

ーランドの法令と裁判管轄に基づいて対処

します。お客様が米国居住者の場合、カリフ

ォルニア州の法令と裁判管轄に基づいて対

処します。 



よび連邦裁判所を不適切な管轄であると抗

弁する権利を放棄するものとします。本契約

に基づくいかなる法的請求も、勝利側当事

者はその法的経費を請求する権利を持ちま

す。 
 

米国外の世界各国の居住者は本契約に関

するあらゆる法的問題、申し立て、請求をポ

ーランドの法令と裁判管轄に基づいて対処

します。お客様が米国居住者の場合、カリフ

ォルニア州の法令と裁判管轄に基づいて対

処します。 

19. 紛争解決と拘束的仲裁 
19.1お客様と弊社の間に問題や懸念が発

生した場合、弊社は

playgwent.com/contact-support を利用して

早急かつ友好的に解消することを希望しま

す。ただし、時として容易には解決できない

法的紛争があることも認識しています。本条

項では、法的紛争が発生した場合について

明記します。 
 

19.2非公式な紛争解決： 

弊社とお客様はともに両者間の紛争を略式

に解決するための合理的かつ誠実な努力を

行うことに合意します。例外的な事情がない

限り、通常、この紛争解決期間は 30日間と

することを提案します。その期間内に解決さ

れない場合、次の段階に進み、お客様の居

住地によって対応が変わります。お客様が

欧州連合（EU）の居住者の場合、欧州委員

会が運営するオンライン紛争解決プラットフ

ォームを通じて苦情を申し立てることができ

ます。詳細はこちらをご確認ください：
ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 

(1) 次の紛争解決手続き： お客様が欧州連

合（EU）やその他地域（米国以外）の居住者

の場合 
 

お客様と弊社は必要だと考えられる場合

に、互いに対する法的請求手続きを開始す

る権利を有します。お客様が CD PROJEKT 

REDに対して申し立てを起こす場合、Legal 
Team, CD Projekt SA, ul. Jagiellońska 74; 03-

懸念や問題が発生した場合には、

cdprojektred.comのサポートをご利用いた

だけます。弊社はお客様の苦情を非公式な

紛争解決で解消したいと考えています。 
 
 

これは弊社がお客様との紛争を非公式に解

決できない場合の手続きとなります。 
 

重要事項： お客様が米国に居住されている

場合、本条項はお客様と弊社が両者間の紛

争を仲裁で解決することに同意する内容を

含みます。 
 

お客様が米国またはその他の地域（ただし、

EU を除く）に居住している場合、お客様と弊

社は相手当事者に対する集団訴訟または同

様な団体訴訟を行わないことに合意します。

上記の手続きを通じてあらゆる法的紛争の

解決を図ります。 
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301, Warsaw, Poland 宛てに通知し、

legal@cdprojektred.comに写しをお送りくだ

さい。 
 

(2)次の紛争解決手続き: お客様が米国居住

者の場合 
 

仲裁：  

弊社とお客様は両者間のすべての紛争や

申し立てを個別に拘束的な仲裁で解決する

ことに合意します。これには本契約、両者間

のあらゆる関係、お客様のグウェントの利

用、またはその他の CD PROJEKT RED ゲーム

やサービスに起因する申し立てなどが含ま

れます。本条項は当該紛争や申し立てが契

約、不法行為、成文規定、詐欺行為、不公

正競争、不実表明またはその他のいかなる

法的原則によるものであっても適用されま

す。 
 

（注記: 「仲裁」とは両者がそれぞれの主張を

（判事や陪審ではない）中立的な仲裁人の

前で示す、合意による紛争処理手続きで

す。仲裁は裁判訴訟ほど公式ではなく、規

則も裁判ほど公式ではありません（後述しま

す）。お客様と弊社で明確にすることがありま

す。仲裁を選択することで、両者当事者間の

紛争を判事や陪審の前で裁判判断を仰ぐ

権利を放棄することになります。お客様と CD 

PROJEKT REDは、グウェントに起因または関

連するいかなる請求も発生から 1年以内に

申し立てを行う必要があることに合意しま

す。その期間が経過した場合、申し立ての

権利は失われます。お客様はお客様のアカ

ウントまたはグウェントが解約された場合も、

本条項の規定が存続することに同意しま

す。 
 

仲裁の開始方法： 

いずれかの当事者が仲裁開始を望む場合

には、申し立て根拠と請求する救済策を記

した書面通知を相手側に送る必要がありま

す。本契約の印刷版とその他の電子形態の

通知も同程度に適格性を持ち、印刷形式で

原本が作られ、保持されている他の業務文



書や記録と同様の条件が適用されます。お

客様が弊社に通知を送る場合、電子メール

で送付してください。お客様または CD 

PROJEKT REDは、お客様に都合が良い米国

内の合理的な米国仲裁協会（AAA）の仲裁

地で仲裁を受けることができます。 

仲裁のルール： 

本条項には米国連邦仲裁法が適用されま

す。仲裁は米国仲裁協会（「AAA」）の商事仲

裁規則に準拠し、該当する場合、本契約で

の修正に従い、AAAの消費者関連紛争の

補完手続きが適用されます。仲裁人は本契

約の拘束を受けます。 
 

仲裁は知的財産権および商業契約紛争の

解決に関して十分な経験を持つ単独の仲裁

人によって行われるものとし、AAA仲裁人の

適切なリストから選ばれます。紛争が仲裁に

当てはまるかの判断は連邦仲裁法に準拠

し、法廷ではなく、仲裁人が裁定します。仲

裁は AAAが管理し、英語で行われるものと

します。裁定は書面提出、電話、または両者

が合意した場所において直接面談で実施さ

れます。仲裁の審問はお客様と CD PROJEKT 

REDが別段の合意をした場合を除き、仲裁

人の指命から 30日以内に開始されます。

AAAはお客様と弊社の間の紛争を仲裁する

権限しか持たず、この特定の仲裁の他の人

物には関与しません。事例に応じて、仲裁

人の判断による裁定額について管轄権を有

する裁判所に提訴する、または裁定額の受

諾およびその強制命令について当該裁判

所に判断を求めることができます。 
 

お客様の請求が 1万 US ドル以下の場合、

仲裁人がお客様の請求に正当性がなく、費

用請求も合理性がないと判断した場合を除

き、CD PROJEKT REDは仲裁後にお客様負

担分の仲裁人報酬を含め、お客様の提訴

費と仲裁の分担金（ただし、弁護士費用また

は専門家証人費用を除く）を補償することに

同意します。CD PROJEKT RED は仲裁人がお

客様の申し立てに正当性がなく、お客様の

費用が合理的でないと判断した場合を除

き、法務費用や仲裁費用の負担を求めない



ことに同意します。お客様の請求が 1万 US

ドルを超える場合には、AAAの商事仲裁規

則、および該当する場合は消費者関連紛争

の補完手続きに従い、仲裁人報酬を含めた

仲裁費用はお客様と CD PROJEKT RED で分

担するものとします。 
 

紛争解決と仲裁条項が適用されない場合: 

紛争解決と仲裁義務は、知的財産権侵害の

請求または無許可による利用、海賊行為、

窃盗もしくは不正利用に関連してお客様ま

たは弊社が行う申し立てまたは紛争には適

用されません。 
 

この条項は、法律で認められている場合、お

客様が救済を求めて連邦、州、地方自治体

の機関に申し立てを行うことを禁止するもの

ではありません。 
 

集団訴訟権の放棄: 

国または州の法律の適用が認められる最大

限の範囲で、お客様および弊社はいかなる

場合も、集団訴訟や代表訴訟、市民側代理

人訴訟、団体交渉の提訴または参加を行わ

ないことに合意します。つまり、法で認められ

る最大限の範囲で、 (1)いかなる仲裁も他者

と共同では行わず、(2)集団ベースでの仲裁

請求または集団訴訟手続きを取る権利また

は権限を持たず、(3)一般大衆やその他を代

表することをうたって提訴する権利または権

限を持ちません。 
 

集団訴訟や代表訴訟、市民側代理人訴訟、

または団体交渉の提訴に参加しない本条項

の合意が違法または法的強制力を持たない

と判断された場合、お客様と CD PROJEKT 

REDは本項が分離不可能であり、条項全体

が強制不可能とみなされ、あらゆる請求また

は紛争を裁判所で解決することに同意しま

す。 

20. その他の法的事項 

20.1本契約の一部が法的強制力を持たな

い場合でも、その他の部分は影響を受けま

せん。 
 

この条項には、本契約が法的にどう機能する

かを明記するいくつかの追加規定が含まれ

ます。例： 
 



20.2 本契約は弊社とお客様の関係を規定

するものです。本契約は当事者以外にいか

なる権利も付与しません。 
 

20.3 弊社は各種の法規に従う必要があり、

輸出入規制を含む、捜査当局やその他の法

的義務を遵守する必要があります。 
 

20.4 お客様と弊社は、国際物品売買契約に

関する国際連合条約（ウィーン売買条約）が

グウェントや本契約には適用されないことに

合意します。 
 

20.5 弊社は、組織改編もしくは合併の一

環、またはその他の事業上の理由で、グウェ

ントのサポートに必要な場合、本契約を第三

者もしくは弊社グループの別の組織に譲

渡、委託または移譲する場合があります。こ

うした場合、弊社はお客様に通知を行いま

す。 
 

20.6 弊社がお客様に対して本契約または法

令に基づく権利または救済を行使しなかっ

た場合または遅延させた場合も、その他の

あらゆる権利または救済の放棄には相当せ

ず、その他の権利または救済を排除または

制限するものとはなりません。弊社またはお

客様が当該権利または救済を単独的または

部分的に行使しても、その他の権利または

救済を排除または制限するものではありませ

ん。 
 

20.7 本契約は両当事者間のいかなる独占

的な関係、または提携、合弁事業、雇用また

は代理人関係も成立させるものではありませ

ん。 

本同意書はお客様と弊社間のみの契約で

す。 
 

弊社は捜査当局の要請に従う必要が生じる

場合があります。 

21. 本契約の改訂 

21.1弊社は法的理由やグウェントの変更を

反映するなどの理由に伴い、必要に応じて

本契約を改訂することができます。その場

合、改定版の本契約をオンラインで公開し、

お客様にその旨を通知する合理的な努力を

行います（ゲーム内で通知を送る、変更への

理解を求めるなど）。 
 

弊社は本契約を改訂することができますが、

改訂時には改定版をオンラインに掲載し、通

常、その後合理的な期間をおいて発効しま 
 

変更に関して疑問がある場合、

legal@cdprojektred.com にメールを送り、弊

社に問い合わせることができます。 

mailto:legal@cdprojektred.com


21.2弊社が本契約を改訂した場合、オンラ

インに掲載してから 30日後に改定版が法

的拘束力を持ちます。その期間内に改訂内

容について具体的な疑問がある場合は、

legal@cdprojektred.comにお問い合わせく

ださい。 
 

21.3（お客様が弊社にメールを送信したかを

問わず）お客様が当該の変更内容に同意で

きない場合、お客様はグウェントの利用を停

止することをお選びいただけます。グウェント

を適切に機能させ、それぞれ個別に違うル

ールを設けるのではなく、利用者全員に同じ

ルールの下でプレイしてもらうために、ご理

解をいただければと考えています。そのた

め、疑問や懸念がある場合には、ぜひお問

い合わせください。 
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