
本規約は、サミー株式会社（以下「弊社」といいます。）が主催

する「第二回 P-SPORTS『超ディスクアッパー選手権 HYPER』」（以

下「本大会」といいます。）について、本大会にエントリーおよ

び参加される皆様（以下「参加者」といいます。）の参加条件等

を定めるものになります。

本大会は、弊社と協力会社で構成された本大会事務局が運営及

び大会進行、管理を行います。

【本イベントの概要】

■大会名称

第二回 P-SPORTS『超ディスクアッパー選手権 HYPER』

■競技内容

競技専用機「超ディスクアップハイパー」を採用し、弊社が定

める目押し精度などから構成する得点によって競います。

■日程

・予選大会

2021 年 10 月 30 日（土）東京予選（サミー東京支店）

2021 年 11 月 6 日（土）札幌予選（サミー札幌支店）

2021 年 11 月 6 日（土）大阪予選（サミー大阪支店）

2021 年 11 月 6 日（土）広島予選（サミー広島支店）

2021 年 11 月 13 日（土）仙台予選（サミー仙台支店）

2021 年 11 月 13 日（土）名古屋予選（サミー名古屋支店）

2021 年 11 月 13 日（土）福岡予選（サミー福岡支店）

2021 年 10 月 30 日（土）～ 11 月 17 日（水）

シミュレーターアプリ予選

・決勝大会

2022 年 1 月 15 日（土）（サミー本社）

■賞金

優勝者　3,310,000 円

準優勝　331,000 円

第３位　33,100 円

シンディカップ

第１位　103,100 円

第２位　10,310 円

※賞金贈呈に伴い、マイナンバー等の個人情報の提出をしてい

ただく可能性がございます。

※賞金額が 50 万円を超える場合は、50 万円を差し引いた残額に

所定の税率を乗じて算出した金額を源泉所得税として徴収し、

源泉所得税差引後の金額をお振込みいたします。

※参加者について、弊社独自の調査を行うことがあり、当該調

査の結果、参加者が暴力団等の反社会勢力（暴力団、暴力団員、

暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴

力集団その他これらに準ずる者をいいます。）に該当する場合、

反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する場合また

はこれらの恐れがあると弊社が判断する場合、参加者は本大会

の参加資格及び賞金を得る権利を失い、参加者は予めこれを承

諾します。

■P-SPORTS とは

大衆娯楽であるぱちんこ・パチスロにおける新たな遊びのカタ

チです。遊技におけるスキル（技術）を中心に『スポーツ』と

捉えた『今までにない新しい競技カルチャー』と定義しています。

■参加条件

参加者は、本大会へのエントリー時点および本大会への参加時

点において、次に掲げる条件を満たさなければなりません。

・日本国内に居住していること

・18 歳未満の方、高校生の方はご参加いただけません。

・本規約に同意していること（なお、参加者は、本大会へのエン

トリーを行った時点で、本規約に同意したものとみなされます。）

・外国籍の方でも参加可能ですが、日本語コミュニケーション可

能な方に限ります。

・2022 年 1 月 15 日（土）（サミー本社）実施予定の決勝大会に

出場可能な方に限ります。

・予選通過後に、弊社が指定するプロモーションに協力可能な方

に限ります。

・サミーグループ従業員、大会関係者ではない方に限ります。

・エントリーフォームに記載された内容、大会中の申告、大会に

関連して本大会事務局が確認する情報等に虚偽が認められた場

合、その他不適切と判断した場合、本大会事務局判断で失格に

なる場合があります。

・事前エントリーの際に、複数のアカウントにて同一会場・時間

での申し込みがあった場合、大会事務局の判断で失格となる場

合があります。ただし、別会場でのエントリーについては可能

です。

■エントリーについて

・本大会への参加を希望する場合、本エントリーフォームより参

加申し込み（以下、「事前エントリー」といいます。）するもの

とします。

・電話、メール等での受付はおこなっておりませんのでご注意く

ださい。

・事前エントリー者数によっては、弊社の独自選考基準で、本大

会への参加者を選考することがあります。

・上記の場合、本大会への参加者には各予選開催約 1週間前ほど

に通知をメールにてお送りします。ドメイン指定受信を設定さ

れている場合は解除をお願いします。

・当日の詳細については、通知メールをご確認ください。通知メー

ルの送信が、当落結果の発表となります。

・応募などに係るネット接続料及び通信料は応募者のご負担とな

ります。

・接続料および通信料は、応募者のご契約されている通信会社お

よび接続会社により異なります。詳しくは各契約会社との契約

内容をご確認ください。

・選考基準や当選に関するご質問の受付は行っておりません。

・当選で獲得された権利など、第三者に譲渡（有償・無償を問わ

ない）することはできません。オークション等への出品、売買

は禁止とさせていただきます。

■本規約の効力

・公式ウェブサイトに定める本大会の参加条件、大会ルールその

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

て効力を有します。

・弊社は、弊社の判断において、いつでも本規約の内容を変更で

きます。当該変更を行う場合、弊社は当該変更の内容を公式ウェ

ブサイトに掲示します。

■本大会費用

・本大会は、無料でエントリー・参加いただけます。また、会場

までの交通費などについては、各自負担とさせていただいてお

ります。

・決勝進出者に限り、交通費・決勝大会前日及び翌日における宿

泊費用が発生する場合、別途弊社が定める金額の範囲内で、本

大会事務局より補助させていただきます。なお、交通費などの

精算については、片道もしくは往復の交通費の領収書が必要と

なります。領収書がない場合は精算できませんのでご注意くだ

さい。

※交通費につきましては、外国から日本までのものについては

対象外となります。日本国内で会場まで公共交通機関を利用し

たものに限ります。

■大会の配信

・弊社は、本イベントを動画撮影、写真撮影、録音等の方法によ

り収録し、弊社及び弊社の指定する第三者により各種媒体（テ

レビ、ラジオ、インターネット、新聞、雑誌、ＤＶＤ等）において、

弊社および本大会のプロモーションのため公開・利用すること

があります。収録、公開される情報には、参加者のプロフィール、

映像、写真、音声又は肖像が含まれる可能性があります。

・参加者は、参加者のプロフィール、映像、写真、音声又は肖像

が記録・公開・利用されることに予め同意した上で本イベント

に参加するものとし、弊社の判断による記録、公開及び利用に

関し、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権、作品・成果

物に関する著作者人格権等を行使せず、また一切の対価を請求

しないものとします。

■注意事項

・本大会当日、受付にて年齢を確認するため、運転免許証や保険

証などの提示をお願いすることがありますので、確認できるも

のをご持参ください。

・本大会会場での貴重品を含む所持品の管理は参加者本人が行

い、本大会事務局は一切責任を負いません。

・お付き添いも可能ですが、新型コロナウィルス感染症対策とし

て、収容人数に限りがありますので、多数の場合は制限させて

いただく場合があります。また、お付き添いの方に対する交通費・

宿泊費の補助は行いませんので、ご了承ください。

・参加者、お付き添いなど会場内にいる方すべての肖像、プレイ

ヤーネーム、声、出演、プレイ、経歴を含む音声・映像・写真等が、

録音、録画、撮影され、テレビ、雑誌、イベント、インターネッ

トを含むあらゆる記録媒体およびこれに限定されないあらゆる

メディアにて、期限の定めなく変更、中断、カットまたはその

他修正、加工または利用（商業的利用を含む一切の利用を含み

ます）されることがあります。

・会場近隣のご迷惑となりますので、徹夜または早朝より会場お

よびその周辺に溜まり待機する行為はおやめください。

・ノベルティなど、数に限りがございますので、あらかじめご了

承ください。

・会場内外では必ずスタッフの指示に従ってください。指示に

従っていただけない場合や、イベントの進行を妨げるとスタッ

フが判断した場合は、ご退場いただく可能性があります。

・会場内へのお食事の持ち込み及び飲酒喫煙は禁止します。食事

や喫煙については、会場外のそれら行為が可能な場所でお願い

いたします。

■悪天の際

ある程度の悪天時も大会は開催いたしますが、台風・大雪など

荒天の場合はこの限りではありません。荒天などの理由により

本大会事務局判断で中止となる場合、本大会事務局が決定した

方法で開始 120 分前を目安に大会開始時間前までに告知または

連絡を致します。

■免責

・天災時の不可抗力その他やむを得ない事由、弊社都合により本

大会の内容の変更、また本大会の延期・中止となる場合があり

ます。弊社、本大会事務局の責任によらない当該事由に起因し

て生じた損害に対して弊社、本大会事務局では一切の責任を負

いません。

・本大会開催中の参加者の事故、事件、その他トラブル等や本規

約に違反した事により生じた損害については、弊社・本大会事

務局の指示や対応等に重大な責任がある場合を除き、弊社、本

大会事務局は一切の責任を負いません。

■賠償責任

・本大会の参加に関し、参加者が本規約に違反し、または不正も

しくは違法な行為により、弊社または第三者に損害を与えた場

合、参加者はその損害を賠償しなければならないものとします。

・本大会開催中の参加者の事故、事件、その他トラブル等や本規

約に違反した事により生じた損害については、弊社、本大会事

務局の指示や対応等に重大な責任がある場合を除き、弊社、本

大会事務局は一切の責任を負いません。

■個人情報の取り扱いについて

本大会のエントリーに際して提供された参加者の個人情報の取

扱いについては、個人識別が可能な情報について、第三者に開

示しないものとします。但し、以下の場合を除きます。

・情報開示について参加者の同意がある場合。

・法令に基づく場合。

・人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、参加者

の同意を得ることが困難である場合。

・国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定

める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合。

■準拠法及び裁判管轄

・本大会及び本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈され

るものとします。

・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。
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・参加者は、参加者のプロフィール、映像、写真、音声又は肖像

が記録・公開・利用されることに予め同意した上で本イベント

に参加するものとし、弊社の判断による記録、公開及び利用に

関し、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権、作品・成果

物に関する著作者人格権等を行使せず、また一切の対価を請求

しないものとします。

■注意事項

・本大会当日、受付にて年齢を確認するため、運転免許証や保険

証などの提示をお願いすることがありますので、確認できるも

のをご持参ください。

・本大会会場での貴重品を含む所持品の管理は参加者本人が行

い、本大会事務局は一切責任を負いません。

・お付き添いも可能ですが、新型コロナウィルス感染症対策とし

て、収容人数に限りがありますので、多数の場合は制限させて

いただく場合があります。また、お付き添いの方に対する交通費・

宿泊費の補助は行いませんので、ご了承ください。

・参加者、お付き添いなど会場内にいる方すべての肖像、プレイ

ヤーネーム、声、出演、プレイ、経歴を含む音声・映像・写真等が、

録音、録画、撮影され、テレビ、雑誌、イベント、インターネッ

トを含むあらゆる記録媒体およびこれに限定されないあらゆる

メディアにて、期限の定めなく変更、中断、カットまたはその

他修正、加工または利用（商業的利用を含む一切の利用を含み

ます）されることがあります。

・会場近隣のご迷惑となりますので、徹夜または早朝より会場お

よびその周辺に溜まり待機する行為はおやめください。

・ノベルティなど、数に限りがございますので、あらかじめご了

承ください。

・会場内外では必ずスタッフの指示に従ってください。指示に

従っていただけない場合や、イベントの進行を妨げるとスタッ

フが判断した場合は、ご退場いただく可能性があります。

・会場内へのお食事の持ち込み及び飲酒喫煙は禁止します。食事

や喫煙については、会場外のそれら行為が可能な場所でお願い

いたします。

■悪天の際

ある程度の悪天時も大会は開催いたしますが、台風・大雪など

荒天の場合はこの限りではありません。荒天などの理由により

本大会事務局判断で中止となる場合、本大会事務局が決定した

方法で開始 120 分前を目安に大会開始時間前までに告知または

連絡を致します。

■免責

・天災時の不可抗力その他やむを得ない事由、弊社都合により本

大会の内容の変更、また本大会の延期・中止となる場合があり

ます。弊社、本大会事務局の責任によらない当該事由に起因し

て生じた損害に対して弊社、本大会事務局では一切の責任を負

いません。

・本大会開催中の参加者の事故、事件、その他トラブル等や本規

約に違反した事により生じた損害については、弊社・本大会事

務局の指示や対応等に重大な責任がある場合を除き、弊社、本

大会事務局は一切の責任を負いません。

■賠償責任

・本大会の参加に関し、参加者が本規約に違反し、または不正も

しくは違法な行為により、弊社または第三者に損害を与えた場

合、参加者はその損害を賠償しなければならないものとします。

・本大会開催中の参加者の事故、事件、その他トラブル等や本規

約に違反した事により生じた損害については、弊社、本大会事

務局の指示や対応等に重大な責任がある場合を除き、弊社、本

大会事務局は一切の責任を負いません。

■個人情報の取り扱いについて

本大会のエントリーに際して提供された参加者の個人情報の取

扱いについては、個人識別が可能な情報について、第三者に開

示しないものとします。但し、以下の場合を除きます。

・情報開示について参加者の同意がある場合。

・法令に基づく場合。

・人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、参加者

の同意を得ることが困難である場合。

・国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定

める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合。

■準拠法及び裁判管轄

・本大会及び本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈され

るものとします。

・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。


