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概要：
本ドキュメントでは、

のゲームおよびサービスにおいてどのようなデータが収集される

かを明記します。
また、収集されたデータの使用目的、保管場所、および保護方法についてを明記します。
本ドキュメントは、次の 点に要約されます：
●

●

お客様が弊社のゲームをプレイされる、またはサービスをご利用になる際、弊社はお客様のデータ
の一部を処理する必要があります。そのようなデータを、弊社がゲームおよびサービスの提供以外
の目的で処理する際には、弊社は事前にお客様の承諾を得るものとします。
弊社は、ゲームやサービス（フォーラムなど）の共同開発を行っている
のように、一部のパー
トナーと限定的なデータを共有する場合がありますが、その目的は弊社独自の目的に限るものとし
ます。

● 弊社がお客様のデータを、第三者による広告目的では共有することはありません。
最後に、お客様の個人データに関するお客様の権利についてを明記します。
本プライバシーポリシーでは、グウェントにおいてお客様の個人データがどのように収集、保管あるいは処
理される、
のゲームおよびサービス利用時にどうなるのかを明記します。弊社のユーザー
同意書同様、（法的拘束力を持つ）全文版に加え、法律的な用語をわかりやすくかみくだいた要約を項毎に
記載しています。
のゲームおよびサービスを初めてご利用になる前に、このプライバシー
ポリシーに同意していただく必要があります。ご不明な点は

までお問い合わせく

ださい。それでは始めましょう！
全文

要約

はポーランドにて法人化され、 一般データ
保護規則の元でデータを管理しています。本プライバシーポリ
シーでは弊社は自身のことを「
」と称します
。お問い合わせの際は
に メールを送
っていただくか、
宛てに郵便にてお送りください。

弊社はCD PROJEKT REDと称
し、ポーランドを拠点とし
ています。お問い合わせに
ついてはこちらでご確認く
ださい。

取り扱うすべての個人データを、より望ましく効果的な方法で
保護するため、弊社では
（
データ保
護責任者）を任命し、データ保護の実施および監督と、法的義
務の順守を徹底しています。データ保護責任者へのお問い合わ
せは
宛てにお送りください。

個人データの保護に関するご
質問やご懸念などは、データ
保護責任者にお問い合わせく
ださい（連絡先は反対側に記
載されています）。

弊社について

本プライバシーポリシーの適用対象
本プライバシーポリシーは、弊社が提供する全てのウェブサイ
ト、ゲーム、フォーラム、ソーシャルメディア・チャンネル、
カスタマーサポートおよびテクニカルサポートなど（以上すべ
てを包括して「
サービス」と称します）に適

本プライバシーポリシーでは
、
のゲーム
およびサービスをご利用にな
るお客様から弊社が収集する

用されます。
具体的には、本プライバシーポリシーは個人データ（または米
国においては個人の特定が可能な情報）および非個人データ（
または米国においては個人の特定が不可能な情報）に適用され
ます。これらのデータは、お客様が
のサービ
スをご利用になる際に弊社が収集するものです（「個人データ
」とは、基本的にそれ単体または他のデータと組み合わせてお
客様の特定に使用できるデータを意味します）。

様々なデータについて明記し
ます。また、弊社は個人デー
タに関する適用法を順守しま
す。

弊社はお客様の個人データに関する権利を尊重し、 および弊
社がゲームやサービスを提供するその他の国々の適用法に従っ
てのみ個人データを扱うものとします。
お子様の保護
弊社はお子様からの個人データを収集には、特別な注意が必要
であることを理解しています。弊社は親権者または保護者の合
意の無い 才未満のお客様から、意図的に個人データを収集し
ておりませんし、今後も収集いたしません。お子様の個人デー
タの送信について疑問をお持ちの保護者、親権者の方は
までご連絡ください。

16才未満のお客様が弊社のサ
ービスをご利用になる場合に
は、親権者または保護者の合
意が必要になります。

弊社が収集する情報

お客様がCD PROJEKT REDのサービスをご利用する際は、弊社
は以下の情報も収集する可能性があります（情報の利用法に
ついては後述）：
氏名
メールアドレス
弊社のサービスご利用に際し、お客様の識別に使用され
る任意のユーザー名（フォーラムのユーザー名など）
あらゆる金銭上の情報を除く、弊社のゲームに関するお
客様のデジタルプラットフォームアカウント（お持ちで
あれば
アカウント等）
アドレス
弊社のサービスに接続する際にお客様が使用する機器に
関する技術的な詳細：インターネット接続および また
はネットワーク接続、あらゆるモバイル機器の識別子、
お使いのオペレーティング・システム、ブラウザのタイ
プ、その他のソフトウェア、ハードウェア、またはその
他の技術的な詳細情報。これらは、弊社のユーザーとユ
ーザーの行動やパターンに関する技術的データであり、
個人情報は含まれません
弊社のサービスのお客様の使用の詳細には以下が含まれ
ますが、この限りではありません：サービスの利用時間
や利用方法の計測データ、通信データ、お客様の地理的
な位置のデータ
お客様が弊社のサービスとソーシャルネットワークアカ
ウントを紐付けていた場合は、お客様のソーシャルネッ
トワーク及び弊社のサービスの使用の詳細。これは
およびその他のネットワークの条件に厳格に
準じ、お客様に
のゲームの全ての機能
とサービスを提供するために必要な範囲において、

お客様が弊社のサービスをご
利用になる際は、お客様やお
客様の行動に関する基本デー
タを収集します。

またはその他のソーシャル・ネットワークに
おける一定のデータ（お客様のフレンドリストへのアク
セスならびに弊社のユーザーについての集約された非個
人的分析データを含む）が含まれる場合があります。
弊社のサービスを通してお客様が提供するその他のデー
タ
お客様が弊社のフォーラムをご利用になる場合、弊社は以下の
お客様のフォーラムにおける行動を通して自動的に作成された
データをさらに処理する可能性があります：最新アクティビテ
ィ、書き込んだスレッド、お気に入りにした投稿、フォーラム
内での業績、レッドポイント（フォーラム上のポイント）、プ
ライベートのメッセージおよび投稿。
また、フォーラムを通して、以下のさらなる任意のデータを収
集する可能性があります：連絡先データ（メッセンジャー）、
ウェブサイトのアドレス、経歴、居住地、興味、職業、アバタ
ー、望ましい言語。
お客様がグウェント スポーツ競技（グウェントのランクモード
および
トーナメント） に参加される場合、弊社
は姉妹会社である
（お客様に 版グウェント ウィッチャー
カードゲームへの接続を提供する会社です）から受け取ったお
客様のグウェントに関するデータを扱う可能性があります。具
体的には以下のデータです：


お客様の



グウェント



グウェントにおけるユーザーアクティビティのログ（ロ
グイン時間、ログアウト時間、プレイした試合のログ、
勝敗数、獲得経験値、対戦相手の氏名）



お客様のカードのコレクションとデッキ



マッチメイキングレーティング（
ッチメイキングレーティング（




ユーザーネームとアバター

）および勢力マ
）

アドレス
国・地域

トーナメントやイベント参加される場合は、弊
社はお客様のこれらのイベント参加に関してのみ使用されるデ
ータを処理する可能性があります。具体的には以下のデータで
す：


パスポート
ン、国籍



生年月日



賞金支払いのための銀行口座



グウェントのトーナメントに参加される場合はお客様の

番号、文書の発行者、文書の写真 スキャ

お客様がグウェントの スポー
ツ競技に参加される場合、
もしくはお客様から直接
、さらなるお客様に関するデ
ータを収集する場合がありま
す。

画像


出生地



連絡先住所



両親の氏名



公式または公認のグウェントのイベント参加に関するお
客様のデータ



クラウンポイント（
用されるポイント）

のランキングで使

お客様が直接、またはゲーム内およびサービス内のクラッシュ
レポート機能を使用して弊社の技術サポートにご連絡をされた
場合、弊社はお客様のお問い合わせ、または問題のサポートに
必要な、お客様の機器、またはお客様がプレイに使用する機器
の技術的パラメーターから集められたクラッシュログのデータ
といった、その他のデータを処理する可能性があります。

お客様がテクニカルサポート
にご連絡された場合、クラッ
シュログやお客様がお使いの
機器の技術的な詳細を含め、
いくつかの追加のデータの提
供をお願いする場合がありま
す。

が主催する競技を目的として、弊社はさらに
お客様の連絡先住所、電話番号、ソーシャルネットワークの識
別名、お客様ご自身の画像、銀行の口座番号を扱う可能性があ
ります。

お客様が弊社が主催する競技
に参加する場合、弊社はお客
様について追加の情報を求め
る可能性があります。

また、弊社はゲームやサービスがどのように使用されているか
より良く理解し、この知識をもとに改善するために、ユーザー
についての非個人的なデータ（弊社のゲームとサービスの使用
に関する統計的な情報、またそれらに接続するために使用され
る機器の情報）を集める可能性があります。
お客様が弊社のゲームをプレイしたり、他のサービスにアクセ
スしたりするためには、弊社は上述のデータを処理する必要が
あります。お客様が上述のデータの提供に同意されない場合、
お客様が弊社のゲームをプレイしたり、競技に参加したり、他
のサービスを利用したりすることはできません。

上述のデータは、弊社のサー
ビスをご提供する際に必要と
なります。

に関して。弊社および弊社のパートナーは、お客様のデ
ータを
からも収集します。
に関するポリシーの詳
細は、
でご
確認ください。
に関するポリシーは本プライバシーポリ
シーの一部です。

サービス提供のためにどのよ
うな
を使用しているか
は、
に関するポリシー
でご確認ください。

データの収集方法について
お客様に関するデータは以下の方法でのみ、収集または処理さ
れます：
お客様が
サービスを通して弊社に提供
する。
お客様が
サービスについてお問い合わ
せまたは問題を報告した際に送信される。
弊社のサービス内でのお客様の行動に関するデータ、
アドレス、出身地、購入情報、ゲーム内バーチャルグッ
ズや通貨の情報は、自動的に収集される。

弊社は、弊社のゲームおよび
サービスに関連してお客様が
提供された、またはお客様の
ゲーム内の行動に関連して弊
社が受領したデータを収集し
、処理します。

から受領したグウェントの スポーツ競技に参加す
るためのお客様のデータ。
弊社が調査目的で依頼するアンケートにお客様が記入し
た際に提供される。ただし、お客様はこれに応じる義務
はありません。弊社は、任意のアンケートまたは投票等
において、
サービスを通して、または
弊社と関係のある信頼できるパートナーからデータを入
手できるものとします。
支払情報の利用について簡潔に述べます。この情報は、かかる
プラットフォームおよび支払方式または支払業者が所有するも
のであり、弊社がお客様の支払情報を受信または保管すること
はありません。お客様が
サービス内で何かを
購入すると、弊社は取引発生時に支払業者から通知を受け、お
客様に購入物をお届けしますが、弊社が実際の支払情報を受信
することは一切ありません。弊社では取引日、通貨、価格、取
引商品に関連するデータのみ保持します。

弊社はお客様の支払い情報を
集めません。購入のデータを
受け取り、お客様に正しい商
品をお届けするのみで、弊社
が保管するデータは、取引日
、通貨、価格、取引商品のみ
です。

お客様のデータを使用する理由（データ処理の法的根拠）
弊社は
のサービスを提供するため（即ち、お
客様と弊社間の契約を履行するため）、弊社の法的義務を果た
すため、
の“正当な目的”を満たすため、又は
「データの使用目的について」の項に記述された他のケースに
準じて、必要な範囲内においてのみお客様の個人データを処理
します。
正当な目的とは、社会通念上求められる
の合
法的な活動（弊社システムのセキュリティ保護、
のゲームやサービスのマーケティング、弊社のマーケティ
ングをお客様に合ったものとすること、チート対策の分析、不
正対策のチェック）を意味します。前述の正当な目的を理由と
する場合は、弊社はお客様およびお客様の権利に与える影響を
考慮します。その他の目的では、弊社はお客様に同意を求めま
す。この場合、お客様はいつでも同意を撤回する権利を持つこ
とになりますが、撤回した場合も、同意が撤回される前の処理
の有効性は一切影響を受けないものとします。

お客様が弊社のゲームおよび
サービスを享受できるように
する上で、弊社はお客様の個
人データを処理する必要があ
ります。その他の目的でお客
様のデータを処理する場合、
弊社は必ず事前にお客様の同
意を求めます。お客様はいつ
でも同意を撤回する権利を有
します。

弊社がお客様のデータを欧州経済領域から外に移転させる際は
、「信頼するパートナー」で詳述されるように様々な法的規定
に基づいて行います。
お客様の個人情報の取り扱いについて
データの保管場所について。弊社がお客様から収集したデータ
は、ヨーロッパにて弊社所有のセキュアなサーバー、または必
要な場合においては、下記の信頼するパートナーのサーバーに
て保管されます。弊社はお客様の個人データの不正または違法
な処理、不慮の損失、喪失あるいは損傷を防ぐ為に技術的、そ
して組織的措置を取ります。弊社では、これらのデータが安全
に、かつ本プライバシーポリシーに準拠して扱われるよう、必
要なあらゆる手順を合理的に踏むこととします。

お客様のデータは、ヨーロッ
パにて弊社所有のセキュアな
サーバー、または信頼するパ
ートナーのサーバーで保管さ
れます。弊社はデータの安全
性を保つために最大限努力し
ます。

お客様のデータの保管期間について。弊社はお客様の個人デー

原則として、弊社はお客様が

タを、本プライバシーポリシーに記載された目的の達成に必要
となる間のみ保持します。税金に関連した理由、会計上の目的
、その他法的要件や義務などによって生じる特定の特殊なケー
スにおいては、法律によって、この保持期間の延長を求められ
る場合があります。弊社が弊社のゲームに関連したサービスを
お客様に提供する上で、お客様の個人データを必要としなくな
った場合、弊社は同データを削除または匿名化します。

弊社のサービスご利用中はお
客様のデータを保持します。
その後は税金、法律、会計上
の目的で、お客様に関するデ
ータの一部を使用する可能性
があります。

弊社はお客様がご利用になるサービスに紐付けられたデ
ータを、そのサービス（
フォーラムなど）
継続期間中保持します。アカウントの解約後、弊社はお
客様について収集したデータの一部を、税金、法律もし
くは会計上の目的のためにさらに数年間保持する場合が
あります。
弊社は、お客様または
から受領したグウェント関
連のデータを、グウェント スポーツ競技への参加のた
め、契約の継続期間中（例：お客様がグウェントアカウ
ントを閉鎖するまでの間、今後競技への参加を希望しな
い場合）保管します。その後、弊社はお客様のデータの
一部を税金、法律、会計上の目的のためにさらに数年間
保持します。
弊社のサービスをご利用にならないお客様から連絡をい
ただいた場合、弊社はお客様の問題解決に必要となる限
りにおいて、その後法律上、または説明責任の目的から
必要とされる期間、通信を保持します。
マーケティング目的のため、有効な合意がある期間内、
ならびに登録解除の要求を受領してから直ちに、遅くと
も 日以内はデータを保持します。
データの使用目的について

お客様のデータは、以下の目的で使用されます。
お客様および弊社の間の合意に基づいて発生する弊社の
義務をいかなるものであっても遂行するため
お客様が弊社に要求した、または弊社がお客様にとって
有用と判断した、
サービスに関するマ
ーケティング情報（マーケティング目的の個人用 メー
ルを含む）、製品、またはサービスを提供するため（こ
れは任意であり、初回要求時にお客様に許可を求めます
）
お客様が弊社に要求する製品やサービスを提供するため
弊社のサービスのユーザーとコミュニケーションするた
め
お客様が行うことを選択した際に
のサ
ービスのインタラクティブ機能に参加できるようにする
ため
お客様のグウェント スポーツ競技への参加を可能にす
るため

お客様のデータは、
サービスの運用
および改善のため、ならびに
お客様とのコミュニケーショ
ン（ニュースレターやメール
等）のために使用します。

お客様に
知らせするため

のサービスの変更についてお
サービスを継続、改善、あるいは修正

するため
が主催する競技を行うため（参加者へ連絡
、参加申込みの審査、賞品の配布、税金と賞金の支払い
を含む）
サービスのパフォーマンスに関して、
コンバージョン率およびその他の要素を計算するため
税金、法律、会計に関わる目的のため
で定められる規則（

）で課される説明責任のた

め
弊社またはサードパーティーのウェブサイトやサービス
媒体に表示するマーケティング情報、サービス情報、広
告を、お客様に関して収集したデータを基にパーソナラ
イズして利用するため
マーケティングを目的とするコミュニケーション、サービス、
広告をパーソナライズする際、弊社はお客様の個人データを分
析できるものとします。これはすなわち、弊社が収集したお客
様のデータに基づき、お客様のニーズに合わせて、弊社はお届
けするコミュニケーションの内容を調整する場合があることを
意味します。ただしその場合、お客様の法的状況に影響を与え
得る自動的な意思決定に個人データを使用することはありませ
ん。（すなわち、お客様の個人的な法的権利に影響したり、お
客様の法的状態や同意書に基づいた権利に影響したりするよう
な決定に、アルゴリズムを使用しないことを意味します。例：
弊社はお客様のゲーム内での行動に応じて、お客様に自動化さ
れたオファーを提供するようなことはありません）。

弊社は可能な限りお客様に最
適なサービスと適切なコミュ
ニケーションを提供するため
に、お客様の
サービスのご利用状況に関
するデータを収集します。た
だし、お客様の法的状況に影
響するような、分析に基づく
自動的な意思決定を行う（例
えば、ゲーム内での行動に基
づく自動的なサービス提供や
割引を行う）ことはありませ
ん。

弊社から送られるお客様用にパーソナライズされたオファー、
弊社商品のおすすめ、またはすべての宣伝通知の受信を希望し
ない場合は、お客様はこのサービスをいつでも拒否できます。
弊社は、
サービスのサポート、改良、または
修正を目的として、集合データおよびお客様の動向に関する一
般的な非個人データ（地域毎の売上等）を、
サービスの提供を協業する第三者パートナー（支払業者等）と
共に処理する場合があります。また、
サービ
スの運営のため、弊社は非個人データをデータ解析サービスと
も共有できるものとします。

サービスの運用のため、 の
種類等の匿名化された非個人
データを共有する必要がある
場合があります。前述の通り
、すべてのデータは個人を特
定できないように加工される
ため、ご安心ください。

データの共有
お客様が
サービス（プライベートメッセージ
、
フォーラムあるいはソーシャルメディアな
ど）を介してコミュニケーションをとることにより、個人デー
タを開示してしまう可能性があることにご留意ください。また
、
サービスを利用してパブリックに投稿した
データは、
ユーザーや他の人にも公開されま

お客様は
サ
ービスをご利用に当たり、ご
自身の個人データを任意で公
にし、他者と共有できます。
この場合、責任はお客様ご自
身が負うことになるため、ご

す。お客様が
サービスを利用して公開したプ
ライベートな個人データ、または、お客様が個人データまたは
コンテンツを公開した他のユーザーまたは第三者のアクティビ
ティーについて、弊社は責任を負いません。

注意ください。

第三者による情報収集および外部サービス
サービスには、第三者によるウェブサイトま
たはサービスへのリンクあるいはそれらからのリンクが含まれ
る場合があります。弊社のプライバシーポリシーは、外部サイ
トおよび外部の企業に対しては適用されません。直接、第三者
のプライ

サービスに
は第三者コンテンツへのリン
クを含む、または第三者コン
テンツに誘導することがあり
ます。第三者は、各自のプラ
イバシーポリシーに基づいて
、お客様のデータを収集でき
るものとします。必ずご一読
ください。

一部のサービスでは、弊社の関連会社
または
の信頼するパートナーとの通信を行うことがあります。例
えば、
へのアクセスのため、
アカウン
トを作ることもできます。その際には、お客様の個人データの
一部を共有する必要があります。

データを関連会社である
（弊社の関連会社）などの信
頼するパートナーと共有する
場合があります。

信頼するパートナー
弊社はお客様の個人データを下記の信頼するパートナーと共有
することがあります。いずれもお客様に弊社のサービスや機能
を提供するために弊社が契約したパートナーです。弊社はパー
トナーに対し、彼らが弊社との協力体制を実現する上で必要と
なる最小限のデータしか提供しません。下記パートナー（正式
には「データ処理者」）は以下に示す目的においてのみ、お客
様に関するデータの一部にアクセスし、弊社に代わって処理す
ることができます。
弊社の関連会社で、フォーラムの主催、
グウェントのサポート、 スポーツ競技会を主催
弊社の子会社で、米国におけるマーケ
ティングを補助
弊社の内部管理ツールおよびデータ共有ツールを提供す
るパートナー
弊社に分析ツールを提供し、分析を補助するパートナー
ニュースレターおよび メールによるコミュニケーショ
ンを補助する メールマーケティングツールを弊社に提
供するパートナー
法律、税金、監査、会計の分野で弊社に助言を提供する
専門家
パーソナライズ及び個人に特化したマーケティングを目
的とした広告パートナー（例：お客様が興味を持ちそう
な弊社サービスを訪問されたウェブサイトの広告で告知
）
法律に基づく請求を受けた場合、弊社はお客様のデータ（支払
い方法の不正使用など、違法行為または詐欺が疑われる行為に
利用された アドレス等の情報、セキュリティリスクスコアな

弊社は、データ分析や内部管
理ツール、またはマーケティ
ング支援等で協力してくれて
いる信頼するパートナーと、
データを共有することがあり
ます。

ど）を警察または政府機関に提供することがあります。
お客様のデータはお客様の居住国の外、欧州経済領域（
）
の外、例えばスイスやアメリカ合衆国などへの移転、当該地域
における処理、保存の対象となることがあります。移転先での
個人情報保護法下では、お客様の居住国や欧州経済領域内と同
等の保護水準が保証されていない場合があります。しかし、弊
社がお客様の個人データを欧州経済領域の外に共有する際は、
例外なく欧州連合（ ）標準の契約条項またはプライバシーシ
ールド（いずれも個人データの転送および適切な保護を行うた
めの法的枠組み）に準拠して行います。

弊社が個人データを欧州の外
に移転する際には、データが
きちんと保護されていること
を常に確認します。

プッシュ通知
お客様が弊社のモバイルゲームをご利用になる場合は、事前に
許可を得た上で、それらのゲームに関する最新情報をお知らせ
するためにプッシュまたはローカル通知をお客様のモバイル機
器にお送りする可能性があります。これは通常はお客様の機器
の設定項目で変更することができます。

お客様が許可した場合、弊社
はモバイルプッシュ通知を使
用することができます。

その他
弊社には様々な法律が適用されます。法的処置またはその他の
法に準拠するため、弊社は個人データの開示を要求されること
があります。ご留意ください。

弊社は、法執行機関の要請に
応じて個人データを開示する
場合があります。

万一
の改組または合併が行われた場合、少な
くとも弊社の本プライバシーポリシーと同程度に個人データを
保護できる第三者に、弊社はデータを転送できるものとします
。

いかなる改組または企業買収
等が発生した場合でも、お客
様の個人データは現在と変わ
らず保護されます。

お客様の権利
お客様には、特定の状況やマーケティング目的でご自身の個人
データを処理しないよう、いつでも弊社に請求する権利が認め
られています。ご希望の場合は
宛て
にご連絡ください。

お客様の居住地域によっては、プライバシーに関してさらなる
権利が許諾される場合があります。EUで定められた規定では
、追加で以下の権利が認められます。
• ご自身に関するデータにアクセスする権利
• 弊社に連絡し、弊社システムからご自身の個人データ
の削除を請求する権利
• 必要に応じて、ご自身の個人データの修正を請求する
権利
• 弊社にお客様のデータ処理を制限するように請求する
権利
• ご自身のデータを別の主体へ移転する権利

お客様はご自身の個人データ
に関連する複数の権利を有し
ています。個人データがどの
ように利用されているかの説
明を求める権利、アクセスす
る権利、修正する権利、弊社
に削除を求める権利、処理を
制限する権利、および他の組
織への移転を求める権利を持
っています。ご不明な点があ
る場合は、いつで
も
までお問い合わせください。
適切なサポートを提供できる
よう最大限努力します。

• データ保護機関と苦情を申し立てる権利
お客様は
利を行使することができます

への連絡によって上記の権

お客様ご自身のプライバシーに関してご不明な点がある場合は
、まずは是非とも弊社までお問い合わせください（連絡先は上
記のデータ保護責任者の項に記載）。ただし一弊社の対応が十
分でないと感じられた場合は、お住まいの国または地域の個人
情報保護に関する監督機関、またはポーランドの監督期間であ
る
（
）に報
告することができます。
カリフォルニア州法では、弊社と取引関係のあるカリフォルニ
ア居住者が、第三者がダイレクトマーケティングを目的として
弊社と共有した個人データを共有しないことを選択することが
できます。
これらの権利を行使する場合、または権利についてご不明な点
がある場合は、
までお問い合わせく
ださい。
本プライバシーポリシーの変更
弊社は、例えば法的な理由またはサービスの変更等に基づき、
必要に応じて本プライバシーポリシーを変更できるものとしま
す。その場合、変更されたプライバシーポリシーはオンライン
上で公開され、「最終更新日」の日付が更新されます。
変更されたプライバシーポリシーは、弊社がオンライン上に掲
示してから 日後にお客様に対して法的拘束力を持つものとし
ます。変更に関してご不明な点がある場合は、この期間中にお
問い合わせください。
弊社に連絡するかどうかにかかわらず、お客様が変更に同意し
ない場合は、残念ながら
のゲームおよびサー
ビスのご利用を停止していただくことになります。誠に申し訳
ありませんが、弊社のサービスを適切に運営するためには、す
べてのお客様に同一の規定に基づいてご利用いただく必要があ
ることをご理解ください。そのためにも、不明な点等がある場
合には弊社まで必ずご連絡くださるようお願いいたします。
ユーザー同意書
ユーザー同意書には、
サービスの運営方法に
ついてより詳しい情報が記載された多くの項目があり、それは
このプライバシーポリシーにも適用されるものですのです。以
下のリンクからご確認ください。

本プライバシーポリシーは変
更される可能性があります。
その場合は、更新版をオンラ
イン上に掲示し、変更は同更
新版を公開してから 日後に
発効するものとします。

変更に関してご質問がある場
合は、お気軽に弊社までお問
い合わせください。

